
２０２０年度 倉敷ソフトテニス協会 総会

・倉敷市スポーツ振興協会ソフトテニス部
・倉敷ソフトテニス連盟

（岡山県ソフトテニス連盟倉敷・浅口支部）

日時 ２０２１年３月６日（土） １４時３０分～
場所 ライフパーク倉敷 視聴覚ホール

新型コロナウイルス感染拡大抑止のため中止
→書面議決による総会とします。
→3/25締切りまして【承認】されたものと致します。

35団体中 賛成24 反対0

ＫurashikiＳoftＴennisＡssociation
倉敷ソフトテニス協会



次 第
１．会長挨拶

省略
２．倉敷ランキング表彰
３．議長選出
４．議題 【報告事項】 岡山県ソフトテニス連盟総会報告

（１）表彰の紹介
（２）来年度のスケジュール

【議決事項】
第１号議案 令和２年度事業及び収支決算報告

１．倉敷市体育協会ソフトテニス部
２．倉敷ソフトテニス連盟
３．育成強化活動

第２号議案 役員改選
第３号議案 令和３年度大会について
第４号議案 令和３年度事業計画・予算（案）

倉敷ソフトテニス協会計画
年間スケジュールは別紙



【倉敷ランキング表彰】
２０２０年度「倉敷ソフトテニス協会」のランキング

１．個人ポイントランキング ※１～３位を表彰

【一般の部】 全8試合の結果

【ジュニアの部】 全4試合の結果

順位 氏名 所属 性別 獲得ポイント

１ 常久 正則 プロシード 男 67.5

２ 松本 厚子 粒江クラブ 女 62.5

３ 片山栄二郎 粒江クラブ 男 56

４ 久戸瀬陽子 竜王クラブ 女 54.5

５ 藤原 潔志 プロシード 男 52.5

順位 氏名 所属 性別 獲得ポイント

１ 伊藤 陽聖 Washu Kids 男 40

２ 石橋このみ Washu Kids 女 35

２ 桑原 日和 Washu Kids 女 35

４ 竹田 大雅 ダンディズム 男 32.5

４ 小野 奨悟 ダンディズム 男 32.5



２．参加率ランキング
今年度は一般のみ表彰とする
ジュニアは大会数が少ないため対象から外した

順位 氏名 所属 性別 参加回数

１ 山崎 公平 茶屋町クラブ 男 ８

１ 橋本 昌明 総社クラブ 男 ８

１ 片山 真弘 しらかべクラブ 男 ８

１ 常久 正則 プロシード 男 ８

１ 片山栄二郎 粒江クラブ 男 ８

１ 中野 浩二 総社クラブ 男 ８

１ 久戸瀬陽子 竜王クラブ 女 ８

１ 小倉 政恵 真備クラブ 女 ８

１ 青山 佳裕 JFE西日本 男 ８

１ 片岡 幸子 真備クラブ 女 ８

※山崎公平様 5年連続参加率ランキング１位



３．団体ポイントランキング
【一般の部】

【ジュニアの部】

４．表彰
（１）ポイント基準

①対象大会は「KSTA」主催の
一般：８試合 ジュニア：４試合

②ポイント １位・・１０ ２位・・７．５ ３位・・５ 参加・・１
（２）表彰は各ランキングの優秀な成績者を表彰

表彰式は４月１０日の春季ミックス大会の会場にて行う

順位 加盟団体名 人数 獲得ポイント

１ プロシードテニスクラブ 108 498.5

２ ENEOS 62 379

３ しらかべクラブ 88 308.5

順位 加盟団体名 人数 獲得ポイント

１ ももっち岡山 107 249

２ 倉敷ジュニア 54 244

３ Washu Kids 28 178



【報告事項】
岡山県ソフトテニス連盟総会報告

開催日 ２０２１年２月２７日

（１）表彰の紹介

（公財）日本ソフトテニス連盟

優良団体 笠岡ソフトテニスクラブ

支部功労者
村上 洋之

荒川周一郎

岡山県ソフトテニス連盟

功労者
冨岡 幸政

神社 泰壮

全日本ランキング

対象なし

（２）ランキング紹介



（３）２０２１年度のスケジュール等
県連総会時連絡事項の抜粋

抜粋の項目 内容

全日本シングルス ５／１５～１６ 京都府福知山市

全日本ミックスダブルス選手権大会 ６／１９〜２０ 愛媛県松山市

中国地区選手権大会 ５／２２～２３ 島根県松江市営庭球場

西日本シニア選手権大会 ７／１７～１８ 鹿児島県 （調整中）

西日本選手権大会 ７／１０～１１ 長崎県長崎市

全日本実業団選手権大会 ７／２３～２５ 栃木県那須塩原市 （調整中）

全日本小学生選手権大会 ８／５～８ 愛知県名古屋市

全日本社会人選手権大会 ９／４～５ 広島県広島市尾道市

ジュニアオリンピックカップ大会
全日本ジュニア選手権大会

９／１８～１９ 広島県広島市

日本スポーツマスターズ２０２１ ９／１８～１９ 岡山県備前市

全日本シニア選手権大会 ９／２５～２６ 福島島会津若松市

第７６回国民体育大会 ９／３０～１０／４ 福島島会津若松市

全日本選手権大会 １０／２２～２４ 和歌山県和歌山市

ねんりんピック２０２１ １０／３０～１１／２ 岐阜県瑞穂市大垣市



【第１号議案】 承認
R２年度事業及び収支決算報告

１．倉敷市スポーツ振興協会ソフトテニス部
（１）事業報告

（２）事業収支決算報告

事業内容
事業
数

参加人数

一般 小学生 中学生 高校生 計

大 会 21 1,018 334 436 872 2,660

研修会・講習会 7 40 92 1,108 0 1,240

合計 28 1,058 426 1,544 872 3,900
（2019年実績） (27) (1,641) (494) (3,890) (1,170) (7,195)

２０１９年度繰越金 354,252 (268,145)

R２年度
収入 1,943,500 (1,758,449)

支出 1,910,959 (1,673,342)

残 高 386,793 (354,252)

単位：人

単位：円

(  )内は前年度実績



２．倉敷ソフトテニス連盟
（１）事業報告

（２）事業収支決算報告

事業内容
事業
数

参加人数

一般 小学生 中学生 高校生 計

大 会 （1） （207） (73) 0 0 （280）

研修会・講習会 0 0 0 0 0 0

合 計 （1） （207） (73) 0 0 （280）

（2019年実績） (2) (224) (0) (0) (0) (224)

２０１９年度繰越金 218,219 （205,019）

R２年度
収入 61,600 （52,800）

支出 28,100 （39,600）

残 高 251,719 （218,219）

単位：人

単位：円

(  )内は前年度実績



３．倉敷市ジュニア強化事業
倉敷市スポーツ振興事業団からの委託行事

（１）事業報告

（２）事業収支決算報告

事業内容 事業数
参加人数

期間 場所 回数 講師数

粒浦教室 １
春季中止

粒浦
0

68人
秋季2019/10/5～ 10

真備教室 ０ 中止

合 計 １ 10 68人

２０１９年度繰越金 33,713

R２年度
収入 99,000

支出 99,040

残 高 33,673



【第２号議案】 承認
倉敷ソフトテニス協会役員改選
(1)総会にて役員は総辞職する。 ただし、任期は3月31日までとする。
(2)総会では、現会長が議長を行い、代表役員を選出する。
(3)代表役員（会長・副会長）の選出

①KSTA会長は倉敷市スポーツ振興協会ソフトテニス部長が就任する。
②KSTA副会長は会長が指名する。
③上記で選出の代表役員は3月31日まで新役員を任命し新組織を立上げる。

総会が書面議決となるので役員会を開き代表役員候補を選出した
会長・・・・荒川周一郎
副会長・・小野 尚彦

倉敷ソフトテニス協会の構成（下記Ａ・Bいずれかの団体に加盟していること）

Ａ Ｂ

　倉敷市スポーツ振興協会 　岡山県ソフトテニス連盟

ソフトテニス部 倉敷・浅口支部

（各加盟団体）

加盟団体規則・専門部規則

→ソフトテニス部規約 →倉敷・浅口支部規約

　部長 　会長 　会長

　副部長 　副会長 　副会長

　事務局長 　常任理事・理事 　理事長

　事務局員 　監事 　理事

　 　会計 　顧問 　監事

　監事

専門委員会

　総務委員会

　競技委員会 　副会長

　強化委員会 　理事

　監事

ｽﾎﾟｰﾂ振興協会役員 KSTA役員

県連盟

岡山県ソフトテニス連盟規約

専門委員会

倉敷ソフトテニス協会規約

倉敷・浅口支部

倉敷ソフトテニス協会
(KSTA)

役員会

総会

（各加盟団体・高体連・中体連） （倉敷ソフトテニス連盟）

この中から県

連盟の役員が

選任される



令和３～４年度役員体制（案）

岡山県 倉敷・浅口支部

1 会長 部長 副会長 会長 荒川 周一郎

2 副会長 理事 ★理事長 副会長 小野 尚彦

3 常任理事 副部長 理事 川上 雄司

4 常任理事 副部長 理事 副理事長 木曽 幸夫

5 常任理事 副部長 重実 裕子

6 理事 理事 理事 竹本 昌登

7 常任理事 常任理事 ★競技委員長 理事 中村 知敬

8 常任理事 常任理事 ★審判委員長 理事長 佐藤 敬治

9 理事 理事 田村 敏郎

10 理事 理事 理事(事務局) 理事 國光 利幸

11 理事 理事 吉岡 雅敏

12 理事 理事 理事 片山 真弘

13 理事 理事 理事 藤原　忠

14 理事 理事 理事 山田 和夫

15 理事 理事 理事 大嶋 欣也

16 理事 理事 理事 理事 久戸瀬 陽子

17 理事 理事 理事 中村 智子

18 理事 理事 理事 理事 石井 靖浩

19 理事 理事 寺越 慎介

20 監事 監事 監事 亀山 小夜子

21 監事 顧問 ★監事 大岸 博昭

22 顧問 顧問 澤江 恭郎

Ｎｏ
倉敷ソフトテニス

協会役員

倉敷市スポーツ
振興協会

ソフトテニス部

岡山県ソフトテニス連盟
氏名



【第３号議案】 承認

令和３年度大会について

１．ジュニア種目の追加
（１）４大会を追加して８大会とする

（２）参加資格
・倉敷市スポーツ振興協会の加盟団体に登録の選手
・協会主催のジュニアソフトテニス教室（粒浦）受講者

（３）ジュニアクラス
男子女子とも I部（5・6年生） II部（4年生以下）

大会名 開催予定日 会場 予定種目

1 春季ABCD級大会 5/8（土）

福田公園

個人戦 男女I、II部

2 春季加盟団体対抗大会 6/12（土） 団体戦 男女３ペア

3 近郷大会 7/3（土）
個人戦 男女I、II部

4 水島港大会 8/7（土）

5 秋季加盟団体対抗大会 9/23（木） 団体戦 男女３ペア

6
第16回スポーツ

フェスティバル大会
10/24（日）

個人戦 男女I、II部
7 秋季ABCD級大会 12/18（土）

8 冬季選手権大会 1/30（日）



２．クラス分け基準の見直し

年齢層分け基準の見直し
女子年齢層分けの見直しを行う
→男子と同じ５歳間隔とする

男 女

一般Ａ 〇 〇

一般Ｂ 〇 〇

成年 〇 〇

シニア45 〇 〇

シニア50 〇 〇

シニア55 〇 〇

シニア60 〇 〇

シニア65 〇 〇

シニア70 〇 〇

シニア75 〇 〇

シニア女子にシニア５０と６０を追加

男 女

一般Ａ 〇 〇

一般Ｂ 〇 〇

成年 〇 〇

シニア45 〇 〇

シニア50 〇

シニア55 〇 〇

シニア60 〇

シニア65 〇 〇

シニア70 〇 〇

シニア75 〇 〇



３．大会参加費の見直し

（１）協会ソフトテニス部の運営費支出の推移

（２）直近の支出について
①コロナ禍で3月に実施の中学生技術研修会が2年連続で中止と3大会

を中止したため支出が一時的に減少した。
②ジュニア大会の実施で支出が増加

参加費を500円／ペアと設定のため収入9万円に対して支出が１７万円
と赤字であった。
R3年度大会を倍増するため参加費を1,000円／ペアに増額する

（３）今年度は小学生、中学生、高校生の参加費を上げて収支の差を小さくする

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3(収入) R3(支出)

支出計 1,717 1,572 1,482 2,426 1,820 1,759 1,673 1,881 2,680 2,710

繰越金 673 499 434 420 131 227 252 354 421 387 383

673 499 434 420 
131 227 252 354 421 387 383

1,717 
1,572 1,482 

2,426 
1,820 1,759 1,673 

1,881 

2,680 2,710 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
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（４）大会参加費の見直し
昨年度参加費の見直しにご協力頂きましたので、大会数が少なかった事も影響し
ていますが、繰越金が多少増加してきています。
しかし、一般以外では収支は赤字となっていますので再度の見直しを行います。

②R3年度からのKSTA大会の参加費

上記にて参加費収入増加分の一部は賞品の充実に充てる

①参加費の比較・・・昨年の資料 

事業者 参加費（2020年度） 

全日本 、西日本、中国 4,000円/ペア 

岡山県 3,000円/ペア 8,000円/団体 

倉敷（KSTA） 3,000円/ペア 7,000円/団体 

種目

個人戦 団体戦

令和2年度 令和3年度
令和2年度 令和3年度

ダブルス シングルス ダブルス シングルス

一般
（高校生）

3,000
(1,000)

1,500
(500)

3,000
(1,500)

1,500
(750)

7,000 7,000

高校生 500 ー 1,000 ー 2,000 3,000

中学生 500 ー 1,000 ー ー ー

小学生 500 ー 1,000 ー 2,000 3,000

単位：円



【第４号議案】 承認

１．令和３年度事業計画（案）

倉敷ソフトテニス協会

事業内容
事業数

参加人数
令和２年度 令和３年度

大 会

一 般 16 16

7,000

ジュニア
（種目）

4 8

中学校 4 5

高等学校 2 2

研修会・講習会 8 8 1,300

34 39 8,300

単位：人



２．令和３年度事業収支予算（案）
倉敷ソフトテニス協会

（１）倉敷市スポーツ振興協会ソフトテニス部

項目 収入 支出 備考

R2年度繰越 413,293 ―
商品券残を含む
（＋23,500）

補助金 430,000 ―
協会＝260千円
ﾌｪｽ ＝１70千円

事業費 2,250,000 2,585,000 参加料＋商品券残

経費等 ― 125,000 通信費他

3,093,293 2,710,000 残高 383,293

注）第2号議案の見直し後の参加費にて収支予算（案）を計算しています。



（２）倉敷ソフトテニス連盟

項目 収入 支出 備考

令和2年度繰越 251,719 ―

運営費 61,600 ―
県連からの補助
・2,000×15団体＝30,000円
・200×158人＝31,600円

事業費 ― 30,800
振興協会加盟費補助
・1,000円/団体+100円×登
録人数

経費等 ― 35,000
事務+会議費＝20,000円
大会協賛＝15,000円

313,319 65,800 残高 247,519


