
令和３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５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
→書面開催による総会とします。

※3/21締切りました。 44団体中 賛成44（返信18、
未返信26） 反対0 【承認】されたものと致します。
→未返信は賛成とみなす取り決めで実施

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・・・中止
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３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 令和４年度大会について
第３号議案 令和４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】
令和３年度「倉敷ソフトテニス協会」のランキング

倉敷テニス協会のランキング対象大会が
・R2年度は種目実施率 75％ （一般とジュニア）
・R3年度は種目実施率 55％ （一般とジュニア）

↓
コロナ禍で実施率が半分となったため「中止」



【報告事項】
岡山県ソフトテニス連盟総会報告
開催日 令和４年２月２６日 （書面開催）

（１）表彰の紹介

（公財）日本ソフトテニス連盟

優良団体 備前市ソフトテニス連盟

支部功労者 難波 美樹

岡山県ソフトテニス連盟

功労者
小西 啓雄

伊久 誠一

全日本ランキング

表彰なし

（２）ランキング紹介



（３）令和４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 ５／１４～１５ 埼玉県熊谷市

中国地区選手権大会 ５／２１～２２ 岡山県備前市 備前テニスセンター

全日本ミックスダブルス選手権大会 ６／１８〜１９ 福島県会津若松市

西日本シニア選手権大会 ６／２５～２６ 愛知県一宮市

西日本選手権大会 ７／９～１０ 三重県鈴鹿市

全日本小学生選手権大会 ７／２８～３１ 秋田県大館市

全日本実業団選手権大会 ８／５～７ 三重県鈴鹿市・津市

全日本社会人選手権大会 ９／３～４ 群馬県前橋市

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

９／１７～１８ 広島県広島市

日本スポーツマスターズ２０２１ ９／２３～２５ 岩手県北上市

全日本シニア選手権大会 ９／２４～２５ 熊本島熊本市

第７６回国民体育大会 １０／７～１０ 栃木県那須塩原市

全日本選手権大会 １０／２１～２３ 香川県高松市

ねんりんピック２０２２ １１／１２～１４ 神奈川県小田原市南足柄市



【第１号議案】
令和３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 11 884 384 1,454 0 2,722

研修会・講習会 4 0 58 600 0 658

合計 15 884 442 2,054 0 3,380
（R2年実績） (28) (1,058) (426) (1,544) (872) (3,900)

令和２年度繰越金 383,296 (354,252)

令和３年度
収入 2,086,000 (1,943,500)

支出 2,069,960 (1,910,959)

残 高 399,336 (386,793)

単位：人

単位：円

(  )内は前年度実績

【承認】



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） （116） (86) 0 0 （202）

研修会・講習会 0 0 0 0 0 0

合 計 （1） （116） (86) 0 0 （202）

（R２年実績） (2) (207) (73) (0) (0) (280)

令和２年度繰越金 251,719 （218,219）

令和３年度
収入 57,400 （61,600）

支出 30,200 （28,100）

残 高 278,919 （251,719）

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
前期

粒浦
3

57人
後期 6

真備教室 ０ 中止

合 計 １ 9 57人

令和２年度繰越金 33,673

令和３年度
収入 89,100

支出 89,500

残 高 29,583



【第２号議案】

令和４年度大会について

１．春季加盟団体対抗ソフトテニス大会
一般の部の試合方法の変更

【問題点】 加盟団体の「女子部員が減少」
チームが編成できないという声が多数

試合方法の変更（一般の部）

～R3年度まで

（１）３ペアの団体戦
・チーム編成は８名以内
（他クラブから２名以内の応援可）
・一般の部は試合ごとに➀➁➂の
ペアを変更して出場可

（２）編成
①一般男子
②ミックス
➂一般女子

R4年度～

（１）３ペアの団体戦
・チーム編成は８名以内
（他クラブから２名以内の応援可）
・一般の部は男女年齢制限なしで
組合せ出場順も自由

（２）編成
①
② 一般男女年齢制限なしの
➂

【承認】



２．大会種別の変更について
平成３０年度から年齢層分け大会を拡大して
実施してきましたが、２大会を技術クラスに戻す。

【問題点】 ➀年齢層分けは参加しにくい
②参加したいがシニアクラス不成立

大会種別 大会名

技術クラス

春ＡＢＣＤ

水島港

秋ＡＢＣＤ

シングルスダブルス

年齢層分け

近郷

選手権

倉敷市民フェスティバル

冬季大会

団体
春団体戦

秋団体戦

ミックス
春ミックス

秋ミックス

大会種別 大会名

技術クラス
春ＡＢＣＤ

秋ＡＢＣＤ

年齢層分け

近郷

水島港

選手権

倉敷市民フェスティバル

冬季大会

シングルスダブルス

団体
春団体戦

秋団体戦

ミックス
春ミックス

秋ミックス



３．大会参加費の見直し

（１）ゼッケンは正しいものを着用
・H28年度（2016年） ゼッケン導入
・R3年度（2021年） ５年経過で定着
・R4年度（2022年） ゼッケンは正しいものを着用

正しいもの→加盟登録の名前と所属

（２）ジュニア女子選手の男子の部への参加
一般と同じ内容で認める
→資料4-2）KSTAクラス分け・エントリー基準に明記
①ジュニア女子Ⅰ部→ジュニア男子Ⅰ部
②ジュニア女子Ⅱ部→ジュニア男子Ⅱ部

（３）大会申込締切日の変更
プログラム作成でのミス防止
大会前１０日 → １４日（２週間）とする。



【第３号議案】

１．令和４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３年度 令和４年度

大 会

一 般 16 16

7,000

ジュニア
（種目）

8 8

中学校 5 5

高等学校 2 2

研修会・講習会 8 6 1,000

39 37 8,000

単位：人

【承認】



２．令和４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

R3年度繰越 399,336 ―
商品券残を含む
（＋35,500）

補助金 430,000 ―
協会＝260千円
ﾌｪｽ ＝１70千円

事業費 2,250,000 2,588,000 参加料＋商品券残

経費等 ― 125,000 通信費他

3,079,336 2,713,000 残高 366,336



（２）倉敷ソフトテニス連盟

項目 収入 支出 備考

令和3年度繰越 278,919 ―

運営費 60,000 ―
県連からの補助
・2,000×15団体＝30,000円
・200×150人＝30,000円

事業費 ― 30,000
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

338,919 65,000 残高 273,919


