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2022年 3月 12日

２０２１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.２０２１年度事業報告

　Ⅰ-1. 第１１３回（春季）.第１１４回（秋季）大会 丸山 大会委員長

　Ⅰ-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

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

Ⅱ.２０２１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

Ⅲ.会計監査報告 平岡 監事、旭　監事

Ⅳ.臨時理事会での決定事項 鈴木 副理事長

Ⅴ.２０２２年度役員人事（案）について 吉村 会長

Ⅵ.２０２２年度新規加盟ﾁｰﾑ審議 萩原 理事長

Ⅶ.２０２２年度事業計画（案）

　Ⅶ-1. 第１１５回（春季）.第１１６回（秋季）大会 丸山 大会委員長

　Ⅶ-2. 第５４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

　Ⅶ-3. 第７７回（春季）.第７８回（秋季）OL大会 稲葉 大会委員長

Ⅷ.２０２２年度予算（案） 佐藤 副理事長

Ⅸ.ＯＬ団体戦規程等の改定について（案） 稲葉 大会委員長

Ⅹ.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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Ⅰ.２０２１年度事業報告
　Ⅰ-1-① 第１１３回大会（春季）結果
　　　大会期間　　３月２１日（日）～１１月１４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
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.10～12参照
　　　表彰式　　　コロナ禍で当初計画から中止

コメント　
　4回に渡る　「緊急事態宣言」の発出により、～１１/１４が最終日となった。
　（当初は　７/４終了計画）　各団体の協力により春季大会を終了することができた。

　今回から優勝・準優勝チームには従来のカップからクリスタルスタンドに変更した

　これはコスト、郵送を考慮しての変更です。

　Ⅰ-1-② 第１１４回大会（秋季）

コメント　
　上記　春季大会が１１/１４迄 掛かり秋季大会を中止とした。

　Ⅰ-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

コメント

　大会開催を前提に、参加者を募集 １８１ペアの申し込みあり（MIXダブりエントリー無し）

　コロナ感染拡大の影響を受け緊急事態宣言とも重なり、残念ながら大会中止を決定

　コートキャンセル料は緊急事態宣言下の為 無料となった。

　Ⅰ-3 -① 第75回（春季）ＯＬﾘｰｸﾞ大会結果
　　　大会期間　　３月２１日（日）～　８月２９日（日）
　　　大会役員　　稲葉大会委員長、小池・姫田大会副委員長
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.13参照
　　　表彰式　　　コロナ禍で当初計画から中止

コメント

　4回に渡る　「緊急事態宣言」の発出により、～８/２９が最終日となった。

　（当初は　７/４終了計画）　各団体の協力により春季大会を終了することができた。

　Ⅰ-3 -② 第76回（秋季）ＯＬﾘｰｸﾞ大会

コメント　
　団体戦同様　春季大会日程延長に伴い秋季大会を中止とした。

- 2 -

参加ﾁｰﾑ数
優　　勝

１部 ２部 ３部

第７５回 49 黒猫組 素浪人A 矢川庭球部



Ⅱ.２０２１年度会計報告

Ⅱ-1. 一般会計報告

Ⅱ-2. 第53回オープンダブルス会計報告

Ⅲ.会計監査報告

3～4



Ⅳ.臨時理事会（2021年12月4日　於：立川アイム）での決定事項

１．2021年度事業報告

　・前頁に記載通り、コロナ禍で春季大会は実施するも緊急事態宣言を避けての

　　日程延期の連続で 11月14日まで掛かり 秋季大会の開催を中止せざるを得ない状況となった。

　・ダブルス選手権大会も緊急事態宣言下の為、余儀なく中止となりました。

２．2022年度会計処理

　◆２０２２年度年会費：１０，０００円　加盟団体一律で徴収

　◆２０２２年度団体戦参加費（含むOL）

　・2021年度 中止となった秋季団体戦について 『大会参加費』の半額を次年度に繰り越す

大会参加費『繰り越し』の内容

団体戦 5,000円/年の半額 2,500円　OL団体戦 3,000円/年の半額 1,500円

チーム数不変 22年度半額徴収

チーム数減 22年度継続ﾁｰﾑ 半額徴収 相殺あり

チーム数増
22年度増分100％徴収
22年度継続ﾁｰﾑ 半額徴収

退　会 ―

新規加入 22年度100%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

　コロナ特例として『大会参加費』の半額を次年度へ繰り越しとする。

　又 退会については、大会参加費の半額を返却するものとする。

※具体的な振込金額については　P.24の計算式を参考にして下さい。

３．2022年度 事業計画（案）

　・団体戦は春季表彰式を見送りとする。秋季決勝大会は昭和の森コート面数減による

　　対策を織り込み実現させる。（2日に分けて開催）

　・OLリーグ を OL団体戦（団体戦同様トーナメント方式）に改定し立ち上げる。

　・ダブルス選手権大会（2年連続コロナにより中止）を昭和の森コート面数減による

　　対策を織り込み実現させる。（大会日を増やすことと、参加枠の制限を設ける）

　・コロナ対策等　上部団体の運営を参考に進めることとする。

 

４．2021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

　　例年の会場でコロナ制限内で参加頂く　…　２５０名規模 ⇒ 制限 約１００名

　・今年度も昨年同様 「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。

以　上
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半額返却

－

2022年度 大会参加費

―

減分半額返却継　続

－



Ⅴ.２０２２年度 役員人事（案） ※が変更

会　　長 ※ 萩原恒夫（　帝　　人　） 理 事 長　→　会 長

副 会 長   　 （競技総括） 丸山　寛（オーチャード）

理 事 長  　  （総務総括） ※ 鈴木晃郎 副理事長　→　理事長

副理事長      （財務総括） 佐藤達郎（  Ｔ  Ｈ  Ｉ  ）

副理事長      （会員総括） ※ 村松靖彦（コニカミノルタ） 理事長補佐　→　副理事長

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 山﨑美弘（立川ＧＴＣ  ）

ＯＬ団体戦 大会委員長 稲葉麻由実（ 立川ＧＭ ）

ＯＬ団体戦 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 旭　輝久（ 青梅ＴＣ ）

名誉会長 ※ 吉村　正（多摩平クラブ）
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Ⅵ.２０２２年度チーム変更
★新規加入申請ﾁｰﾑ

男性 女性 団体戦 OL ｺｰﾄ有無

1 PRONETS 20 1 無し

2 ペパミン 20 1 無し

40 0 2 0

★退会団体、ﾁｰﾑ変更（追加・削除・名称変更）
登録No 退会
219 日立国分寺 〇
230 TEAM東大和 〇
383 Ｓ．Ａ．Ｓ 〇
387 IN THE DARK 〇
506 ＳＴＣ 〇
275 Agilent
284 オーチャード
323 ウｵーターTC
335 羽沢クラブ
401 HARA8
420 素浪人
429 桜井ふぁくとりー
464 とえてに
500 矢川庭球部
503 4U

★団体登録未提出（会則に従い、春季大会参加不可） 該当なし

Ⅶ.２０２２年度事業計画（案）

　Ⅶ-1. 春季・秋季　団体戦大会
　◆大会期間 第１１５回（春季）　３月１９日（土）～７月 ３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

　　大会球 ダンロップ　フォート

　　大会要綱 HPドロー発表日　３月５日（土）

　　表彰式　 コロナ対策で中止　優勝・準優勝チームにクリスタルスタンド、副賞を郵送

　　選手変更登録期間　２月２８日（月）～３月1２日（土）

　　　　　　　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１１６回（秋季）　８月６日（土）～１１月２７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

　　大会球 ダンロップ　フォート

　　大会要綱 HPドロー発表日　７月２３日（土）予定

　　決勝大会＆表彰式 １１月２６日（土）＆２７日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定

昭和の森コート減少に伴い　２日に分けて実施予定

　　選手変更登録期間　 ７月 １８日（月 ）～ ７月 ３０日（土）

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

　Ⅶ-2. 第５４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２0日（土）～９月4日（日）　予備９月１0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、

萩原、稲葉、小池、姫田、佐藤 、村松、鈴木　各理事

　　大会要綱 Ｐ.29～31参照
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人員構成

計

ﾁｰﾑ数

40

追加

国分寺市 岩﨑晋也

削除　

千葉圭太

メンバー減少

名称変更(新) 他

メンバー減少

No 団体（ﾁｰﾑ）名称 所在地 代表者

団体名

府中市

A

OL

メンバー減少

B残して1チームに変更
B

OL-C

メンバー減少（OL）

名称変更 → PAC-MAN

OL

メンバー減少

H

OL-B
B

OL



　Ⅶ-3. 春季・秋季　OL団体戦大会

OL団体戦（旧OLリーグ）に関する詳細はP.14参照ください。

　◆大会期間 第７７回（春季）　３月１９日（土）～７月 ３日（日）

　　大会役員 稲葉大会委員長、小池・姫田大会副委員長

　　大会球 ダンロップ　フォート

　　大会要綱 HPドロー発表日３月５日（土）　

　　表彰式　 コロナ対策で中止　優勝・準優勝チームにクリスタルスタンド、副賞を郵送

　　選手変更登録期間　２月２８日（月）～３月１２日（土）　村松理事長補佐着

　◆大会期間 第７８回（秋季）　８月６日（土）～１２月 ４日（日）

　　決勝大会＆表彰式 １２月 ４日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定

　　大会役員 稲葉大会委員長、小池・姫田大会副委員長

　　大会球 ダンロップ　フォート

　　大会要綱 HPドロー発表日７月２３日（土）予定

　　選手変更登録期間　７月 １８日（月）～７月 ３０日（土）　村松理事長補佐着
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Ⅷ.２０２２年度予算（案）

　１）一般会計
　　
　２）第５4回オープンダブルス大会

9



第１１３回（２０２１春季）大会結果

部別　入賞チーム と 降格チーム

優　勝 準優勝

　１部 滝山中央TC フェアリーA 日立国際電気 BOUNCER-A M45TC-A SAS ウオーターTC アルファA

　２部 Y2G3 Chips NTC ジョイブルドン オリンパス-A Y'sclub-B ウエストサイドA 見えたテニスクラブ

　３部 ビバトスアップ ヤマヒロ 超反応 Gontan 日本電子ーC へんちくりんOB-A 多摩庭球軍団 セレソン

　４部 小金井市民-A JOVA ベアーズFCA NICT郵政 F.メイト SNC ウエストサイドB 羽沢倶楽部A

　５部 とえてに AlmaFT TAMANIWA22 京王電鉄 ブリヂストン-A COOLDRIVE 羽沢倶楽部B サンタ

　６部 チキンハート-A BIT-B リュニオンTC FLATTERS 高幡TC-A マスターズ IHI瑞穂 一光

　７部 THI 日本電子-A 青梅TCB 科技大OB 昭島TCA JVC八王子 錦町TC 南大沢TCB

　８部 桜井ふぁくとりーB カブトムシ 富士電機 TEXIO-TC 鉄道総研A Y'sclub-A TFF シチズン時計A

　９部 F.A.T.A アップルマンゴー 流域下水道 多摩TCA TEAM東大和 八王子市役所 JRシステム 一番シンボル

１０部 ラケッターズB S.T.FC GYK-A 帝人A MKN NEC府中 立川中里 チーム・On Line

１１部 コニカミノルタC じゃっくないふ ホッヂポッヂ 東京チャンポン 青梅TCC JPKTC オリンパスB アフターTC

１２部 4U コニカミノルタA 立川ルーデンス T-START-A ヤクルト研 Agilent-B 日立MD事 ルネサス武蔵

１３部 BOUNCER-B カシオA ウエストサイドD フェアリーB 東芝府中B 東芝ITサービス 鹿島技研 桜井ふぁくとりーD

１４部 矢川庭球部 ホッピーズ 桜井ふぁくとりーE HLTC-B グリーンボールTC 町田市役所B GYK-B ブリヂストン-C

１５部 チャンス ボールいきま～す! へんちくりんOB-B ワンダーランド 横河電機 KUNINDO 鉄道総研B DEC TC

１６部 T-madmen 桜井ふぁくとりーF BOUNCER-C One-Vision

- ８ -
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１1～１2 春季大会結果（トーナメント表）

３位 降  格

＜総 括＞

第113回大会は、当初7月4日を終了予定日にしていましたが、４回に渡る緊急事態宣言の発出により、11月14日が最終終了
日となり、皆様の協力により無事大会を終了することができました。この場をお借りしてお礼申し上げます。また、表彰につき
ましては、決勝戦終了報告を受けて、順次優勝、準優勝チームにクリスタルスタンドと副賞(協賛メーカーのボール)を郵送いたし
ました。
今回大会から表彰をカップからクリスタルスタンドに変更しております。これはコスト、郵送を考慮しての変更であります。

クリスタルスタンド

準優勝

優 勝



　2021年度　第75回（春季）OLリーグ大会結果

　《予選リーグ》 再延長により7月18日(日)までに実施変更　→6/19完了
<１部>　
順位 1位 2位 3位 4位

A 黒猫組　 Ｇｏｎｔａｎ ＴＡＭＡＮＩＷＡ２２ 生一超 Ａ

B ナチュラルＶ　 ラケッターズ 崖っプチ　 立川ＧＭ

C 生一超 Ｂ ウエストサイドクラブ ＢＯＵＮＣＥＲ 素浪人 Ｂ

D ＤＡＲＫ  ＳＰＬＡＳＨ  チーム６０ ＬＡＣＫＹＧＩＲＬＳ

<２部>　
順位 1位 2位 3位 4位

A ベアーズＦＣ Ｂ サムズアップ ロビング Ｔｅａｍ ＳＡ

B ＳＡＴＣ 桜井ふぁくとりー どんぐり コニカミノルタ

C 素浪人 Ａ　　 ＣＨＡＮＣＥ Ｔ.Ｃ Ys club Ｂ スティンガー

D 羽沢クラブ　　 ＦｒｅｓｈＧｒｅｅｎ ＨＡＲＡ８ Ａｇｉｌｅｎｔ

<３部>　
順位 1位 2位 3位 4位

A ＭＴＣ　　 Ｔ.Ｋ.Ｋ　 錦町ＴＣ 日野自動車

B 矢川庭球部(新加入) ＦＬＡＴＴＥＲＳ 素浪人 Ｃ

C ベアーズＦＣ Ｃ 西国ＴＣ ウｵーターＴＣ

D セレソン Ys club Ａ ベアーズＦＣ Ａ 福生ＦＴＡ　　

E Ｃｈｉｐｓ 東芝府中 オリンパス

　《決勝トーナメント》 再延長により10月末までに実施→８/２９完了
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Ⅸ.OL団体戦 規程等の改定について（案）

2020年度総会で提案し承認を得た OLリーグに関する会則・規程・大会要領の改定を行う

【2020年度総会で提案し承認された内容】
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。

【2022年度OL事業の骨子】
　①OLリーグをリーグ戦　→　トーナメント方式とする。

②事業名称を改定　OLリーグ　→　OL団体戦とする。
③大会運営については、団体戦同様に理事（OL担当）が行うこととする。
　OL固有の項目を出来るだけ減らし基本団体戦同様に近づける

【上記に伴う会則・規程・大会要項の改定】

Ⅰ.「多摩社会人テニス協会会則」の改定 P.15～17

　　　名称変更　OLリーグをOL団体戦に改定

　　　第8条　3か所、第10条　1か所、第13条　1か所、附則 第3条　1か所、第9条　追記

　　　新しい会則をP.15～17に掲載します。変更箇所太字で表現

Ⅱ．「多摩社会人テニス協会OLリーグ規程」の改定 P.18

　　　名称変更　OLリーグをOL団体戦に改定
　　　　表題　及び　第1条～4条　各1か所

　　　名称変更　第4条大会（１）要領　→　規則に変更（団体戦と合わせる）

　　　表現を見直す　（目的）～（規程改正等）→　第１条～第6条

　　以下は2020年度総会で承認済の内容
　　　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。

　　　第７項．規程改定等：「キャプテン会議等」を廃止

　　　新しい規程をP.18に掲載します。変更箇所太字で表現

Ⅲ．「多摩社会人テニス協会OLリーグ大会要領」の改定 P.21～23
　　　名称変更　OLリーグ大会要領　→　OL団体戦試合実施規則に改定

　　　全面改定に伴い、新しい規則を　P.21～23に掲載します。

　　　ポイントのみ大会委員長から説明します。
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Ⅹ.会員各位へのお願い事項
１．２０２２年度　年会費及び団体戦参加費について

年会費及び団体戦参加費下記口座へ入金をお願い致します。入金の期限は4月末日です。
振込の際は下記を記載下さい。

チームコード（数字３桁）＋団体名（カタカナ又はローマ字 ）＋参加チーム数

（団体戦はＤの後にﾁｰﾑ数をＯＬはＬの後にﾁｰﾑ数を記入）

１２文字以内で入力して下さい。１２文字を超える場合は、団体名を短縮下さい。

（例：２△△多摩社会人ＴＣ 団体３ﾁｰﾑ、ＯＬ２ﾁｰﾑ参加 ⇒ ２△△タマシャカＤ３Ｌ２ ） 

入金口座：  三菱UFJ銀行　国立支店

口座番号： 1591867 普通預金　多摩社会人テニス協会
責任者　：　佐藤 達郎（さとう　たつろう）

※2022年度は団体戦参加費が2021年度秋季大会分が繰り越しとなり継続チームに関しては
　大会参加費が半額となり、退会チームには半額返却と複雑になります。P.5参照

　下記の計算式を参考にして頂き、間違いの無いように振込みをお願い致します。

※年会費領収書の発行について
　要望のあった団体にのみに領収書を発行することとさせて頂いております。
　領収書発行を要望する団体は、会計総括（佐藤）宛に送付先住所等を明記し３月末日迄に申込み下さい。
　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　tatsurosato@cilas.net

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。
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春季変更登録  2022/2/28(月)～2022/3/12(土)

2023年度登録

各団体提出（提出がない団体は春の大会参加不可）

備考期間内容

団体・選手登録  2022/11/28(月)～2022/12/11(日)

2022年度登録

秋季変更登録  2022/7/18(月)～2022/7/30(土)

代表者、連絡者、選手変更がある団体のみ提出

　　　　　　　〃

年会費 合　計

　 チーム当り チーム数 　 チーム当り チーム数

団体戦 5,000 × 22年度 団体戦 2,500 × 21年度

OL団体戦 3,000 × 22年度 OL団体戦 1,500 × 21年度

※ 新規加入団体は　上記　＋　入会金 10,000 となります。

　計算例

団体戦 5,000 × 2 団体戦 2,500 × 1

OL団体戦 3,000 × 1 OL団体戦 1,500 × 1

＋ ＝

19,00010,000 ＋ ＝ 23,000 － ＝

－ ＝
2022年度

振込金額

再　計
2022年度　通常時

10,000

団体戦参加費

振込金額

2021年度 団体戦参加費繰り越し分

2022年度　特別処置



3．団体戦（含むOL）での結果報告について

　◇ 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。

　◇OL団体戦の結果報告は、春季は大会委員長へメール連絡して下さい。

　　秋季大会より団体戦同様に各チームが登録して頂く計画ですが、別途ドローで連絡します。

　　結果報告は必ず、合計3ポイントで報告して下さい。

　◇オーダー表/スコア記録表のホームページへの添付について
　　今迄 、試合結果を報告する際、結果報告のエクセルデータを添付することがルールでしたが

 リスク低減（情報漏洩防止）を目的に廃止します。 スコアのみ掲載下さい.
 ※各チームは団体戦終了まで、対戦表（試合結果表）の保管をお願いします。

４．団体戦での各種問い合わせ先について
　紙によるドロー表廃止に伴いなのか　団体戦関係の問い合わせが　村松会員総括に来ています

　→　団体戦は各部の担当理事に直接問い合わせください。

　　　（担当理事は、HPで確認お願いします）

５．当テニス協会理事推薦（立候補）募集！
現理事の高齢化及び減少に伴い、新任理事の推薦（立候補）を募集します。
一緒に 多摩地区のテニス界の発展の為にご尽力を頂ける方募集
会長・副会長・理事長宛にメール頂けるとありがたいです。ご協力お願いします。
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2022年 3月
多摩社会人テニス協会

会長　吉村　正

2021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。
 2021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（月））
　　　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 ： ２０２2年３月１2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）２０２１年度事業並びに収支報告
２）２０２２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分



葉書同封
必ず、2月28日迄に

投函して下さい。

 私は、2022年3月12日開催の多摩社会人

 テニス協会総会の議決の全てを

会長・議長が一般的です　⇒ 　　　　　　　　　　　　　に委任します。

 注）葉書未提出の場合、春の大会に参加できません。

１９２－０３５２
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（いずれかに○をお付けください）

ご出席

2021年度多摩社会人テニス協会総会

団体名

団体コード

多摩社会人テニス協会総会に

ご欠席

八
王
子
市
大
塚
九
一
ー
三

委　任　状

代表者氏名：

出席者お名前

・体調管理ﾁｪｯｸｼｰﾄ記入・持参

・特発で欠席の場合は、必ず代理出席のこと。

　又は事前連絡をお願いいます。

63

鈴
木
晃
郎
 

行



２０２１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
　2021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：2022年3月12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



　２０２１年４月１日より昭和の森テニスセンターのレンタルコート数が減少し８面となります。

そのため、従来１６面～１８面で行っていた当大会は第５４回大会では大きく２点の運営変更をし

ます。１点は、２日で行われた予選を４日で行います。もう１点は、１種目の予選を８面内一日で

終わらせる為に、エントリー数に制限を設け、エントリー受付は申し込み順といたします。

　今までとは違う大会運営となりますが、本要項をご理解のうえ、ご応募いただきますようお願い

いたします。

主　催： 多摩社会人テニス協会

協　賛： 株式会社ダンロップスポーツマーケティング、株式会社ＡＴＳシバハラ

1 期　日 　と　種　目
●予　選 2022年8月20日（土）・8月21日（日）

2022年8月27日（土）・8月28日（日） 　◎予備日：9月3日（土）

●本　戦 2022年9月 ４日（日）　  　　　　　　　   ◎予備日：9月10日（土）

　※天候その他の理由により日程が変更になる場合があります。

　※エントリー数が１0ペア以下の場合は本戦のみとなります。

　※エントリー数が　８ペア未満の種目はドロー会議で大会可否を決定します。

　　大会否の場合は申込者に種目変更を打診します。

　※混合１種目と混合以外の１種目との組合せのみ複数エントリー可、その他は不可です。

エントリー 8月20日 8月21日 8月27日 8月28日 9月3日 9月4日 9月10日

制限数 （土） （日） （土） （日） （土） （日） （土）

80 ◎ 予備日 ◎ 予備日

64 ◎ 予備日 ◎ 予備日

32 ◎ 予備日 ◎ 予備日

32 ◎ 予備日 ◎ 予備日

32 ◎ 予備日 ◎ 予備日

48 ◎ 予備日 ◎ 予備日

16 ◎ 予備日 ◎ 予備日

16 ◎ 予備日 ◎ 予備日

16 ◎ 予備日 ◎ 予備日

2 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

3 参加資格
●　一般社会人（学生を除く）

●　男子45才以上 （1977年12月31日以前生まれの男子）

●　男子55才以上 （1967年12月31日以前生まれの男子）

●　65才以上(男女問わず)（1957年12月31日以前生まれの方）

●　前回大会一般男子Ｂ、一般女子Ｂ、混合Ｂでベスト４の方は一般男子Ａ、一般女子Ａ、

　　混合Ａにエントリーをお願いいたします。

●　過去３年間に於いて男子Ａ、混合Ａのいずれかでベスト１６、女子Ａにてベスト８

　　進出者はペアに関係なく全てＡ種目へのエントリーといたします。

●　６５才以上の種目におきましては、ペアの男女を問いません。
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65才以上

一般女子Ａ

一般女子Ｂ

混合Ａ

混合Ｂ

男子45才以上

男子55才以上

一般男子Ｂ

第５４回多摩社会人オープンダブルステニス選手権大会（仮要項）

予　選 本　戦

一般男子Ａ



4 試合方法

●　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とする

●　全試合　セルフジャッジ

●　１Ｒ 又は 初戦敗退ペアはエギジビションマッチに参加できます。

　　但し、エントリー数、天候・試合進行状況等で中止させて頂くことがあります。

●　予選の予備日を使用時は試合方法の変更があり得ます。

5 試合球 ：　ダンロップ　フォート

6 参加料 ：　６,０００円（１ペア）

●　試合日当日に、受付窓口で現金にてお支払いください。

●　領収書の必要な方は申込様式にその旨を合わせてご記入ください。

●　キャンセルはドロー会議前日まで有効とし、ドロー会議日以降のキャンセル、または

　　当日ノーショーの場合は、後日参加料をお支払いいただきます。

7 申込み方法

●　メールにてお申込みください。

　　申込先メールアドレスは、tamasha.open@gmail.com
●　申し込み様式（Ｅｘｃｅｌシート）に必要事項を記入し添付ファイルにてお申込みください。

　　メールの表題には申込みの種目名を入れてください。

●　Ｅｘｃｅｌが使用不可の方は、メール文面に直接必要事項を記入してお申込みください。

●　エントリーのデーター処理を行うため、ＰＤＦ形式での申し込みはご遠慮ください。

●　受付は申込順とし、エントリー数を超えた時点で受付を締め切ります。

●　受付を受領した方には当メールより返信にてその旨をお知らせいたしますので、パソコン

　　から発信のGmailを受信できる様設定をお願いします。

8 申込み受付期間

　202２年 ６月１日（水） ～ ７月１１日（月）

●　受付数がエントリー数を超えた時点で締め切ります。

9 ドロー会議

　2022年  7月２3日（土）　午後１時～　たましんＲＩＳＵＲＵホール会議室予定

　　　注１） ドロー会議は理事にて行いますので、大会出場者の参加はご遠慮ください。

　　　注２） 会場が確保できなかった場合は、理事間の持ち回りで行う事があります。

10 ドロー発表

　2022年  7月 29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
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11 その他

①申込み受付け後の変更、キャンセルはドロー会議前日までとし、ドロー会議日以後の

　変更、キャンセルは受け付けません。（参加料はお支払願います）
②本戦（予備日含む）が天候・災害等の都合により中止された場合は、会場の空き状況

　により、予備日（ａ）の予備日（ｂ）を新たに設定し大会を実施する場合があります。

　その場合の連絡は、実施できなかった日（予備日（ａ））に、予備日（ｂ）の日程を

　ホームページに掲載いたします。

③昭和の森テニスセンターの今までのクラブハウスは２０２２年３月末で使用できなくなり、

　新クラブハウスは大会期間中では建設中となる見込みです。建設中における利用制限等の

　注意事項はドロー発表時に併せてホームページに掲載いたします。

④出場者全員は損害保険に加入しています。保険適用は自宅出発時から帰宅時迄となります。

⑤試合中のフェイスマスクは禁止といたします。マスク使用時は大会役員の許可を受けてください。

⑥雨天時、電話・メールでの開催状況の問合せは受け付けられません。開催状況は速やかに

　ホームページに掲載いたしますが、集合時間までに掲載が間に合わなかった場合は、コート

　待機としますので、ホームページ掲載状況で判断願います。

⑦本大会申込書に記載頂きました個人情報につきましては、損害保険加入及び大会に係わる

　諸連絡に使用いたしますとともに、氏名・所属につきましては本大会のプログラムに掲載

　いたします。尚、その他の個人情報につきましては、本人の同意を得ることなく第三者に

　提供いたしません。

➇大会ドローの印刷物作成、及び会場での配布は行いません。ホームページにて確認願います。

⑨新型コロナウィルスの感染防止対策として、「感染防止注意事項」実施の徹底と、感染状況

　によっては「体調管理チェックシート」の提出をお願いする事があります。実施の際には

　ホームページにて掲載いたします。

⑩申込みに関する問い合わせ先（緊急を要しない場合はメールにてお願いします）

　大会事務局　 市川則夫        電話 :   ０９０－９９６３－２８９０ 

                   　Ｅ－ｍａｉｌ: 携帯　  tamasha.open@gmail.com　（大会専用）
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