
時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 ○ 山口誠二 ○

江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 関口嘉則 ○ 前原孝雄 ○ 小池善信 ○

理事長 江原正能

1 会長挨拶 会　長 増子相一
2 報告事項 　別紙配布資料の内容報告(大会会計含む)

　桐生市体育協会副会長に増子会長留任(学識経験者)
　桐生市体育協会運営委員に川上副会長就任
　高校関係は桐生工業高校顧問　宮崎拓也先生が窓口
　別紙配布資競技役員として当日運営に参加
　大間々高校が団体登録　次大会より出場
　初心者ナイターテニス教室　参加者33名 委員長 関口嘉則
　　参加者の３分の２がリピーター
　　テニス教室使用ボール不足
　　廃却ボールは、教育委員会（養護学校）に寄贈 理事長 江原正能
　大会用ボール(未使用分)を事業・ｼﾞｭﾆｱに回す 副会長 川上裕基
　協会会計が承認(費用は協会負担のため) 協会会計 山藤知子
　ナイター講習会・ナイター強化練習会 委員長 関口嘉則

　　　分かりやすくする
　ナイター強化練習会　昨年度よりも内容充実 理　事 山口誠二
　　　全てのレッスンに参加すると向上する
　参加費はお釣りのないように納入と要項に記載 理　事 吉田崇宏

　別紙配布資料の内容報告
　　高校生の大会参加者数減少著しい
　　女子はオープン化に向かう可能性あり
　　シングルス選手権大会男子Ｂ級出場者100名割れ
　５月２２日（月）常任理事会
　国体予選　関東ブロック 8/5・6（群馬県開催）
　県協会総会に各協会へ参加要請（食事付）
　【質問】クラブ対抗戦使用球　
　　　　ヨネックス周知してあるか？いつまで使用？
　【回答】クラブ対抗戦使用球　

　桐生市スポーツ功労賞受賞祝賀会について
　　別紙配布資料の内容報告
　　祝賀会開催日　平成29年7月22日(土)　18:30～
　　会場　桐生プリオパレス　　会費 4,000円
　　予算　協会負担金　1人あたり2,000円～2,500円
　　協会負担金軽減のため　以下を実施する
　　　招待状封筒宛名　山藤会計に依頼
　　　返信用ハガキ・式次第・席札　協会作成
　　　招待状は可能な限り手渡し　郵送料削減

3 その他 　○足利テニス協会創立５０周年記念祝賀会　　10月21日
　○本藤咲良プロ　桐生タイムスに週１回特集記事掲載
　○本藤咲良プロの会員へのお披露目事業を検討中(秋頃予定)
　○本藤咲良プロのブログの読者登録要請

進　　行

気温が上昇しているので熱中症に注意

事務局 副会長 川上裕基

登録関係 担　当 今泉好文

平成２９年度　桐生テニス協会　第１回理事会　議事録
開催日 平成２９年５月３０日（火） １９：３０～ 桐生市南公民館

出席状況
（敬称略）

12名出席

前原孝雄
　川上副会長が案内をすることを了承

大会運営委員会 委員長 今泉好文

県協会関係 理　事 神山好弘

事業委員会

事業委員会

　　　委員に揃いのＴシャツを作成 指導者と受講者を

ジュニア委員会
　顧問会議の際、各高校に再度テニス教室案内依頼

副委員長

副会長 川上裕基

平成２９年度　桐生テニス協会　第２回理事会　議事録

その他

理　事 前原孝雄

副会長 川上裕基大会要項にヨネックスマッスルパワーと明記してある
50周年事業時協力に対しての御礼　来年度以降は未定

書　記 小池善信



時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 ○ 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 ○ 山口誠二

江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 ○ 関口嘉則 ○ 前原孝雄 小池善信 ○

理事長 江原正能

1 会長挨拶 会　長 増子相一

2 報告事項 　ジュニア委員会より　講習会に高校生募集要望

　各高校に募集実施

　シングルス選手権大会収益　１２万円増収　

　ナイター講習会８回開催予定　１回雨天中止

　１回３０分遅れスタート

　７月２１日～　ナイター強化練習会開催　全５回

　別紙配布資料の内容報告

　　シングルス選手権大会　無事終了

　国体予選　８／５・６　（４日　選手練習会）

　県秋季大会募集中　

　桐高　毎年４～５名　今回２３名出場

　桐高　市民大会出場予定なし（事前連絡）

　6/23高崎ＴＣにて打ち合わせ(松田氏　川上副会長）

　本藤咲良プロ　お披露目イベント９月以降予定

（案）相生オムニ使用　コート内有料　コート外無料

3 議　　事 ○川上副会長スポーツ功労賞受賞祝賀会準備委員会報告

　　祝賀会当日の役員・理事の役割分担の依頼　集合時間１７時１５分

○祝賀会開催にあたり役員・理事の皆様へのお礼の言葉 副会長 川上裕基

○次年度　役員改選について実行委員会（石川監事を主）の立案

　　若手を中核とした人事　年内の決定を望む　（増子会長は１５年継続）

　　【意見】現状の役員・理事がテニス協会に好ましい状態である 監　事 石川勝二郎

　　【意見】増子会長は、会長職を7期15年　学識経験者として　

　　　　　（財）桐生市体育協会副会長としても活躍　お忙しい事は皆さん

　　　　　　承知しているがテニスコートの改修・整備計画など協会に

　　　　　　とって大事な時期と認識している

○祝賀会準備で忙しい時期　終了後に（若手へ移行も含め）検討 会　長 増子相一

時　間 会　場

開催日 平成２９年７月　６日（木） １９：３０～ 桐生市中央公民館

事業委員会 委員長 関口嘉則

ジュニア委員会
　リピーターに声を掛け誘っている

　高校生募集　　受講人数を増やしたい

出席状況
（敬称略）

12名出席

進　　行

7/22の祝賀会は、皆さんで団結してお祝いをしましょう

事務局 副会長 川上裕基

その他 副会長 川上裕基

書　記 小池善信

会　長 増子相一

大会運営委員会 委員長 今泉好文

県協会関係 支部長 神山好弘

副会長 川上裕基

平成２９年度　桐生テニス協会　第３回理事会　議事録

開催日 平成２９年１０月２５日（木） １９：３０～ 桐生市中央公民館



増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 山口誠二

江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 ○ 関口嘉則 ○ 前原孝雄 小池善信 ○

理事長 江原正能

　㈱野村建設工業　野村社長と今後について話をした
2 報告事項

理事長 江原正能
別紙配布資料の内容報告

　　行っているため担当者が変わったら対応不可

副理事長 丸田行宏

3 議　　事 ○川上副会長スポーツ功労賞受賞祝賀会　開催結果　会計報告 理事長 江原正能
○第３回桐生タイムス杯について
　　初めてのチーム戦　土曜日開催のため参加が少なかった
　　来年度は普通救命講習会を日曜日に開催する
　　　4/22 桐生タイムス,野村建設,協会の共同開催で開催
　　　一般・野村建設社員も参加予定,高校生を集めることに固執しない
　　桐生タイムス杯以外の大会に協賛を依頼する予定は今後もなし

4 その他 桐生市体協副会長として、他協会行事に出席して感じたのは、どの協会も
競技人口減少が課題で年配者とジュニアが多い。シニアが一般大会に出場。
日曜日開催にしている。
２０～３０歳代の参加を促したりジュニアの向上心を伸ばしたい。
また、桐生タイムス杯は　イベントのﾀｰｹﾞｯﾄﾃﾆｽが好評だった。

時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 石川勝二郎

出席状況
（敬称略）

10名出席

進　　行

1 会長挨拶
　第３回桐生タイムス杯…大会運営委員会にねぎらいの言葉

会　長 増子相一

事業委員会

強化練習会参加人数減少 参加費値上げ(700円)

委員長 関口嘉則
　　レッスン内容充実　トータル参加で技術向上
　　今回は１コート７～８名でちょうど良い人数
　　参加者から長期間でやって欲しいと要望あり
本藤咲良プロ参加は好評　決算報告は別紙資料参照

事務局

平成32年 桐生市民体育館をサブグラウンドに建設

副会長 川上裕基

　　　現状の１.２倍の大きさ　アリーナ２つ
　　　ラン二ングコース　トレーニングルーム設置
　　　ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会は大会使用 テニス協会は不使用
　　　工事期間中もテニスコート利用可能
本藤咲良プロ  桐生市長表敬訪問 協会ＨＰ写真掲載

大会会計

別紙資料参照　ミックス大会　高校冬季大会　未実施

副会長 川上裕基

　　大会収益はup タイムス杯寄付なければ赤字
　　高校生は参加者減少　高校大会減らす事も検討
　　先生方の要望に応えてきたが全て準備を副会長が

　　今後は大会削減について検討する事も必要

ジュニア委員会 　協会よりボールをいただきありがとうございました

大会運営委員会
委員長 今泉好文

　ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会・高校冬季大会を残し各大会終了
　タイムス杯で須田顧問に多大な寄付をいただいた
　野村建設は２回ともテントを貸していただきました

登録関係 今年度登録人数744名　32団体　昨年度並み

協会会計
桐生市スポーツ功労賞受賞祝賀会決算書

協会会計 山藤知子
　平成２９年度中間決算書

その他

市民大会　鈴木祥子さん（笠懸）左足アキレス腱断裂
監　事 石川勝二郎

平成30・31年度役員・理事　任期改正について

会　長 増子相一

平成２９年度　桐生テニス協会　第４回理事会　議事録

開催日 平成３０年１月１８日（木） １９：３０～ 桐生市中央公民館

11/5県民大会　桐生市出場選手確認

協会HP　本藤プロのランキングを掲載しては？
理　事 吉田崇宏

本人のブログ　情報が少ない　試合結果のみ　

副会長 川上裕基



川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 ○ 山口誠二 ○

江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 関口嘉則 前原孝雄 小池善信 ○

理事長 江原正能

2 報告事項 第４回　理事会報告事項　別紙資料参照
　（平成２９年１１月～平成３０年１月）
桐生市ミックスダブルス選手権大会　終了
桐生・みどり地区高校冬季大会　終了
桐生市ダブルス選手権大会　２月２５日～開始

理事長 江原正能

大会収益別紙資料参照
　ミックスダブルス大会は大幅な黒字
　大会要項に日程を明記　参加者が増えた
高校生大会は赤字　収益は桐高の出場で変わる
高校冬季大会　１日４面で６０試合　
　1日に７～８試合　来年度はNG　

　　行っているため担当者が変わったら対応不可

　男子　ATC、クロノス　女子　サークルM　出場

都市対抗戦　2/10.11 桐生市,みどり市出場

3 議　　事

○平成30・31年度　役員改選について　

　　次回理事会において審議する
○本藤咲良スペシャルレッスン　２月４日（日）開催　別紙資料参照　
　　桐生テニス協会　野村建設工業　桐生タイムス社　共催イベント
　　川上副会長が総責任者。本日までに２９名参加申込
　　野村建設よりテント（３張）、テーブル、イス、暖房器等を借用
　　スタッフは午前８時集合　前日、野村建設の方が会場に機材搬入
　　桐生タイムス社には事前にイベントを告知してもらう
○社会貢献事業計画　テニスコート周辺の清掃（他の意見も可）

○協会ＨＰ（老朽化）　フェースブック　インスタ　他の方法検討 理　事 今泉好文

○桐生テニス協会への協力者を各団体に募集する　ＨＰ等詳しい方 会　長 増子相一

4 その他

時　間 会　場

増子相一 ○ 山藤知子 ○ 福島大輔 石川勝二郎 ○

川上裕基 ○ 山口景子 神山好弘 ○ 山口誠二 ○

事務局 副会長 川上裕基

大会運営委員会 委員長 今泉好文

出席状況
（敬称略）

９名出席

進　　行

1 会長挨拶 　総会の準備お願いします 会　長 増子相一

ジュニア委員会 冬季期間中も講習会実施しています。

事業委員会

強化練習会参加人数減少 参加費値上げ(700円)

委員長 関口嘉則

　　レッスン内容充実　トータル参加で技術向上

　　今回は１コート７～８名でちょうど良い人数

　　参加者から長期間でやって欲しいと要望あり

本藤咲良プロ参加は好評　決算報告は別紙資料参照

　　今後は大会削減について検討する事も必要

県協会関係

県クラブ対抗戦　

理　事 神山好弘

※本日、出席者が９名（１６名中）のため　報告事項となります

理事長 江原正能

大会会計 副会長 川上裕基

大会会計

別紙資料参照　ミックス大会　高校冬季大会　未実施

副会長 川上裕基

　　大会収益はup タイムス杯寄付なければ赤字
　　高校生は参加者減少　高校大会減らす事も検討
　　先生方の要望に応えてきたが全て準備を副会長が

出席状況
11名出席

副会長 川上裕基

平成２９年度　桐生テニス協会　総会　を平成３０年３月下旬に開催する

平成２９年度　桐生テニス協会　第５回理事会　議事録

開催日 平成３０年３月１２日（月） １９：３０～ 桐生市南公民館



江原正能 ○ 今泉好文 ○ 根岸大輔 吉田崇宏 ○

丸田行宏 ○ 関口嘉則 前原孝雄 小池善信 ○

理事長 江原正能

2 報告事項 1/24　桐生市体育協会専門委員会
2/  4　咲良スペシャルレッスン　決算報告
2/11　第６４回堀マラソン大会　
　競技役員   川上副会長・山藤会計・小池書記

2/21　平成30年度　桐生市体育施設調整会議
　出席者　川上副会長・今泉運営委員長　神山支部長

2/24　桐生市体育協会　役員懇親会・祝賀会
　出席者　増子会長・川上副会長・石川監事・小池書記

　平成29年度スポーツ勲功賞・奨励賞受賞者５名　

普通救命講習会　4月22日（日）開催決定
相生オムニコート人工芝張替工事
　　5/7～7/中旬　工事期間中の大会はクレー使用
　　事業委員会、ジュニア委員会に影響

桐生市ダブルス選手権大会終了
大会運営委員会に竹澤英樹（ぴすたちお）氏加入
桐生市ミックスダブルス選手権大会
　参加資格の変更
第３位決定戦の実施
　次年度シングルス選手権大会より銅メダル授与する

会　計 山藤知子

　　　神山支部長　江原理事長　前原理事出席

桐生市ダブルス選手権大会で選手に怪我あり　保険請求 監　事 石川勝二郎

都市対抗戦　桐生市は２回戦で高崎に敗戦 副理事長 丸田行宏
12/9　相生テニスコート周辺一斉清掃　社会貢献事業
オムニコートの試合進行表　交換費用約50,000円
使用済みテニスボール回収のお願い　学校に寄付 理事長 江原正能
次年度　本藤咲良プロ　協会アドバイザーの確認　 理　事 山口誠二
［回答］次年度も継続していただくことになります 副会長 川上裕基
桐生テニス協会HP　SNS等調査内容の報告 委員長 今泉好文

3 議　　事 ○平成30・31年度　役員改選について　

［退任］　山口景子氏・根岸大輔氏

［留任］　上記以外の理事・役員

4 その他 理事長 江原正能

（敬称略）
11名出席

進　　行

1 会長挨拶 　総会の準備お願いします 会　長 増子相一

大会運営委員会 委員長 今泉好文

ジュニア委員会
１月極寒の中　雨天時も実施

理事長 江原正能
コート改修の案内　4月15日頃発送予定

事務局 副会長 川上裕基

事業委員会
体育協会主催の初心者講習会は中止

理　事 山口誠二
事業委員会主催の強化練習会　日曜日開催を検討中

　総会　３月２９日（木）　役員・理事　午後６時集合　駐車場は奥を使用

その他
副会長 川上裕基

理事長 江原正能

　理事会において決議→承認　総会審議事項へ提出する

会計報告 平成２９年度決算報告　総会資料参照

県協会関係

県春季Ｃ級大会　129団体から申し込み　

支部長 神山好弘3/21　総会　於サンピア高崎
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