
０５．５．３１ 理事長 井村孝一 

ＴＴＡ レポート (NO1) 

 

 今回から､ＴＴＡのホームページに､ＴＴＡは勿論ですが､栃木県体育協会､ＫＴＡ(関東テニス協会)､ＪＴＡ(日本

テニス協会)の動きにつき､幾らかでも皆様の参考になるようレポートを掲載したいと思います｡ 

 

1､ ＴＴＡ(栃木県テニス協会) 

1､1 5/29(日)委員長会議 

  (1)05年ＴＴＡ名簿の見直しと､連絡網の整備     (2)国体２次予選大会に向けての対応 

   (3)個人登録料納入促進――-第一次4/30締切    (4)2006年度ミニ国体組織表 

   (5)県総合運動公園コート改修要望書と今後の進め方      

(6)ｽﾎﾟﾚｸ<10/1～4 岩手県>/ﾈﾝﾘﾝ<11/12～15 福岡県>/ﾏｽﾀｰｽﾞ<9/23～26 富山県>の大会比較  

(7)全日本の県予選のあり方―――全日本に出場する選手は、この大会のみの参加は認めない。 

国体予選や選抜大会等に出場することを条件とする。 
1､2 大会に大いに参加を！ 

県大会及び各地区大会での､一般及びベテランの部に､多くの参加者の出場をお願いすると 
共に､自己実現と相互実現の場として切磋琢磨していただきたいと思います｡ 

 

2､ 栃木県体育協会 

 2､1 05 年度第 1 回評議員会  5/24(火)13:30～14:30 (井村)出席 

  (1)04 年度事業報告と収支決算報告｡  (2)｢(財)栃木県体育協会寄付行為｣の改正――-権限･責任の 

明確化｡迅速な業務遂行の為    (3)加盟団体負担金と､賛助会(団体､個人)の促進 

  (4)｢ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究報告 2005 第 24 報｣｢０５年度 栃木県の選手強化｣ 

 2､2 05 年度 第 1 回国体 監督･ｺｰﾁ研修会 7/1(金)14:00～16:30 ﾎﾃﾙ東日本宇都宮  4 名参加(5/27 締切) 

 

3､ ＫＴＡ(関東テニス協会) 

 3､1 4/27(水)05 年度第 1 回常務理事会 <前(高橋)理事長出席>｡5/20(金)05 年度総会及び理事会<(井村)(久保田)(青柳)出席> 

(1)第 20 回関東実業団対抗ﾃﾆｽﾘｰｸﾞ戦 9/2(金)～4(日) 群馬県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ ﾁｰﾑ数--男子(16)､女子(12) 

  (2)第 29 回全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会<のじぎく兵庫国体ﾘﾊｰｻﾙ大会> 7/21(木)～24(日)   

関東予選 5/14(土) 本県の｢宇都宮市｣は昨年ﾍﾞｽﾄ 8 でｽﾄﾚｰﾄｲﾝ 

  (3)05 年度(財)日本ﾃﾆｽ協会 公認指導員検定講習会 9/25(日)～27（火）←8/15(月)締切 

  (4)04 年と 05 年の事業報告と予定､決算と予算比較｡ 明石康 氏が新会長就任｡個人情報保護法への対応 

 

 3､2 主な他県の大会 

NO 大  会  名 会   場 期   日 申込締切 

1 

 

第 79 回九州ﾃﾆｽ選手権 

大会 (一般･ﾍﾞﾃﾗﾝ) 

博多の森ﾃﾆｽ競技場 

(福岡市) 

7/23(土)～31(日) 6/9(木) 

2 05 年度 四国ﾃﾆｽ選手権 

(一般･ﾍﾞﾃﾗﾝ) 

高知県営春野ﾃﾆｽ場 

 

8/3(水)～7(日) 6/27(月) 



3 第 58 回北海道ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手

権大会 

道立 野幌ﾃﾆｽｺｰﾄ(江別市)   8/8(火)～14(日) 7/1(金) 

4 05 年度第 81 回関西ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ

選手権大会 (ﾍﾞﾃﾗﾝ) 

甲子園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ他 2 会場 8/22(月)～29(月) 7/6(水) 

5 05 年第 59 回中国ﾃﾆｽ選手権大

会 (一般･ﾍﾞﾃﾗﾝ) 

山口県維新百年記念公園 

ﾃﾆｽ場 (山口市) 

8/16(火)～8/21(日) 

 

7/16(土) 

6 05 年第 20 回東北ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選

手権大会 

山形県総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8/15(月)～21(日) 7/18(月) 

 

4､ＪＴＡ(日本テニス協会) 

 4､1 5/23(月)15:00～ 05 年度第 1 回評議員会議 於:岸記念体育会館   (井村)出席 

  (1)04 年度事業報告､決算報告｡05 年度予算と第一次補正予算(05/3 以降確定分) 

  (2)冠スポンサ  ベテラン大会―― ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟから､テイジン   全日本選手権――NTT ﾄﾞｺﾓから､ニッケに変

更 

  (3)功労賞  各県協会推薦､関東ﾃﾆｽ協会等地区協会から JTA に推薦―――5 年以上､５５才以上 

          ０４年度は功労賞 １８名 

  (4)ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ (小浦武志)GM――-7/9～10 ﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ 2005 ﾌﾟﾚｲｵﾌ 日本対ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 

                         7/15～17 ﾃﾞ杯 2005 日本対タイ 

  (5)強化企画本部長(坂井利郎)常務理事  ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ 赤羽にｲﾝﾄﾞｱ 4 面(07 年末) 

  (6)ﾍﾞﾃﾗﾝ本部長(本井満)  改革は緒についたばかり､経費削減するも費用もかかる､一方強化に投資要｡ 

      テイジンが冠ｽﾎﾟﾝｻとなり､ｼﾞｭﾆｱのﾜｯﾍﾟﾝや､ﾏﾅｰｷｯｽﾞにも活用｡ 

 

 

以上 



０５．６．３０ 理事長 井村孝一 

ＴＴＡ レポート (NO２) 

 今回で二回目で､継続することに意義有り｡から､各方面の動きにつき､幾らかでも皆様の参考になるようレポー

トを掲載したいと思います｡ 

 

1､ ＴＴＡ(栃木県テニス協会)の動き 

1､1 6/13(月)14:30～ (福田)県知事に｢西川田のテニスコートの改修要望書｣の提出 

  (1)県側は､(福田)知事､県土木部都市施設課(黒須)課長他同席｡    

 (2)ＴＴＡ側は､(増渕)会長､(井村)理事長､(久保田)(青柳)両副理事長､(鈴木)ジュニア委員長が出席｡ 

(3)栃木県テニス協会と､栃木県ソフトテニス連盟の連名で提出し､今後の関東大会や､安全上の問題を具

体的に説明した｡ 

1､2 6/29(水)14:00～16:30 ｢０５年県民総スポーツ推進会議総会｣に(井村)出席(県自治会館)｡ 

終了後､17:00～｢第６１回国体関東ﾌﾞﾛｯｸ大会<06.8.18(金)～20(日)>経費等ﾋﾔﾘﾝｸﾞ｣が､ｽﾎﾟｰﾂ会館にて､

県体協と､(井村)(権守)が出席し､打合せ及び要望を行った｡ 

 1､3 第８０回 全日本テニス選手権大会 栃木県予選会が､6/18(土)～25(土)､空梅雨(地域によっては深刻
な問題)の猛暑の中行われた｡6/25(土)の清原での準決勝､決勝は､正に炎天下の戦いで､特に準決勝

の落合聡は､年令をものともせず､森本昌泰とファイナルの接戦でした｡優勝は、男子山口選手、女子吉

田選手と将来有望選手の優勝となりました｡栃木県としても､若手の台頭を期待しています｡ 
    運営委員､審判及び応援の方々､本当にご苦労様でした｡ 

 1､4 04.7.23 (財)日本テニス協会ベテラン委員会(委員長 佐藤国三郎)発の､｢新ベテランＪＯＰ配点表の実施

について｣に基づき､その流れと､県内への徹底のため､関係先と調整中｡ 

 

2､ ＫＴＡ(関東テニス協会) 

 2､1 7/5(火)14:00～17:00 H17 年度第 3 回常務理事会  (井村)出席 

(1)関東各都県のテニス協会の現況と抱負 

  (2) 関東オープンテニス選手権について 

  (3)(財)日本テニス協会報告 等 

 2､2 主な他県の大会 

NO 大  会  名 会   場 期   日 申込締切 

1 

 

H17 年 第 59 回中国ﾃﾆｽ選手権 

大会 (一般･ﾍﾞﾃﾗﾝ) 

維新百年記念公園ﾃﾆｽ場 

芝入り人工芝 16 面(山口市) 

8/16(火)～21(日) 7/16(土) 

 2､3 05.7.28(木)13:00～15:00 ｢第 60 回国体関東地区大会ﾄﾞﾛｰ会議｣で､選手確認及び組合せがあります｡ 

    -----(井村)出席 

3､ JTA(日本テニス協会) 

２０05 年９月２３日(金)は､｢テニスの日｣＝Tｅｎｎｉｓ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 

ポスター――-２０枚 ＴＴＡに配布｡ 

チラシ ――-１，０００枚 TTA に配布     TTA として実施内容の検討と､大いに活用を！ 

    

以上 



　　　０５．８．１　理事長　井村孝一

　　ＴＴＡ　レポート　(NO３)

　今回で三回目です｡各方面の動きにつき､幾らかでも皆様の参考になるようレポートを掲載したいと思います｡

　1､1　ベテラン委員会のメンバ　　委員長（兼井村孝一)､副委員長(猪瀬　久男)と共に､新しく副委員長(寺崎　達也)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に入っていただきました｡宜しくお願い致します｡

　1､2　第18回全国ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ大会（略ｽﾎﾟﾚｸ)　　　05.10.1(土)～4(火)　岩手県
30才以上ﾐｯｸｽ磯貝正樹･磯貝美恵子  富士通那須･GTCC 40才以上ﾐｯｸｽ  中田一豊･大島文子  サンテニス･小山マスターズ

50才以上ﾐｯｸｽ  川又俊郎･印牧文子  宇都宮セント･宇都宮アカデ 　監督は､磯貝正樹　氏です｡

　1､3　第18回全国健康福祉祭　ねんりんピックふくおか２００５大会(略ねんりん)　05.11.12(土）～15(火)　福岡県
監督 　沢畑　秀
70歳以上 関根　烝治 60歳以上 篠田　信征 60歳以上 小林　ヒサ

森　勝敏 小田切　勝雄 大森　逸子

　1､4　日本スポーツマスターズ２００５(略ﾏｽﾀｰｽﾞ)　　　05.9.23(金)～26(月)　富山県
35才男子S 落合　聡 (兼　監督) サトウGTC 40才女子S 松本恭子 CP

45才男子D  田村貞明･高際富士夫  タムラTC･タムラTC 40才女子D  内藤千都子･佐藤千恵子  テラＴＣ･エンデバーTC

　1､5　本年県大会予選の反省点
　　1)多くの参加者による大会の盛り上げを　　　　2)参加申込期限の厳守｡必要な方はメイルで返信確認を

2､　ベテラン部門活性化推進会議(JTA主催｡7/27(水)15:00～　KTA会議室)
　(1)テイジンベテランJOPシステム　　　０５／７～　　　　http://jta-veteran.jp/　参照下さい
　(2)2005年版｢コートの友｣P.230参照　　　A～D大会 ４種目

Ｅ大会 １種目
マスターズ １種目
０６年～ＦＧＨ大会 １種目 F(男女計5種目以上)､G(4種目)､H(3種目)

　最大で高得点から７種目JOP登録可能となった
　(3)公認ﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会(FGH)として承認を得ようとする主催者は､所定の公認申請書に必要事項を記載し､加盟団体を
　　　経て､栃木県テニス協会の承認を受け､関東テニス協会を経由し､日本テニス協会に申請する｡公認料は､一大会
　　　につき１０，０００円を日本テニス協会納付する｡公認後､栃木県テニス協会に３，０００円還付する｡
　　　毎年１０／末までに､他のＪＯＰ大会含め､日本テニス協会に申請する｡

3､　第６０回国民体育大会　関東地区大会　　
　(1)０５．８．２７(土)～２８(日)　有明テニスの森公園(屋外１２面ハードコート)
　　　　成年男子/女子　　６／８　本大会出場　　　　少年女子は７／８本大会出場(少年男子と同様､来年からはｽﾄﾚｰﾄｲﾝ)
　(2)　栃木県代表選手は､下記のメンバで､炎天下の大会ですが､｢東男と栃乙女｣で､持ち前の実力を遺憾無く発揮
　　　　してくるよう､皆さんのバックアップをお願いします｡岡山県での本大会出場を祈念しています｡
成年男子 　中野　純平 　狩谷　大樹 　青木　亮
成年女子 　尾形　優希 　柴原　愛美 　河上　初美
少年女子 　吉田　麻美 　横田　沙織

　(3)試合は､８ｹﾞｰﾑｽﾏｯﾁ､ｾﾐｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式で行われます｡

4､　主な他県での大会　
NO 　大会名 会場 期日 申込締切

1 第67回テイジンベテラン 東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ　　室内外共 予選　10/8(土)～11(火) 9/12(月)

　テニス選手権 　砂入り人工芝20面　(室内4面)　 　　　　　　年令別に

　(ｸﾞﾚｰﾄﾞA大会) 　名古屋市 本戦　10/8(土)～16(日)

2 第5回大阪ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝ ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ･北村(砂入り人工芝) 11/14(月)～18(金)､21(月) 9/13(火)

　ﾃﾆｽ選手権ｷﾞﾝﾅﾝｶｯﾌﾟ 　大阪市大正区 　

　(ｸﾞﾚｰﾄﾞE1大会)

3 ﾖﾈｯｸｽｼﾆｱﾃﾆｽ･ 小畑川中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 11/24(木)～27(日) 10/31（金)

　ｲﾝ京都2005 　(砂入り人工芝)　京都市西京区

　(ｸﾞﾚｰﾄﾞE1大会)

以上

1､　ベテランの三つの全国大会の参加手続完了　　　大会出場に当り､自家用車利用の方は安全運転の徹底を｡



０５．９．１　理事長　井村孝一

　　ＴＴＡ　レポート　(NO４)

　今回で四回目です｡各方面の動きにつき､幾らかでも皆様の参考になるようレポートを掲載したいと思います｡

　(1)０５．８．２７(土)～２８(日)　有明テニスの森公園(屋外１２面ハードコート)
　　　　成年男子/女子　　６／８　本大会出場　　　　少年女子は７／８本大会出場(少年男子と同様､来年からはｽﾄﾚｰﾄｲﾝ)

　(2)　栃木県代表選手は､下記のメンバで出場｡
　成　年　男　子 　中野　純平 　狩谷　大樹 　青木　亮

　成　年　女　子 　尾形　優希 　柴原　愛美 　河上　初美

　少　年　女　子 　吉田　麻美 　横田　沙織

　(3)結果　　　
栃木 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 茨城 山梨

成年男子 ◎ ○ ○ ○ ○ ○
成年女子 ○ ○ ○ ○ ○ ○
少年女子 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　(4)試合経過
　　　1)　少年女子　　一次予選で東京に接戦で負け､二次予選で､群馬県に２－０で勝ち､幸先良く決定
　　　2)　成年男子　
　　　　①一次予選　　　東京に敗退｡二次予選リーグに出場
　　　　②二次予選

千葉 栃木 茨城 群馬 勝敗 得失ﾎﾟｲﾝﾄ差 得失ｹﾞｰﾑ差 最終順位

千葉 1-2 1-2 ０-3 ０-3 4
栃木 2-1 2-1 1-2 2-1 1 +11 2
茨城 2-1 1-2 2-1 2-1 1 -4 3
群馬 3-0 2-1 1-2 2-1 3 1

　　　　　このように得失ゲームまで｡もつれたのは初めてのこと｡
　　 3)　成年女子　一次予選で埼玉県に敗退｡二次予選は､栃木､茨城､群馬､山梨で争い､茨城と群馬が進出｡栃木は７位｡

　(5)　(井村)感想
　　1)栃木県の代表として､正に炎天下の大会だったが､遺憾なく力発揮した｡
　　2)特に成年男子は､最終の茨城県戦で､ｼﾝｸﾞﾙｽ(青木)８－０､ダブルス(狩谷)(青木)８－２で､勝利し
　　　大逆転となった｡岡山の本大会に少年男子含め､３チームが出場する快挙！

2､　８／２１(日)１５：００～　理事会開催⇒終了後､｢国体関東ﾌﾞﾛｯｸ予選の壮行会｣を実施
　(1)昨年までは､年1回だったが､ホームページの充実による情報共有と共に､理事会を３回/年とし､
　　　相互理解と情報共有に努めることとした｡
　(2)　①9/25(日)県民スポーツ大会(栃木市運動公園)　　②個人登録と､登録料の納入促進
　　　　③ＪＴＡ｢テニスの日(9/23)｣へのイベント参加　　　　④各委員会からの報告

3､　私からの一言
　(1)　人生中で､各人夫々にとり､｢ハッと感動する一言｣｢ジーンと心に響く一冊｣があると思う｡
　　　　テレビ､ラジオ､新聞､本等から､自己の栄養となるものを､自分のものにして欲しい｡
　(2)　メモの３原則　　①メモは忘れるために取る　　　②メモは後で見易いように取る
　　　　　　　　　　　　　　③メモは､後で纏め易いように取る
　　　　　ハッと感動したことがあれば､すぐにメモに取っておけば､後で大いに役立つことがある｡
　(3)　｢もう一言を言う癖をつける｣---テニスだと｢もう一球返しておけば､次に繋がったのに｣となる｡

以上

1､　第６０回国民体育大会　関東地区大会　　｢成年男子と少年男子･女子が､本大会出場！｣



 ０５．１０．３ 理事長 井村孝一 
 

ＴＴＡ レポート (NO５) 

 
 

1､ＴＴＡの動き 

1､1 9/17(土)10:00～15:00 ０５年度栃木県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ総合開会式に(井村)出席 :県総合教育ｾﾝﾀ- 

(1) 福田県知事他出席｡県民総ｽﾎﾟｰﾂ推進優良事業表彰 

(2) 記念講演｢ﾈﾊﾞｰｷﾞﾌﾞｱｯﾌﾟ～二兎追う者だけが二兎を得る｣ 太田章 氏(早稲田大学ｽﾎﾟｰﾂ科学部助教授) 

① 31 才 198 年ﾛｽ五輪 90kg で銀､42 才ﾏｽﾀｰｽﾞで金(頂点に初めて立つ)｡ 

②  人生は有限､Ｋｅｅｐ Ｂｕｓｙ 日々時間を大切に｡栄養＋睡眠＋ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ｡３Ｒ(ﾘﾋﾟﾃｰｼｮﾝ<繰り返し>ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ<負荷>

ﾚｽﾄ<適度に休む>｡三無(むだ､むら､むり)を心掛ける｡    『ハットと感動する一言』を自己のものに､その積み重ね 

(3) 生涯ｽﾎﾟｰﾂｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ---４名の代表､各地域活動の活性化と事例発表 

(4) 9/25(日)県民ｽﾎﾟｰﾂ大会(栃木市運動公園)は､苦慮したが､中止とした｡ 

1) 県からは、当日朝 5:15 に TEL があり、「5:45 に栃木放送で、実施の有無を放送するので決めて下さい」 

2) 私の判断は、「外を見て AM3 時(雨ザーザー)、4 時(小降りに)、5 時(小降りだが、真っ黒な雲、風も強めに)の現認と

共に、テレビでの予報の雨は弱いが、台風で、安全上の問題と、関東に近づきつつあり、中止としました」。 

3) 反省点は、栃木放送に、「台風は近づきつつあるが、8:30 にコートに集合後、最終判断します」にした方が良かった

かと思う。ただ、風も強くなりつつあり、もしやっていたら安全上の問題が生じたかも知れない。 

1､3 第 60 回国民体育大会 関東地区大会結果   06 年第 61 回は栃木県が担当 

  栃木 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 茨城 山梨 

成年男子 ◎ ○ ○   ○ ○   ○ 

成年女子   ○ ○ ○ ○ ○ ○   

少年女子 ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

1)栃木､群馬､茨城が 2 勝 1 敗､得失ﾎﾟｲﾝﾄ差で群馬 5 位､最終の得失ｹﾞｰﾑ差で栃木県が６位､試合は感動  

⇒第 60 回『晴れの国』おかやま国民体育大会 10/23(日)～26(水) 

高橋総監督  阿久津総助監督    成年男子 中野選手 狩谷選手 青木選手  

少年男子 毛塚監督 平沼選手 北村選手       少年少女 山岸監督 吉田選手 横田選手 

1､4 ベテランＪＯＰ対象大会(ｸﾞﾚｰﾄﾞ F・G・H)公認申請の件  (9/21 に発信) 

A～D大会 ４種目
Ｅ大会 １種目 E(男女計6種目以上)
マスターズ １種目
05.11.1～ＦＧＨ大会 １種目 F(男女計5種目以上)､G(4種目)､H(3種目)

　最大で高得点から７種目JOP登録可能となった  

　ﾍﾞﾃﾗﾝJOP対象大会 　'０５年度 　'０6年度 　'０7年度
　　のグレード (05.4.1～06.3.31) (06.4.1～07.3.31) (07.4.1～08.3.31)

E 栃木県選手権は 04.10.20迄に､JTA 05.10.20迄に､JTA
　E2 に申請し､認可 に申請し､認可 06.10.20迄に､JTA

FGH 県内の各種大会 大会３.5ｹ月前迄に､各地区協会(又は民間ｸﾗﾌﾞ)経由TTAに申請し､認可
の承認後､JTAに申請し､認可  

(1)当面来年６月迄のＦＧＨ対象予定大会の申請を行って下さい｡ 

(2)今回は､最初につき､添付の｢ﾍﾞﾃﾗﾝ大会承認申請書｣を､ＴＴＡの理事長宛てに１０／２０迄に提出下さい｡ 



2､ 他の大会の主な結果   栃木県大会の５才ﾋﾟｯﾁの活性化｡他県/全国大の武者修行を！ 

NO     大  会  名  と  成  績 

1 ﾖﾈｯｸｽ杯 第 1 回東日本ベテラン選手権 (5/9～12 仙台市泉総合運動場) 男子は 75 才以上のＳ､Ｄまで実施 

 1)男子 60 才以上Ｓ 決勝 佐藤久和(6-2 6-3)猪瀬久男  2)男子 60 以上Ｄ 優勝 佐藤久和･川緑組  

 3)男子 65 才以上Ｓ 準優勝 小野寺重雄  4) 男子 65 才以上Ｄ 準優勝 篠田･小田切組 

 5)女子 60 才以上Ｓ 準優勝 本田美智子 

2 第 79 回関東オ－プン選手権(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) (5/30～6/4 千葉県白子ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

1)男子 60 才以上Ｓ ２Ｒで､(猪瀬)(佐藤)敗退｡男子 65 才以上Ｓ 1R(小野寺)敗退 

2)男子 60 才以上Ｄ ﾌｧｲﾅﾙｾｯﾄで優勝 佐藤久和･川緑組  3)女子 60 才以上Ｓ 1R で(本田)敗退 

3 第８４回毎日テニス選手権 (7/18～25 埼玉県野火止ＴＣ､新座ﾛｰﾝＴＣ) 

1)男子 60 才以上Ｓ QＦで(佐藤)敗退｡(猪瀬)は１Ｒで敗退｡男子 65 才以上Ｓ 2R で(小野寺)敗退 

2)男子 60 才以上Ｄ ﾌｧｲﾅﾙｾｯﾄでﾍﾞｽﾄ 4 佐藤久和･川緑組｡猪瀬･藁科組 2R 敗退 

3)女子 60 才以上Ｓ 2R(本田)敗退   4)女子 60 才以上Ｄ 1R で大森･小林組敗退 

4 第２０回東北ベテランテニス選手権 (8/16～20 山形県総合運動公園(天童市) 

1)男子 60 才以上Ｓ 優勝 佐藤久和｡ＱＦﾌｧｲﾅﾙｾｯﾄで(柴田良一 石橋ＴＣ)敗退 

2)男子 65 才以上Ｓ ＳＦ (小野寺)敗退   3)男子 60 才以上Ｄ 優勝 佐藤久和･川緑組 

3)男子 70 才以上Ｄ 優勝 (大峠昌功 佐野ﾃﾆｽ協会)･(佐藤暢芳 茨城ｼﾆｱ連盟) 

4)女子 60 才以上Ｄ 1R で大森･小林組接戦で敗退 

5 日本スポーツマスターズ２００５ (05.9.23(金)～26(月) 富山県岩瀬スポーツ公園テニスコート) 

 1)落合 聡  2 回戦で第４ｼｰﾄﾞを破り､3 回戦はファイナルだ快勝､ベスト８は大したもの！ 

2)田村貞明･高際富士夫 組は､2 回戦で第 1 ｼｰﾄﾞに善戦するも敗退 

3)ｼﾝｸﾞﾙｽの松本恭子､女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽの内藤千都子･佐藤千恵子組も２回戦で惜しくも敗退 

 

3､ ９／２８(水) ＫＴＡ 常務理事会        (岩淵)副会長以下１９名出席    (井村)出席 

(1)関東ﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽ選手権大会 12/5(月)～8(木) 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ(ｸﾚｰｺｰﾄ) 男女計 100 才/110 才/120 才/130 才/140 才

以上の部  11/8(火)申込締切 

(2)第80 回(06 年)関東ｵｰﾌﾟﾝ選手権･関東ｼﾞｭﾆｱ選手権の準備―ﾍﾞﾃﾗﾝの大会で８０面要｡各都県から 1 名準備委員会に 10/19(水)提出のこと｡ 

(3)JTA 報告  1)ITN(ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽﾅﾝﾊﾞｰ)の推進  2)各県と中体連の問題 

(4)国体部会  1)ｱﾝﾁﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ―-絶対に不可  2)国体  開閉会式でのｳｪｱ着用の徹底(ﾍﾟﾅﾙﾃｨ有り)､ツッカケは持っての外 

   3)都市対抗は､国体のﾘﾊｰｻﾙ大会で予算措置､１２名以内ﾁｰﾑ編成徹底｡第 30 回秋田―関東は東京･千葉･神奈川+2 県 

(5)総務部会  1)ｼﾞｭﾆｱﾗﾝｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑは､JTA とﾘﾝｸ､06/10～ 

(6)後援関係  1)12/10～11 05 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ(関東)は､12/10(土)理事長懇談会実施(ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ負担) 2)全日本のﾎﾟｽﾀｰ､ﾁｹｯﾄ配布 

 

 

 

以上 

 

 



 ０５．１１．１ 理事長 井村孝一 
 

ＴＴＡ レポート (NO６) 

 

 

1､第 60 回『晴れの国』おかやま国民体育大会 10/23(日)～26(水) 

(1)高橋総監督  阿久津総助監督    成年男子 中野選手 狩谷選手 青木選手  

少年男子 毛塚監督 平沼選手 北村選手       少年少女 山岸監督 吉田選手 横田選手 

  (2)私は､１０／２３(日)が｢神戸大学テニス部創部百周年｣行事があり､１０／２４(月)に岡山に行きました｡ 

   成年男子は惜敗｡少年女子は一回戦勝つも惜しい｡少年男子はベスト１６で､スピードとフォームには 

圧倒されました｡選手の皆さん､栃木県代表としてご苦労様でした｡来年目指して頑張りましょう｡ 

 

2､ベテランＪＯＰ対象大会(ｸﾞﾚｰﾄﾞ F・G・H)公認申請の件  

A～D大会 ４種目
Ｅ大会 １種目 E(男女計6種目以上)
マスターズ １種目
05.11.1～ＦＧＨ大会 １種目 F(男女計5種目以上)､G(4種目)､H(3種目)

　最大で高得点から７種目JOP登録可能となった  

　ﾍﾞﾃﾗﾝJOP対象大会 　'０５年度 　'０6年度 　'０7年度
　　のグレード (05.4.1～06.3.31) (06.4.1～07.3.31) (07.4.1～08.3.31)

E 栃木県選手権は 04.10.20迄に､JTA 05.10.20迄に､JTA
　E2 に申請し､認可 に申請し､認可 06.10.20迄に､JTA

FGH 県内の各種大会 大会３.5ｹ月前迄に､各地区協会(又は民間ｸﾗﾌﾞ)経由TTAに申請し､認可
の承認後､JTAに申請し､認可  

(1) １０／２０にＪＴＡに提出---｢０６年ベテラン選手権(Ｅ２)｣｢０６年県秋季選手権(Ｆ)｣で申請しました｡ 

 

3､主な試合結果  今後の他大会の出場のご参考にして下さい｡ 
NO  大会名と成績 
1 １０／１(土)～３(月) スポレク岩手年齢別テニス大会   (磯貝)監督からのレポート 

 (1)10/2(日)予選リーグ  
      初戦： 対戦相手(東京） 2-1 ○勝利   ２戦目： 対戦相手(鳥取） 3-0 ○勝利 
   ３戦目： 対戦相手(長崎） 2-1 ○勝利   予選全勝で、決勝の１位トーナメント進出。 
  (2)10/3(月) 決勝リーグ 
     初戦：   対戦相手(福井） 1-2 ×敗退 
          50 代(川又・印牧） 5-3 勝利  → さすが 50 代、全勝で、チームの雰囲気を一機に盛り上げる。 

           40 代(中田・大島） 0-4 敗退  → 相手が強かった。エンジンがかかる前に.....   

           30 代(磯貝・磯貝） 4-5 (3-7) → タイブレークの末敗退、楽しくできました。 （3-2 リードでマッチポイントが.....) 

               残念ながら、ベスト８進出ならず。（ベスト１２） 
2 １０／９(日)～１３(木) テイジン第６７回全日本ベテランテニス選手権 名古屋市東山公園コート 

(1)男子 60 才以上Ｄ ﾍﾞｽﾄ 4 佐藤久和･川緑組 
 
4､２００６関東オープン(第８０回記念大会)準備委員会発足---栃木県から(猪瀬)氏が委員で出席｡    以上 



 ０５．１２．５ 理事長 井村孝一 
 

ＴＴＡ レポート (NO７) 

 

 

1､ ＴＴＡ  11/27(日)18:00～ 委員長会議(17 名出席) 

(1)TTA の国体関係の予実算――-関東大会 対予 -12K¥｡本大会 対予 -370K¥｡ 

 1)06 年から､少年種目に､中学生の参加可能 

 2)国体会場と種目――-関東は､1 都 7 県有り 

  第 61 回 

(06 年) 

第 62 回 

(07 年) 

第 63 回 

(08 年) 

第 64 回 

(09 年) 

第 65 回 

(10 年) 

第 66 回 

(11 年) 

開催県 兵庫 秋田 大分 新潟 千葉 山口 

関 成年男子 6 6 6 6 ６ ６ 

東 女子 ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

枠 少年男子 ８ ８ ８ ８ ７ 未定 

 女子 ８ ８ ８ ８ ７  

 3)第 61 回国体関東ﾌﾞﾛｯｸ大会  06 年 8 月 19(土)､20(日) 足利市総合運動公園テニスコート 

  06 年全日本都市対抗関東地区予選大会 06 年 5/20(土) 東京･千葉･神奈川を除く 4 県で予選(枠 2 県) 

                             本大会は秋田県で､7/20(木)～23(日)で実施 

(2)TTA ０５年度中間決算  ①予備費 2,200K¥が､930K¥程度に  ②ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ大会の実施により収支 

改善に努力中  ③あと半年間で､各委員会で､経費節減を-8%を 

(3)栃木県中学校テニス連盟の発足に向け準備中 

(4)06 年度 行事日程(第一回)の検討―――昨年より 1 ｹ月早く検討開始 

(5)TTA 会則の見直し―――常務理事会でなく､実質的に､委員長会議で運営｡理事会は 3 回/年以上開催｡ 

 

2､ ニッケ全日本テニス選手権８０th 

 2､1 予選   1)ｼﾝｸﾞﾙｽ 山口尚吾(ﾛｲﾔﾙ/同志社大学) Ｂ予選出場 敗退 

                  森本昌泰(栃木県庁ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) Ｃ予選出場 1R 敗退 

                  吉田麻美(ｾﾝﾄﾗﾙ/作新学院高校)  Ｃ予選出場 1R 敗退     

 単 A 予選 単 B 予選 単 C 予選 複 A 予選 複 B 予選 

予選出場者数 ４８名 ５名 ４７名 ２４組 ５組 

本戦出場枠  ６名 ３名 ３名   

   感想 『本県選手が活躍する中で､応援する方がもっと多く来て欲しかった｡(森本)氏から｢C 予選から 

        B 予選に回ってくれた山口君他関係者に心から御礼申し上げます｣と｡(佐藤)(伊藤)組は､B 予選 

        より本戦出場し､1R は第８ｼｰﾄﾞを 2-0 で快勝､2R で敗退するもﾍﾞｽﾄ 16 は大したもの』 

2､2 本戦   他の方の成績等判りましたら､ メイル imura@cdpjp.com   FAX 0282-43-2803 へお願いします｡ 

 1)一般男子ダブルス  佐藤政大･伊藤忠大 組  ベスト１６ 

   

   

以上 



 ０６．１．１ 理事長 井村孝一 
 

ＴＴＡ レポート (NO８) 

 

 謹 賀 新 年    

新春を迎え､皆々様のご多幸を祈念申し上げます｡旧年中は栃木県テニス協会の各種活動に多々

お世話になり誠に有難うございます｡今年は､更なる飛躍を目指し､時間を作り､コートに親しみ､良

い年でありますようお祈り申し上げます｡新しき年を迎え､私共も､心新たに一層努力する所存でご

ざいます｡ 

 

1､ ＴＴＡ   

(1) ０６／９ 第一回とちぎオープンジュニアトーナメント (ＫＴＡ公認 Ｇ４)の初実施｡ 

(2) 12/初に､｢２００６年 ＴＴＡ カレンダー案｣作成､ＴＴＡ内で調整後､12/25(日)13:30～17:00 に､ 

  ｢ｿﾌﾄﾃﾆｽとの２００６年度分のコート合同調整会議｣を､高体連､ジュニア含め総勢２０名近くの出席の下､ 

  喧々諤々の議論となった｡これは､地区協会の要望もあり､１２月の早目に実施した｡ 

(3) 12/18(日)17:00～ 理事長/副理事長会議を行い､当面の懸案事項につき､忌憚のない建設的議論を 

  行った｡ 1)ＴＴＡの人事面･収支面の透明性の更なる施策  2)民間クラブを含めての､ジュニアからの一貫 

  指導体制作り  3)協会財政の安定化のための賛助会員の募集の検討――-(井村)案作成中 

  4)TTA 慶弔規定案の作成   5)｢地区協会の実態と県への登録費のあり方｣につき､(井村)案作成の上､ 

  ｢県北､県央､県南の３回に分け､意思疎通と相互討議｣の場を設ける｡ 

 

2､ ２００５ ダンロップトーナメント 関東決勝大会 

 (1) 12/10(土)～11（日） 昭和の森テニスクラブにて､各県代表の総勢６４名が出場｡  

(2) 大会結果 

   男子Ａ級  佐藤政治・黒田貴臣ペアが､準決勝､決勝共ファイナルの接戦を制し見事優勝｡ 

   残念ながら団体戦は､神奈川､埼玉､千葉 東京に次いで５位で､本県選手の来年に期待！ 

(3) 12･10(土)15:00～ 関東テニス協会(ＫＴＡ)の常務理事会も実施｡ 

  1)関東ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽﾃﾆｽ選手権(第４回)  12/5～8 埼玉県新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

     １００歳～１４０歳の５段階で実施｡参加賞以外にも､１５社から協賛を得て抽選会実施｡ 

  2)都市対抗 関東ブロック予選大会 

     東京､神奈川､千葉はｽﾄﾚｰﾄｲﾝ｡他の 5 県で､５／１３(土)<予備日 5/14(日)>に､群馬県高崎市で 

     実施予定｡ 

  3)各県の､県登録人員(因みに埼玉県は､２５，０００人)､登録方法､団体/個人登録費､各種手当等の 

    意見交換を行った｡今後の我がＴＴＡの一助にするよう整理し纏めたいと思う｡ 

     

以上 



 ０６．１．３０ 理事長 井村孝一 
 

ＴＴＡ レポート (NO９) 

 

1､ ＴＴＡ   

(1) ０６／１～３ ｢０５年度事業実績と予実算｣｢０６年度事業計画と予算｣につき､各委員会案による建設的積

極的事業計画に基づき､収支面の透明性と改善を狙い､虚心坦懐に議論し､煮詰める｡ 

(2) ２／６(月)13:30～ 第 61 回国体関東予選<06.8.19～20 栃木県担当で､足利市で実施> 第 2 回県準備 

委員会の開催<（井村）出席>→今後は｢実行委員会｣に移行し､｢テニス｣は(権守)副理事長が取り纏め｡   

(3) 2/17(金)14:00～ ｢ねんりんピック栃木２００６｣の実施内容の検討会―――06.5.28(日)屋板ﾃﾆｽｺｰﾄで､第 19 回健康福祉

祭しずおか大会(06.10.28～31)の代表選考会｡男子 60 及び 70 才以上 D､女子 60 才以上 D の試合を行う｡ 

2､ ＴＴＡ KTA(関東ﾃﾆｽ協会) 1/24(火)11:00～ ﾍﾞﾃﾗﾝ部会､14:00～常務理事会 <(井村)出席> 

 (1) 関東オープン選手権・関東ジュニア選手権第８０回記念大会――ﾍﾞﾃﾗﾝの部は､会場の問題もありﾌﾘｰ 

ｴﾝﾄﾘｰは取り止め､大幅な増枠(前年比 116％)を図る｡5/29(月)～6/4(日)予定｡  

(2) 2/26(日)～27(月) JTA コーチャーズカンファレンス(昭和の森ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

(3) 国体関係―――1)第 61 回兵庫国体から､中３も少年の部に参加可｡全県ｽﾄﾚｰﾄｲﾝ(監督+選手 2 名)   

2)成年は､選手 2 名のみ登録(監督兼務)可――審判に断ってﾍﾞﾝﾁｺｰﾁ可｡ 

 (4) ベテランＪＯＰ対象大会の公認  栃木県の場合､1)4/1(土)県ベテラン選手権 S､5/5(金)同 D が E2 大会｡ 

     2)9/3 と 10/15 予定の下野新聞社杯県秋季選手権が F 大会で公認予定 

     3)TTA(栃木県テニス協会)としても､ＨＰでの紹介､｢TTA ハンドブック｣での徹底､及び選手間の口コミ 

により､折角の５才ピッチの活用と多くの参加をお願いします｡ 

(5) ｢コートの友｣を､０６年度から｢テニスルールブック｣ Ａ５版 判りやすく見易く改訂､1,500 円/冊 

(6) 埼玉県テニス協会発足５０周年行事が､２／１２(日)に行われる｡ 

 

3､ JTA 等行事及び大会予定 

NO  行事又は大会 実施日 内容 

1 デビスカップ 男子ﾃﾆｽ国別対抗 

ｱｼﾞｱ/ｵｾｱﾆｱｿﾞｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 1 回戦 (対中国) 

2/10(金)～12(日) 

大阪門真 なみはやﾄﾞｰﾑ 

観戦ﾁｹｯﾄ TTA で斡旋中 

2 第１６回 JTA  

コーチャーズカンファレンス 

2/26(日)～27(月)  

昭和の森ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

2/27 に基調講演｢世界一を目指して｣井村雅

代(ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｳｨﾐﾝｸﾞ前日本代表ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ)

――-私の大阪にいる妹で､｢大阪弁で､忌憚のない明快な話

振りで､大いに参考になると思います｡ 

3 NＴＴ西日本ｶｯﾌﾟ 第 60 回九州毎日ｵｰﾌﾟ

ﾝﾃﾆｽ選手権大会(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) 

4/8(土)～16(日) 

博多の森ﾃﾆｽ競技場 

2/28(火)締切 

4 第 59 回東海毎日ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大

会(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) 

4/17(月)～23(日) 

東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 

3/7(火)締切 

5 第 42 回東京ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権ｂｙＤＵＮ

ＬＯＰ(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) <D2 大会> 

4/17(月)～30(日) 

有明ﾃﾆｽの森公園 

3/1(水)締切 

6 第４０回全国ろうあ者体育大会ｉｎとちぎ 9/14(木)～17(日) テニスは 9/16～17 西川田で実施 

以上 



 ０６．３．１ 理事長 井村孝一 
 

ＴＴＡ レポート (NO１０) 

 

1､ ＴＴＡ   

(1) ２／５(日)第１回､２／１９(日)第 2 回の委員長会議で､ ｢０５年度事業実績と予実算｣｢０６年度事業計画と

予算｣につき纏め｡２／２６(日)理事会に諮った｡積極的且つ建設的な議論を行った｡今後は､３／３１(金) 

   で決算後､４／１６(日)監査踏まえ､４／２３(日)14:00～総会､表彰式､懇親会を行う｡ 

(2) 第 61 回国体関東予選<06.8.19～20 栃木県担当で､足利市で実施>は､実行委員会に移行し､｢テニス｣

は(権守)副理事長が取り纏め｡３／３(金)要項等栃体協に提出予定｡   

(3) 栃木県ベテランテニス選手権大会ｼﾝｸﾞﾙｽ<ＪＯＰ(Ｅ２)大会｡4/2 屋板､4/15 西川田､4/22 予備清原>参加

者募集中｡３／５日)締切(延長)迫り､多くの参加を！！ 

   栃木県テニス選手権シングルス(国体一次予選)は､４／１(土)､１６(日)､２３(日)<予備 4/30(日)>に開催で､ 

多くの参加を！！ 

(4) 06.5.28(日)屋板ﾃﾆｽｺｰﾄで､第 19 回健康福祉祭しずおか大会(06.10.28～31)の代表選考会｡男子 60 及び 70 才以上 D､ 

女子 60 才以上 D の試合を行う｡募集締切４／３０(日)で､市町村役場に応募用紙－ＴＴＡに提出する｡ 

 

2､ ＪＴＡ ｢指導者のためのスポーツジャーナル｣からの､ハッと感動する一言の抜粋 

 (1) スポーツの価値は､｢元気｣｢感動｣｢仲間｣｢成長｣という言葉で言い表せると思う｡ 

    スポーツには､様々な形があってもいいのでないかと思う｡｢する｣ということに限定されるのでなく､サッカー  

   のワールドカップを見て､多くの人が感動や元気を与えられているように､｢見る｣という形もある｡ 

    他にもスポーツ選手の話を｢聞く｣ことでも､雑誌などを｢読む｣ことで､｢ジーンと心に響く一冊｣となり､ 

   成長したり､感銘を受けたり､元気をもらったりすることも出来る｡また指導者の場合､｢支える｣ことで､ 

   心理面､技術面を伸ばす一助になると思う｡ 

 

(2) ｢コーチ力の基本５原則｣  Ｃ・Ｏ・Ａ・Ｃ・Ｈの力---コーチ力の基本として､５つの頭文字を持つ言葉 

 1)理解する力(Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｏｎ)  人間は誰でも理解して欲しいという本能がある｡大事なのは､｢話す｣より 

    ｢聴く｣ということ｡指導者は話すほうに傾きがちだが､自分の話したいことばかりでは､競技者の心のエネ

ルギーは低くなってしまう---｢耳は二つ､口は一つ｣の諺もある｡ 

 2)見通す力(Ｏｕｔｌｏｏｋ)   その瞬間瞬間だけで､判断されると､ヤル気も無くなってしまうことがある｡ 

    その瞬間の結果だけでなく､どう変化しているのかを､見る目と見抜く力が養うこと｡ 

 3)愛する力(Ａｆｆｅｃｔｉｏｎ)   これは､その人が､うまくいくことが､自分の喜びとなるということ｡キーワードは､ 

    ｢期待｣より｢応援｣｡自分がその人のために出来ることを､いつでもやるぞという心構えを持つこと｡ 

 4)行動する力(Ｃharacter)  ｢聞かせる｣より｢見せる｣ことが大切｡大事なのは､モットーを持って競技者に 

    伝えること｡行動の規範となるモットーが何なのかを示さずに､行動しているだけでは､行動の与える 

    価値を認識できない｡ 

 5)楽しませる力(Hｕｍｏｒ)   結果より過程がキーワード｡結果はコントロール出来ない｡結果よりも過程で 

    楽しめればいいと思う｡一生懸命やることは楽しいということを伝えることでもある｡ 

以上 


