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2021年 3月 13日

２０２０年度
多摩社会人テニス協会総会 式次第 （　予　定　）

司会 鈴木 副理事長

◎ 開会の辞 丸山 副会長

◎ 会長挨拶 吉村 会長

◎ 議長選任 吉村 会長

◎ 事業報告 及び 審議
　

Ⅰ.２０２０年度事業報告 鈴木 副理事長

 ・新型コロナウイルスの影響で全事業が余儀なく中止、中止に至る経緯を報告
 ・臨時理事会での決定事項について

　Ⅰ-1. 第１１１回（春季）.第１１２回（秋季）大会
　Ⅰ-2. 第５２回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 中止
　Ⅰ-3. 第７３回（春季）.第７４回（秋季）OLﾘｰｸﾞ

Ⅱ.２０２０年度会計報告

　Ⅱ-1. 一般会計報告 佐藤 副理事長

　Ⅱ-2. ダブルス会計報告 佐藤 副理事長

市川 大会委員長

Ⅲ.会計監査報告 平岡 監事、旭　監事

Ⅳ.２０２１年度役員人事（案）について 吉村 会長

Ⅴ.２０２１年度新規加盟ﾁｰﾑ審議 萩原 理事長

Ⅵ.２０２１年度事業計画（案）

　Ⅵ-1. 第１１３回（春季）.第１１４回（秋季）大会 丸山 大会委員長

　Ⅵ-2. 第５３回（ｵｰﾌﾟﾝ）ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 市川 大会委員長

　Ⅵ-3. 第７５回（春季）.第７６回（秋季）OLﾘｰｸﾞ 稲葉 大会委員長

Ⅶ.２０２１年度予算（案） 佐藤 副理事長

Ⅷ.ＯＬﾘｰｸﾞ規程等の改定について（案） 稲葉 大会委員長

Ⅸ.協会からのお願い事項 各 担当理事

◎ 質疑応答

◎ 閉会の辞 丸山 副会長
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2020年度活動経緯
No 日　付 日 付 日本国内の動向

 2.05 大型クルーズ船 10名の感染確認

 2.26 安倍総理 大規模イベント2週間自粛要請

 2.27 安倍総理 小中高校3/2～春休み臨時休校要請

2020.03.16 2019年度総会議案に対する認否確認

 3.24 東京五輪パラオリンピック延期決定

 3.25 小池都知事が週末の外出自粛要請

開催 4名
 4.01 布マスク配布を表明（一世帯2枚）

中止 15名  4.07 首都圏など７都道府県に緊急事態宣言発出

　計 19名
 4.16 宣言の対象を全国に拡大    ～5/6

開催 0名
 5.04 緊急事態宣言を全国一斉に5月末まで延長

中止
棄権

16名
3名

2 　計 19名
 5.25 緊急事態宣言を全域解除

開催 14名  6.02 東京アラート発動

中止
棄権

3名
2名

 6.12 東京アラート解除

　計 19名  6.19 休業要請解除

7.03～
7.10～

東京都６日間連続で感染者100人超え
東京都4日間連続で感染者200人超え

中止 15名  7.15 東京都「感染拡大警報」発令

開催 2名  7.22 Go-toトラベルスタート（東京発着対象外）

棄権 2名  7.23 東京都　366人感染確認

　計 19名 　以降　200人超えが続く

 8.01 東京都　472人感染確認（過去最多）

 8.03 東京都　お盆帰省自粛要請

 8.07 都外への帰省控えて、飲酒会食夜10時迄

 8.15 青梅マラソン１年延期

 8.17 錦織 圭　コロナ感染

　計 19名 10.01 Go-Toﾄﾗﾍﾞﾙ東京も対象化

9 2020.11.01

10.24
11.7～8
12.31
 1. 7

隅田川花火大会延期（ 来年6月に最終判断）
東京ドーム観客増員トライ
東京都感染者過去最多1,337人
同上 2,447人 首都圏1都3県 再緊急事態宣言発出

●2020年度はコロナの影響で上記臨時理事会を経て全ての事業が中止となりました。 ※首都圏1都3県 再緊急事態宣言発出（1/8～2/7）

-

決　定　事　項 　　　内　　容

1
2020.02.28 2019年度定期総会(3/15)中止決定

・ 但しﾒｰﾙﾍﾞｰｽでも会員に承認を得る旨決定 　～3/15迄
臨時理事会

（メールベース）

19名/19名
（全員一致）

2

メールベースでの認否確認

臨時理事会
（メールベース）

3

2020.03.15 2020年度111回春季団体戦＆73回OLリーグ中止決定
  （3/20～7/5）
・春季大会参加費　全額返却決定
・ドローは秋季大会へ スライドさせる

臨時理事会
（メールベース）

4
2020.05.16 2020年度52回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽ選手権大会中止決定

  （8/22～9/6）　3か月前に判断
・昭和の森コートキャンセル料　協会負担

臨時理事会
（メールベース）

2020.09.16
2021年度53回ダブルス選手権大会のコート予約に
関する件　　予約することで決定

臨時理事会
（メールベース）

5 2020.07.01

2020年度112回秋季団体戦＆74回OLリーグ開催決定
  （8/8～11/22,11/29）
・一斉の決勝大会はやらないが大会自体開催
・決勝大会用昭和の森コートキャンセル料協会負担

臨時理事会
（メールベース）

6 2020.07.28
2020年度112回秋季団体戦＆74回OLリーグ中止決定
  （8/8～11/22,11/29）

予約する
予約しない
棄権

14名
3名
2名

今年度の振り返りと今後の活動に関する打ち合わせ
　（20年度活動の振り返り（含む会計）、次年度方針等を打ち合わせ）

臨時理事会
（面談：立川アイム）

  15名/19名
4名 仕事都合、
　 体調不良等

7 2020.09.05
今年度の振り返りと今後の活動に関する打ち合わせ
　　　　　　コロナ感染状況悪化で延期

臨時理事会
（立川アイム）

8

会則第24条、理事の過半数が出席し

出席者の２/３以上の多数をもって行う

★１００％承認となりました
承認 一任 返信無し 合計

４０団体 1団体 １６１団体 ２０２団体
　返信無しは、案内の通り承認としてカウント。

★総会議案書に対する意見無し
★新型コロナによる大会中止、延期すべきの意見　3件



臨時理事会（2020年11月1日　於：立川アイム）での決定事項

１．2020年度事業報告

　・前頁に記載通り、コロナ禍で全事業中止…中止に至る経緯を確認

２．2020年度会計報告

　・2020年度の支出はダブルスも併せて「全額基金積立金を充当」させる。

　・2020年度としての基金積み立てはしない。

　・2020年度として入金頂いた 年会費、大会参加費は 2021年度に『繰り越し』とする。

『繰り越し』の内容

入会金 年会費 大会参加費

チーム数不変 - 繰り越し

チーム数変更 - 差額を戻入 又は 徴収

退　会 - 返却 返却

新規加入 徴収 徴収 徴収

※会則11条では年会費・大会参加費ともに一切返却しないとあるが

　今年度に限りコロナ特例として次年度へ繰り越しとする。

　又 退会については、年会費・大会参加費を返却するものとする。

３．2020年度 総会

　・コロナ禍を考慮し、大きな会場を予約する等の（案）も検討したが

　　例年の会場で会場のコロナ制限内で参加頂く　…　２５０名規模 ⇒ 制限 ９９名

　・今年度に限り　「委任状方式」を導入する（今後も継続するかは別途決める）

　・会則にある総会欠席者へのペナルティーは継続させる

　　出欠連絡、委任状の提出無い団体は春季大会の参加ができない。

４．2021年度 事業計画（案）

　・体制も含め、本資料に織り込み済（コロナ禍での大会運営とする）

５．その他

　・Web会議の実現

　　コロナ禍を踏まえて 理事会のWeb会議化を実現したいものの

　　個人差があり全員参加は難しそうなので、数名でトライを実施し拡大していくこととする。

　　又　将来的には、総会もWeb会議の実現化を検討して行きたい。

　・今後のコロナ感染状況と国、東京都、他テニス協会 全般の動向を注視し

　　事業の見直しをしていく。

　　 3

継　続 繰り越し



Ⅱ.２０２０年度会計報告

Ⅱ-1. 一般会計報告

Ⅱ-2. ダブルス会計報告

Ⅲ.会計監査報告

４～５



Ⅳ.２０２１年度 役員人事（案） ※が変更

会　　長 吉村　正（多摩平クラブ）

副 会 長   　 （競技総括） 丸山　寛（オーチャード）

理 事 長  　  （会員総括） 萩原恒夫（　帝　　人　）

副理事長　　（総務総括） 鈴木晃郎（日 野 自 動 車）

副理事長　　（財務総括） 佐藤達郎（  Ｔ  Ｈ  Ｉ  ）

理事長補佐　（会員担当） 村松靖彦（コニカミノルタ）

団体戦 大会委員長 兼） 丸山　寛（オーチャード）

団体戦 大会副委員長 ※ 徳丸　豊（ フェアリー ）

ダブルス 大会委員長 市川則夫（滝山中央TC）

ダブルス 大会副委員長 山崎美弘（立川ＧＴＣ  ）

ＯＬリーグ 大会委員長 稲葉麻由実（ 立川ＧＭ ）

ＯＬリーグ 大会副委員長 小池亜希子（八王子市役所） 姫田清代（  黒  猫  組  ）

理　事

安井康二（ 立川ＴＣ ） 宮下文和（多摩平クラブ） 坂本暁彦（ ＩＨＩ瑞穂 ）

乙幡英樹（ 立川ＴＣ ） ※ 八田一彦（ BOUNCER ）

監　　事  平岡克英（滝山中央ＴＣ） 旭　輝久（ 青梅ＴＣ ）

※
退　　任 前川悦一（コニカミノルタ）

6

２０２１. 1. ９（土） 理事会終了後 撮影の予定でしたが

コロナ対応で少人数での理事会の為、写真撮影は中止



Ⅴ.２０２１年度チーム変更
★新規加入申請ﾁｰﾑ

試合予定

男性 女性 団体戦 OL ｺｰﾄ有無

1 One-Vision 29 3 1 無し

（ﾁｷﾝﾊｰﾄ母体組織変更に伴い新チーム立ち上げ）
29 3 1 0

★退会団体、ﾁｰﾑ変更（追加・削除・名称変更）
登録No 退会
317 NEXCO ○ 所有ｺｰﾄ利用不可、ﾒﾝﾊﾞｰ揃わず

501 東京海上日動システムズ ○
247 フォスター
429 桜井ふぁくとり～
436 崖っプチ
444 チキンハート
500 矢川庭球部
504 NeoMDC

★団体登録未提出（会則に従い、春季大会参加不可） 　　該当なし

Ⅵ.２０２１年度事業計画（案）

　Ⅵ-1. 春季・秋季　団体戦大会
　大会期間 第１１３回（春季）　３月２１日（日）～７月 ４日（日）

　大会役員 丸山大会委員長、徳丸大会副委員長、安井、宮下、乙幡、八田　各理事

　大会要綱 HPドロー発表日　３月６日（土）

　表彰式　 コロナ対策で中止　優勝・準優勝チームに盾と協賛ボールを郵送

　選手変更登録期間　３月1日（月）～３月 12日（金）

　　　　　　　村松理事長補佐着　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　ymura0612@ybb.ne.jp

　大会期間 第１１４回（秋季）　８月７日（土）～１１月２８日（日）

　大会役員 丸山大会委員長、徳丸大会副委員長、安井、宮下、乙幡、八田　各理事

　大会要綱 実行委員会にて決定

　決勝大会＆表彰式 １１月２７日（土）＆２８日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定

コロナ対策で密回避　２日に分けて実施予定

　選手変更登録期間　 ７月 １９日（月 ）～ ７月 ３１日（土）

   　               村松理事長補佐着　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　ymura0612@ybb.ne.jp

　Ⅵ-2. 第５３回（ｵｰﾌﾟﾝ）ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会

　大会期間 ８月２１日（土）～９月５日（日）　予備９月１１日（土）

　大会役員 市川大会委員長、山崎大会副委員長、坂本、徳丸、平岡、旭、

吉村、萩原、稲葉、小池、姫田、佐藤 、村松、鈴木　各理事

　大会要綱 Ｐ.２１ 参照

コロナ対策で要項検討中！　５月初旬迄決定し展開予定

　Ⅵ-3　春季・秋季　OLリーグ大会

　大会期間 第７５回（春季）　３月２１日（日）～７月 ４日（日）

　表彰式　 コロナ対策で中止　優勝・準優勝チームに盾と協賛ボールを郵送

　選手変更登録期間　３月１日（月）～３月 １２日（金）　村松理事長補佐着

　大会期間 第７６回（秋季）　８月７日（土）～１２月 ５日（日）

　決勝大会＆表彰式 １２月 ５日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定

コロナ対策を実施し開催予定

　選手変更登録期間　７月 １９日（月）～７月 ３１日（土）　村松理事長補佐着

　大会役員 稲葉大会委員長、小池・姫田大会副委員長

　大会要綱 春季：HPドロー発表日３月６日（土）　秋季：実行委員会で決定
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OL

人員構成

計

OL

ﾁｰﾑ数

32

追加

田上三男

名称変更(新) 他

ﾒﾝﾊﾞｰ異動で揃わず

新規チーム立ち上げ
OL-B

B

削除　

G追加

OL

No 団体（ﾁｰﾑ）名称 所在地 代表者

団体名

八王子市



Ⅶ.２０２１年度予算（案）

　１）一般会計
　　
　２）第５３回ダブルス大会

8

　多摩社会人テニス協会会則＆大会規則

９～１６



Ⅷ.OLリ－グ規程等の改定について（案）

＜提　案＞
OLリーグは回を重ねて２０２１年春に第７５回大会を迎える。
スムーズな運営が定着しているが、運営実態が規程および運営要領と整合していない。
それ故下記の規程及び要領を改定し、整合化させる。

また、近年、リーグ戦用のコート確保が難しくなってきている。
コート確保の容易化およびリーグ戦幹事の負担軽減を図るためリーグ戦を廃止し、
団体戦と同様のトーナメント方式に移行することを計画中であり、
２０２２年に実行できるよう会則、規程等の改定準備を行う。

１．「多摩社会人テニス協会OLリーグ規程」の改定
第６項．大会の役員：「ＯＬ登録チームの持ち回りにより」を削除する。

理由 従来、大会役員の内、大会委員は各団体持ち回りで
担当してきたがOL担当理事を強化し、理事が担当する体制としたため
本項を改定する。

第７項．「キャプテン会議等」を廃止
理由 運営への意見収集は、メールの普及で会議を開催する必要性がなくなった。

また、ドロー抽選会は理事と大会委員で実施しておりキャプテン会議は
実態として無いので、キャプテン会議等に関する文言を削除する。
これにより、運営に必要な事項はＯＬ大会委員長及び副委員長の協議で
定めることに改定する。

２．「多摩社会人テニス協会OLリーグ大会要領」の改定
第１項の３．大会委員の選出　　この項削除。
第１項の４．登録順　　　　　　この項削除。
第１項の５．大会委員の役割　　この項削除。
第６項の１．キャプテン会議に関する事項　　この項削除。
その他．大会役員体制改正にともない各項に削除、追記改定あり。
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　会員各位へのお願い事項
１．年会費及び団体戦参加費について

　２０２１年度年会費及び団体戦参加費は

　 2020年度として入金頂いた 年会費、大会参加費を 2021年度に『繰り越し』としました。

『繰り越し』の内容

入会金 年会費

チーム数不変 -

チーム数変更 -

退　会 - 返却

新規加入 徴収 徴収

※2021年度退会団体 及び 団体戦参加チーム増減に関し年会費・大会参加費の追加振り込み
　又は 戻入が発生します。　別途 会計の佐藤から通知を配信させて頂きますので
　その案内に基づき会計処理をお願い致します。

2．団体登録＆選手登録 「日程厳守」のお願い

　◆団体登録名簿＆選手登録は、毎年１２月中旬までに提出をお願いします。

　※期日を守らない団体は登録無しとして扱いますので注意して下さい。

3．団体戦での結果報告について

　◇ 団体戦結果報告に関し 結果の報告が葉書で来ています⇒廃止していますので徹底下さい。

　◇ 団体戦結果報告は早期（終了後２日以内）にＨＰへ掲載して下さい。

　◇ 一般団体戦規則第５条１１の遵守

　　結果報告は必ず、合計８ポイントで報告して下さい。

　‘０６年度より適用しておりますが、数試合が８ポイントにならない報告があります。

　　対戦相手と話し合い勝敗数を合計８ポイントになる様に決めた上で報告お願いします。
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各団体提出（提出がない団体は春の大会参加不可）

繰り越し
 差額を戻入 又は 徴収

2022年度登録

団体・選手登録  2021/11/29(月)～2021/12/12(日)

春季変更登録  2021/3/1(月)～2021/3/12(金) 代表者、連絡者、選手変更がある団体のみ提出

秋季変更登録  2021/7/19(月)～2021/7/31(土) 　　　　　　　〃

大会参加費

　返却

　徴収

内容 期間 備考

2021年度登録

継　続
　繰り越し



2021年 3月
多摩社会人テニス協会

会長　吉村　正

2020年度
多摩社会人テニス協会　総会のご案内
 テニスシーズンを間近に控え、皆様方におかれましては益々ご清栄のことと
お慶び申し上げます。
 2020年度多摩社会人テニス協会 総会案内を送付いたします。

 今回は、新型コロナウイルス対策として以下の方策を取らせて頂きます。

　１）出欠表の提出（同封のハガキで返信）をお願いします。

　２）１）で出席と返信された方　…　入場制限　９９名迄（会場ルール）
　　　①マスク着用、検温実施（37.5℃以上は入場できません）
　　　②体調管理チェックシート（次頁参照）を当日記入・持参下さい。
　　　③体調不良時 又は都合発生時は 代理の方の出席を必ずお願い致します。
　　　④入場制限を超える場合は個別に調整させて頂きます。

　３）１）で欠席と返信された方　…　出欠表にある 委任状の提出が不可欠です。

　※春季大会への参加条件
　　　①総会出欠表の期限内提出（～2/28（日））
　　　②出席と回答　…　代理の方でも必ず出席（欠席の場合、春季大会参加できません）
　　　③欠席（委任状）提出
　　①～③が守れない団体は春季大会への参加ができません。

記

Ⅰ.日　時 ： ２０２１年３月１３日（土）１８：３０～２０：００

受付開始　　１８：1０～

Ⅱ.場　所 ： たましんＲＩＳＵＲＵホール（立川市市民会館）３階小ホール
　Tel:042-526-1311

・多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ　立川南駅下車　徒歩１２分
・ＪＲ南武線　西国立駅下車　徒歩７分

★車で来場の場合は近隣の駐車場を自己負担で利用してください。

Ⅲ.議　題 ： １）２０２０年度事業並びに収支報告
２）２０２１年度事業計画並びに予算審議
３）その他

　総会資料を同封しますので 事前に精読をお願い致します。

　注）コロナ感染の状況を踏まえ見直す可能性があります。その場合はHPを参照ください。
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たましん
RISURUﾎｰﾙ

お願い事項
●会場座席数の関係から、参加される場合は 必ず各団体１名でお願い致します。
●受付時 出席者の体調管理チェックシートを提出頂ければ受付完了です。

〒190-0012 立川市錦町3-3-20

・JR中央線/南武線/青梅線/五日市線 立川駅下車 徒歩１３



２０２０年度 多摩社会人テニス協会 総会

出席者 体調管理チェックシート
　2020年度多摩社会人テニス協会総会開催にあたり、出席者には
　必ず、体調管理チェックシートの提出をお願いいたします。
　自己管理は勿論ですが、感染予防のためにもご協力をお願い致します。

　尚、ご提供頂いた個人情報の取り扱いには十分に配慮致します。

本用紙は総会当日に持参し受付に提出をお願いします。

日時：2021年3月13日（土）18:10～ 受付開始  18:30開演

会場：たましんＲＩＳＵＲＵホール（立川市市民会館）３階小ホール

　　　　 . ℃

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし

□ あり □ なし
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参加者氏名

参加者住所

参加者連絡先

参加者当日の体温
37.5℃以上の方は

出席不可

団体コード団体名

〒

電話番号

⑧過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察
　期間を必要とされる国、地域等への渡航または
　当該住宅者との濃厚接触

⑤体が重く感じる、疲れやすい等

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　※1項でも「あり」の場合は、参加することができません。
　　代理の方の出席をお願いします（代理の方もﾁｪｯｸｼｰﾄの提出が必要です）

チェック
項　目

⑥新型コロナウイルス発症者陽性とされた者との
　濃厚接触の有無

①平熱を超える発熱（概ね37.5℃以上）

②咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

③だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

④嗅覚や味覚の異常



　例年、総会資料にオープンダブルス大会の要項を掲載していましたが、第５３回大会については、

新型コロナウィルスの感染状況が先行き不透明であるため、今回は『大会についての連絡事項』を

掲載いたします。

　正式な要項は５月中旬にホームページ掲載、また団体代表者へは書面にて連絡いたします。

今後の新型コロナウィルスの感染状況、3密を避ける対策等、例年と異なる大会とせざるを得ないと

思いますので、正式な大会要項にて参加いただきます様お願いいたします。

1 期　日 

●予　選 2021年8月２１日（土）・8月２２日（日） 　◎予備日：8月２８日（土）
●本　戦 2021年9月  ５日（日）　　　　　　　　　    ◎予備日：9月１１日（土）
予選は密を避ける為、ペアとしては１日で終わりますが、種目としては２日で行う場合が有ります。

2 種　目 検討中 混合との複数エントリー是非検討中

3 会　場 昭和の森テニスセンター（人工芝コート）

　昭島市田中町６００番地　　☎042-543-2103

4 参加資格 一般社会人（学生を除く） … オープン化是非検討中

5 試合方法 変更の可能性がありますが例年通りの予定

●　トーナメント方式　８ゲーム１セットマッチ（８－８　７ポイントタイブレーク）
　　　　　　　　　　　※ノーアドバンテージ方式

●　全試合　セルフジャッジ

●　１R又は初戦敗退ペアによるエキジビションマッチは中止予定

6 試合球 　ダンロップ　フォート

7 参加料 　６,０００円（１ペア）

8 申込み方法 　５月に発表される要項にて確認してください

　

9 申込み受付期間

　2021年 ５月1４日（金） ～ 締切は募集方法の変更により変わります

10 ドロー会議

　2021年  7月２４日（土）　午後１時～　たましんＲＩＳＵＲＵホール会議室予定

　注）ドロー会議は密を避ける為、理事のみで行う予定です。

11 ドロー発表

　2021年  ７月 ３０日（金）　以降

●ホームページにて発表いたしますので、各自で確認してください。
　アドレス　　http://www.tamashaka.org

21

第５３回多摩社会人（オープン）ダブルステニス選手権大会について


