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次 第
１．会長挨拶
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）表彰とランキング紹介
（２）来年度のスケジュール
（３）県連主催大会参加費改訂

【議決事項】
第１号議案 平成２９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 平成３０年度大会内容変更等
第３号議案 更なるＩＴ化
第４号議案 平成３０年度事業計画・予算（案）

倉敷ソフトテニス協会
【その他】 （１）役員交代

（２）大会申込書・加盟届の提出時のお願い



【倉敷ランキング表彰】
平成２９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

２．参加率ランキング

順位 氏名 所属 性別 獲得ポイント

１ 後藤 道香 総社クラブ 女 ６９．５

２ 河田真希 総社クラブ 女 ６４．５

３ 谷田 明照 総社クラブ 男 ５７

４ 松本厚子 粒江クラブ 女 ５３．５

５ 渡辺亮二 倉敷白友会 男 ５１

順位 氏名 所属 性別 参加回数

１ 山崎 公平 茶屋町クラブ 男 １０

１ 片岡 幸子 真備クラブ 女 １０

１ 片山 真弘 しらかべクラブ 男 １０

※本年度は表彰対象を１～３位に拡大



３．団体ポイントランキング

４．表彰
（１）ポイント基準

①対象大会は「KSTA」主催の１０試合 （2試合が中止）
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１５日の春季ミックス大会の開会式にて行う

順位 加盟団体名 人数 獲得ポイント

１ 総社クラブ １３２人 ５６９．５

２ 鬼の城ソフトテニスクラブ １３６人 ３６８．５

３ プロシードテニスクラブ ７２人 ２５９

４ 粒江ソフトテニスクラブ ５７人 ２４２

５ ＪＸＴＧエネルギー ３８人 ２２７



【報告事項】
岡山県ソフトテニス連盟総会報告
開催日 平成３０年２月２４日

（１）表彰の紹介

（公財）日本ソフトテニス連盟

優良団体 清音ソフトテニスクラブ

支部功労者
岸根 吉男

西山 学

岡山県ソフトテニス連盟

功労者 川西 隆 倉敷市立万寿東小学校

全日本ランキング

シニア女子65才 ２位 竹下 美智子 プロシードテニスクラブ

（２）ランキング紹介



岡山県ランキング 一般男子

第１位 石井 佑一 ＪＸＴＧエネルギー水島 今田 瑞基 菅公学生服

第２位 中原 雄一 ＪＸＴＧエネルギー水島 村上 裕昭 津山峰南クラブ

第３位 今田 瑞基 菅公学生服 日笠 真聡 岡山大学

第４位 櫻井 嘉記 クラレ岡山 森本 遼太 クラレ岡山

第４位 大饗 健太郎 ＮＴＮ岡山 楠田 将史 ＮＴＮ岡山

第６位 大饗 健太郎 ＮＴＮ岡山 森本 遼太 クラレ岡山

第６位 難波 洋行 ＪＸＴＧエネルギー水島 藤田 健輔 吉備国際大学

第８位 中島 啓輔 関西外国語大学 小川 友貴 福山平成大学

第９位 小谷 嘉彦 天理大学 川合 佑人 山口大学

第１０位 村木 虎太郎 三井造船玉野 谷田 明照 総社クラブ



岡山県ランキング シニア男子５５才

第１位 川上 雄司 玉島クラブ 小野 尚彦 しらかべクラブ

第２位 渡辺 亮二 倉敷白友会 橋本 昌明 総社クラブ

第３位 山中 政人 しらかべクラブ 茅原 秀志 ＪＲ西日本岡山

第４位 松本 優 高梁協会 片山 栄二郎 粒江クラブ

第５位 大嶋 欣也 しらかべクラブ 宮地 郁夫 しらかべクラブ

第６位 高橋 正 ソフト平井 小松原 雅記 しらかべクラブ

岡山県ランキング 成年男子
第１位 森本 進 クラレ岡山 奥山 浩史 ＪＸＴＧエネルギー水島

第２位 岡本 圭司 燦燦クラブ 中野 亮 永謳クラブ

第３位 秋山 浩二 きしもとクラブ 和気 政志 ダンディズム

第４位 中村 知敬 ＪＸＴＧエネルギー水島 佐藤 敬治 玉島クラブ

第５位 小竹 一成 クラレ岡山 和気 政志 ダンディズム

第６位 西崎 康晴 ダンディズム 小野 貴行 ダンディズム

岡山県ランキング 男子シングルス

第１位 石井 佑一 ＪＸＴＧエネルギー水島

第２位 今田 瑞基 菅公学生服

第３位 中島 淳一 ＪＸＴＧエネルギー水島

第３位 西森 和希 ＪＸＴＧエネルギー水島

第５位 中原 雄一 ＪＸＴＧエネルギー水島

第５位 藤澤 健史 ＪＸＴＧエネルギー水島

第７位 和田 悟 ＪＸＴＧエネルギー水島



（３）来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

シニア４５男女→全日本社会人へ 平成３０年９月８～９日で実施

全日本混合ダブルス選手権大会 平成３１年度開始

日連の個人戦組合せ事前公開 全日本選手権、全日本社会人、全日本シングルス

中国地区選手権大会 ５／１２～１３ 岡山県備前テニスコート ８０歳新設

西日本シニア選手権大会 ６／２３～２４ 宮崎県

西日本選手権大会 ７／２１～２２ 大分県

全日本実業団選手権大会 ８／３～５ 鹿児島県

全日本社会人選手権大会 ９／８～９ 静岡県

ねんりんピック２０１７ １１／３～６ 富山県

全日本シニア選手権大会 ９／２１～２３ 佐賀県

第７３回国民体育大会 １０／５～８ 福井県

全日本選手権大会 １０／１９～２１ 熊本県

全日本シングルス ５／１９～２０ 青森県



【第１号議案】
平成２９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
（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 26 1,804 122 2,105 956 5,153

研修会・講習会 9 270 620 1,874 0 2,634

合計 35 2,074 742 3,979 956 7,787
（H28年実績） (30) (2,153) (390) (4,825) (1,038) (8,433)

平成２８年度繰越金 131,196 (420,289)

平成２９年度
収入 2,143,307 (2,268,173)

支出 2,047,358 (2,557,271)

残 高 227,145 (131,196)

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 0 0 0 0 0 0

研修会・講習会 0 0 0 0 0 0

合 計 0 0 0 0 0 0

（H28年実績） (2) (318) (0) (0) (0) (318)

平成２８年度繰越金 213,619 （205,803）

平成２９年度
収入 52,600 （48,816）

支出 73,600 （41,000）

残 高 192,619 （213,619）

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 ２
春季H29/4/8～

粒浦
8

112人
秋季H29/9/9～ 8

真備教室 １ H29/4/22～ 真備 10.5 69人

合 計 ３ 27.5 181人

平成２８年度繰越金 24,196

平成２９年度
収入 248,158

支出 251,109

残 高 21,245



【第２号議案】

平成30年度大会内容変更

１．大会種別の変更について
年齢層分け大会の拡大
【問題点】 技術クラスの管理ができない

大会種別 大会名

技術クラス

春ＡＢＣＤ

近郷

港祭り

倉敷市民フェスティバル

秋ＡＢＣＤ

シングルスダブルス

年齢層分け

春ミックス

春団体戦

選手権

秋団体戦

秋ミックス

冬季大会

大会種別 大会名

技術クラス
春ＡＢＣＤ

近郷秋ＡＢＣＤ

年齢層分け

春ミックス

春団体戦

近郷

港祭り

選手権

倉敷市民フェスティバル

秋団体戦

秋ミックス

シングルスダブルス

冬季大会

承認

※参加者が減るのではと言う
意見有・・・様子を見る



２．年齢層分けの変更
年齢層分け大会の拡大に伴い層分けを変更
【問題点】 １０歳間隔は参加しにくい

男 女

Ａ 〇 〇

Ｂ 〇 〇

Ｃ 〇 〇

Ｄ１ 〇

Ｄ２ 〇

Ｄ３ 〇

技術クラス分け
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

シニア75 〇 〇

年齢層分け

①一般 → 一般Ａ と 一般Ｂ
②シニア男子にシニア５０と６０と７５を追加

意見があっ
て追加



３．ミックス年齢枠の変更

【問題点】 ミックス７０は参加者少ない
→４０歳代の選手が少ない

種別 年齢

ミックス８０ 男４０＋女フリー

ミックス１００ 男５０＋女フリー

ミックス１２０ 男６０＋女フリー

ミックス１３０ 男６５＋女フリー

ミックス１４０ 男７０＋女フリー

種別 年齢

ミックス７０ 男３５＋女フリー

ミックス１００ 男５０＋女フリー

ミックス１１０ 男５５＋女フリー

ミックス１２０ 男６０＋女フリー

ミックス１３０ 男６５＋女フリー

ミックス１４０ 男７０＋女フリー

現状 変更後

①ミックス８０ → ミックス７０とし男３５歳以上とする
②ミックス１１０を追加

→男５０歳以上を5歳間隔とする



【第３号議案】

更なるＩＴ化
現在「KSTA」のホームページリニューアル中
→自分たちの手作りで構築中

リニューアルに合わせて以下を計画中

外部データサーバ等を利用費が発生する
現在 ①ホームページレンタルサーバ

②共有ストレージ ・・・ 21,000円/年
③データ通信費

今後 ④データサーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36,000円/年

ＩＴ化内容 内容 稼働予定

１ 登録システム
倉敷市体協と県連の登録とは別。
KSTAへの個人登録システム

H31年度

２ 大会エントリシステム
大会毎のエントリーの仕組み
チームと個人の登録データで実施

H30年度中
現在と併用

３ 結果集計システム エントリのデータで結果を管理 H30年度中

57,000円/年

承認



【第４号議案】

平成３０年度事業計画（案）

１．倉敷ソフトテニス協会

事業内容
事業数

参加人数
平成29年度 平成30年度

大 会

一 般 17 17

6,500中学校 4 4

高等学校 2 2

研修会・講習会 11 11 1,500

34 34 8,000

単位：人

＊前年度と同じ事業計画を行った。

承認



平成３０年度事業収支予算（案）
倉敷ソフトテニス協会
（１）倉敷市体育協会ソフトテニス部

項目 収入 支出 備考

Ｈ29年度繰越 227,145 ―

補助金 512,500 ―
体協＝282.5千円
港祭＝110千円
ﾌｪｽ ＝１20千円

事業費 1,655,000 2,025,000 参加料

経費等 ― 127,500 通信費他

2,394,645 2,152,500 残高 242,145



（２）倉敷ソフトテニス連盟

項目 収入 支出 備考

Ｈ29年度繰越 192,619 ―

運営費 56,800 ―
県連からの補助
・2,000×13団体＝26,000円
・200×154人＝30,800円

事業費 ― 30,000
体協加盟費補助
・1,000円/団体+100円×登
録人数

経費等 ― 55,000
事務+会議費＝40,000円
大会協賛＝15,000円

249,419 85,000 残高 164,419



（３）参加費についての意見交換
KSTAが主管する１２大会について

①参加費の比較

事業者 参加費（H30年度）

全日本 4,000円/ペア

西日本 4,000円/ペア

中国 4,000円/ペア

岡山県 2,000→3,000円/ペア 5,000→8,000円/団体

倉敷（KSTA） 2,000円/ペア 5,000円/団体

※県は繰越金が約100万円減ったので参加費を上げる判断をした。

②倉敷の収支実績の推移

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

支出計 1,717 1,572 1,482 2,426 1,820 1,910

繰越金 673 499 434 420 131 227 242

673 499 434 420 
131 227 242 

1,717 
1,572 1,482 

2,426 
1,820 1,910 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

支
出
計
（千

円
/年
）

繰越金 支出計

2,215.5
2,005.9 1,902.4

2,557.3

2,047.4 2,152.5

中止なし
フェス体験会追加
ゼッケン配布
PC購入
ボール消費増

賞品増
ボール増
ＩＴ費増

H30年度は2,000円/ペアで行く
↓

実績を見てH31年度は追加あり？
→追加も＋250円/人でもＯＫ



③繰越金 （新年度開始直後の運転資金）

事業 2月 3月 4月 5月 6月 7月 備考

繰越金 ●

中学生研修 ● 収入なし

春ミックス 〇

春ＡＢＣＤ 〇

春団体戦 〇

近郷 〇

ボール購入 ● 〇 20ダース

賞品購入等 ● 〇 〇 〇

体協補助費 ●

8万円

8万円

12万円
28万円

体育協会からの補助金が7月中に振込まれる

3月～7月の大会運営費＝約３０万円が必要な繰越金



【その他】

（１）役員変更
倉敷ソフトテニス協会 規約第9条-2
役員に欠員が生じた場合はこれに代わる役員を推薦できる。
補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。

（２）大会申込書・加盟届（控え）をメールで提出するときのお願い

前任者 後任者

瀬崎 貴文 クラレ倉敷 吉岡 雅敏 クラレ倉敷

意見要望
・６０歳以上は試合当日は1日中を予定して来ている。
→沢山試合ができるような組合せをお願いしたい。・・・・できるだけ実施します。


