
平成 19 年度理事会（総会）議事録 
 

日 時 ： 平成 19 年 1 月 21 日（日）10 時～15 時 30 分 
場 所 ： 東海軒会館 
出席者 ： 65 名 
 
会長挨拶  関係各位にはソフトテニス発展のためにご尽力いただきありがとうございま

す。18 年は伊藤捷一副会長、岡村正美顧問が亡くなられ残念な年でありまし

た。19 年は全日本選手権、来年は全日本レディース、アジアシニアが開催さ

れます。皆様のご協力をお願いします。18 年度は静岡県出身で日体大の望月

選手が東日本で第２位、溝上・森田ペアが東海選手権で優勝、小学生、中学

生、シニアも活躍した一年でした。 
１．18 年度事業報告（落合理事長） 

・ 理事会資料に基づいて、大会結果・ランキング・表彰者・会議等の結果を報告。 
・ 19 年度の県選抜インドア大会は、エコパが使用できないので掛川の「さんりー

な」で行う。 
・ スポーツマスターズは、全国大会で第２位と活躍した。県予選をもっと盛り上げ

ていきたい。 
・ ねんりんピック静岡 2006 は、県内から４チームが参加し、第２位になるなどよ

い成績を上げることができた。 
・ 近県シニア大会は、県外選手にもっと参加していただき、もっと盛り上げていく

必要がある。 
・ 資料（事業報告）の訂正 ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ 男子 第３位 宮島・荻 
                       女子 決ト２回戦 高田・鈴木 

２．日連会員登録の登録状況（鈴木事務局長） 
   ・ 静岡県は、全国の中では登録率は高いほうである。しかし 100%が目標である。 

・ 全日本選手権大会の、各県の出場枠数は会員登録数で決まる。 
３．各委員会よりの報告 
   ・ 総務委員会（落合理事長） 
      18 年度は 9 月に常任理事会と同時開催し、県連加盟団体からの意見・要望を 

いただいた。 
        19 年度は３月初旬に開催し、専門委員の改選、県連事業への提言、地区連絡

協議会の設置等の意見交換を実施したい。 
・ 競技委員会（落合理事長） 

もっと活発に動くような委員会に編成したい。 
・ 審判委員会（落合理事長） 



   １級審判研修会を２月 24 日に浜松市で開催する。 
   ２級審判講習会は、東部地区で３月 25 日、中部地区で２月４日、西部地区 

３月 11 日に開催する。 
   マスターレフェリー、マスターアンパイヤーになっていただきたい。 
・ 強化委員会 

（佐野監督）17 年度と比較して強くなった。19 年度はさらに強化し、国体出場

を目指したい。 
（伊藤監督）17・18 年度は国体に出場、２年連続 16 本。19 年度はストレート 
      で出場できる。昨年は学生の力があった。学生４人が地元に就職す

るので育てていきたい。 
・ 広報委員会（鷲頭委員長） 
   要覧を作った。これからは皆様の意見を聞き、２年に１回の約束であったが 

１年飛ばして作りたい。 
   （落合理事長）次回の役員改選時に作りたい。 
・ 指導者委員会（市川委員長） 

     スポーツ指導員の資格取得者は 250 名程いる。２月中旬にスポーツ指導員協

議会（会員登録数約 150 名）で毎年研修会を開催（約 80 名の参加）している。 
指導者バンクに登録した人が約 300 名いる。その内有資格者は約 100 名。 

   指導者養成講習会を 39 名の参加で開催している。高体連の先生方には講師と 
して大変お世話になりました。 

・ シニア委員会（秋山委員長） 
      ねんりんピック静岡では関係者にご支援・ご協力を頂きました。近県シニア

は県外選手の参加が少ない。高齢者が参加しやすい大会にしていきたい。 
・ レディース委員会（市川委員長） 
   東・中・西で講習会を実施。テーマは東部が「ステップ」、中部は「ゆるめる」、 
   西部は「ゆるめて、足をしっかり運ぶ」。２月 12 日に鈴与体育館で、ナガセ

ケンコーの大野監督を招いて中央練習会を実施予定。 
・ 小学生委員会（佐野委員長） 
   現在 17 団体であるが、19 年度は４団体増える見込み。 

県小学生選手権大会はレベル差があるため、本大会と研修大会に分けた。 
今後は委員を９名から 13 名にして、委員会活動を充実していきたい。 

・ 中学生委員会（岩田委員長） 
   18 年度は東海・全国大会で好成績を収めた。 
   県中学生選手権は富士宮 10 面、愛鷹 10 面で、男女各 128 ペアの参加数とす

る。各地区予選からの参加数は、別紙「協会別参加枠数の変更」によるが、

調整を必要とする場合は、東部・中部・西部の枠の中で考える。 



・ 高校生委員会（足立委員長） 
   現在 97 校である。中学から高校へ行くと部活の数も減り、テニス競技者が

10,000 人減ってしまう。全国的には少ないほうではない。 
   競技者育成プログラムはＳtep１、２、３、４と段階を追ってやっている。学 
   校の試合より優先して出てきてもらう。１月 27 日にＳtep２を行う。Ｓtep１

を充実させていきたい。 
（質問）１．競技者育成プログラムの周知はどうしているか。 
        Ｕ14 とＵ18 の指導者と高校の指導者には指導員研修で実施した。２月 
        の研修会と各地域で周知を考えていきたい。 
    ２．審判講習会は今後も東部・西部でも開催していくのか。 
        今年は増やしたが、今後のことはどうするか検討する。 

４．18 年度収支決算報告（鈴木事務局長） 
    理事会資料の「18 年度収支決算書」に基づいて報告した。 
５．監査報告（川西監事） 
    ・ 現金・預金と帳簿の残高、帳簿の項目と領収書を照合したが、間違いなく正確

に処理されていた。 
    ・ 領収書が日付順に整理されていなかった。（立替金の請求が遅いため） 

・ 事務局の仕事量が多いので、皆さんのご協力をお願いしたい。 
６．役員改選（別室にて選考委員による選考） 
７．新役員発表（伊藤公祐選考委員長） 
    顧問   伊藤 朱（新任） 
    会長   高木安一郎（留任） 
    副会長  沼本 脩（留任）、舩越徳太郎（留任）、石川雅之（留任）、岩本義久（新

任）、金谷晴子（新任）、伊藤 朱（退任） 
    理事長  落合敏男（留任） 
    副理事長 秋山 武（留任）、鷲頭典利（留任）、足立真一（留任）、岩田和也（留

任）、市川 博（新任）、小林 正（新任）、市川雅子（新任）、岩本義

久（退任）、谷津隆弘（退任）、金谷晴子（退任） 
    監事   榛葉正志（留任）、石川好廣（留任）、川西 光（留任） 
  （高木会長より事務局の委嘱） 
    事務局長 鈴木敏幸（留任）、副事務局長 平野雄一（退任）、三津山克利（新任） 
８．19 年度事業計画案発表（落合理事長） 
   ・ 日連の「19 年度事業計画書」に基づいて説明。 
   ・ 理事会資料の「19 年度事業計画」に基づいて説明。 

・ 全日本選手権大会の出場数が変更になった。現行男女各 大 348 ペアであったが、

209 ペアとなった。静岡県は６から４になった。19 年度は浜松で開催するので開



催地枠２を加えて６ペアである。 
・ 全国小学生大会は予選を５ペアによるリーグ戦とする。 
・ 中学３年生が国体に出場できる。予選への参加方法はこれから検討して、３月の

常任理事会で承認を得たい。 
・ 東海選手権大会に中学生が男女各４ペア出場できる。 
・ 国体東海ブロック大会はゼッケンを着ける。（県連で用意する） 
・ 東部・中部・西部に連絡協議会を設置するよう各協会にお願いしたい。 

              ・スポーツフェステバル、審判講習会、レディース講習会、競技者育成プロ

グラムＳtep１等各地区での開催行事が多くなってきたため。 
       ・小・中・高・レディースの地区責任者も協議会に入れてもらいたい。 
・ 県民スポーツ祭を止めて、今年よりスポーツフェステバルを東部・中部・西部で 

実施する。子供から年輩者まで一日スポーツを楽しむ。 
    ・東部地区は 11 月 23 日に愛鷹コートで７種別による団体戦を予定。 
    ・中部地区は９月 23 日と 10 月７日の二日にわたって行う。内容は今後検

討する。 
    ・西部地区は９月 23 日に各地域で、小学生からシニアまで対象にして、午

前中は練習、午後はゲームを行う。福引等も考えている。 
９．19 年度大会日程の調整（落合理事長）  
    別紙「19 年度大会・行事予定表（１月 22 日修正）」による。 
10.  19 年度収支予算案発表（鈴木事務局長） 
    理事会資料の「19 年度収支予算案」に基づき説明 
11.  その他の報告事項 

・ 県地区対抗大会は、シニア女子二部（55 才以上）とシニア男子三部（65 才以上） 
を新設する。本年は草薙と西ケ谷で開催する。（落合理事長） 

・ 各協会（団体）選出の県連役員と各協会（団体）の役員を別紙「各協会役員名簿

（平成 19・20 年度）」より２月 28 日までに県連事務局に提出して下さい。 
県連事務局よりの書類の送付について、今後はできるだけメールを活用していき

たいので、各協会事務局はメールアドレスをご記入願います。（鈴木事務局長） 
・ 全日本選手権大会が 10 月 19 日～21 日に花川コートで開催されますので、各協

会は広告協賛（目標 100 万円）等のご協力をお願いします。（鷲頭副理事長） 
・ 全日本レディース大会が来年開催されます。60 面のコートが必要になります。 

３月の常任理事会までに準備委員会を立ち上げる。（市川雅子副理事長） 
・ アジアシニア選手権大会が来年 11 月に富士宮で開催されます。２年毎に開催し

ている。（落合理事長） 
・ 中国ソフトテニス交流団が、９月３日～８日高木会長を団長として 26 名が参加

し、杭州市の大学生と親善を図った。（沼本副会長）    



 
理事会終了後、18 年度の功労者、優良団体、ランキング、優秀選手、優秀団体等の表彰を

行い、引き続いての懇親会では、71 名と大勢の参加者があり、抽選会や有志による出し物

にたいへん盛り上がりました。 


