
 

資料１ 

ご 挨 拶 

 

初夏の候、貴校におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より本連盟の諸事業

に対してご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます 

新型コロナウィルス感染予防の非常事態宣言が解除され、授業再開等ご多忙かと存じます。 

さて、今年度は総会を「議決権行使書」の提出と「質疑応答会議」をオンラインで行うことになりま

した。ウィルス感染拡大を懸念する中、ご理解いただきご協力をお願いいたします。 

今年度のリーグ戦は残念ながら中止せざるを得なくなり大変申し訳なく思っております。秋の団体戦、

冬の個人戦は生徒の健康安全を第一に開催する方向で現在検討しております。 

 このような状況の中ではありますが、貴校の皆様のご健康と、益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げ

ます。 

東京都私立中学高等学校テニス連盟 

代 表 國學院高等学校 清水 宏 

 

■第１号議案 2019 年度事業報告 

(1)私学リーグ戦報告                                           リーグ戦担当 朝倉  寛(京華) 

１．大会名  第 10 回 東京都私立中学高等学校テニス連盟 リーグ戦 2019 

２．開催日  2019 年 7 月～12 月末日 

３．大会会場  対戦チーム相互のコート（お互いに誘致） 

４．参加者    2019 年度東京都私立中学高等学校テニス連盟加盟校の登録選手 

５．活動内容 

・5月 リーグ戦開催案内配布（郵送） 

・6月 １チーム 2000 円 （納入期限） 6 月 30 日（日）まで 

・7月  新リーグ発表（HP へ掲載） 幹事校決定 

・7月～12 月 リーグ戦実施  1 回戦総当たり 

参加校 男子 59 チーム（57 校）女子 61 チーム（59 校）（各リーグ優勝校は公式 HP に掲載） 

（男子）TOP リーグ、２部、３部、4部 A・B、5部 A～D、6部 A～Eを置く。 

（TOP、2 部、3部 各４チーム 4 部 8 チーム 5 部 16 チーム 6 部 23 チーム） 

2 シングル・3ダブルスの 5ポイント 

（女子）TOP リーグ、２部、３部、4部 A・B、5部 A～D、6部 A～Fを置く。 

（TOP、2 部、3部 各４チーム 4 部 8 チーム 5 部 16 チーム 6 部 25 チーム） 

1 シングル・2ダブルスの 3ポイント 

1 月  各リーグ優勝校へプレート・賞状贈呈（参加費より）  発送（郵送） 

 

(2)団体戦報告                     団体戦担当 相良瑞穂（多摩大学目黒） 

１．大会名 第 43 回 東京都私立中学高等学校テニス選手権大会（団体の部） 

２．開催日 2019 年 10 月 20・27 日・11 月 3・4・10・17・23・24 日・12 月 1 日 

３．大会会場 参加校テニスコート・私学事業団総合運動場・有明テニスの森 

４．参加者  2019 年度東京都私立中学高等学校テニス連盟 加盟校の登録選手 

５．大会結果 

 【男子】（参加チーム 239 チーム） 



優勝 日大三  

２位 聖徳学園 A 

３位 大成 A  

４位 京華高 A  

 【女子】（参加チーム 237 チーム） 

優勝 大成 A 

２位 成蹊 A 

３位 東京 A  

４位 日大三高 A 

◇2019 年度の団体戦について 

・１チームあたりの最大登録人数が前年度までの 10 名から 15 名に変更になりました。 

・全国私立高等学校テニス選手権大会の予選も兼ねているため、同大会出場希望チームは高 

校 1・2年生のみで編成するという条件が加わりました。 

・全国私立高等学校テニス選手権大会への東京からの出場枠が前年度までの 2チームから 3 

チームになり 1枠増えたため、3位決定戦を行いました。 

 

 (3)個人戦報告                       個人戦担当 福島祥雅（東京成徳） 

１．大会名 第 43 回 東京都私立中学高等学校テニス選手権大会（個人の部） 

２．開催日 2019 年 12 月 26・27・28・29 日、2020 年 1 月 5・6・7日 以降の日曜・祝日 

３．大会会場 参加校テニスコート・私学事業団総合運動場・有明テニスの森 

４．参加者 2019 年度東京都私立中学高等学校テニス連盟 加盟校の登録選手 

５．大会結果 

【男子シングルス】（参加人数 1703 名） 

優勝 飯田拓弥（大成） 

２位 川上舜世（成城学園） 

３位 布施大雅（大成）・星川光太朗（明大明治）  

【女子シングルス】（参加人数 1595 名） 

優勝 大野里紗（東京） 

２位 武内ひかり（東京） 

３位 比留間あい（東京）・会田京叶（東京）  

【男子ダブルス】（参加人数 796 組） 

優勝 川上・井上（成城学園） 

２位 布施・林（大成） 

３位 飯田・野口（大成）・林・八幡（かえつ有明）  

【女子ダブルス】（参加人数 857 組） 

優勝 大野・武内（東京）   

２位 太田・土井（東京） 

３位 佐藤・太田（玉川学園）・高橋・神尾（大成）  

６、2019 年度の個人戦について 

東京都高体連テニス専門部からの TOKYO2020 高校生ボールパーソン育成事業への協力依頼に伴い、

本戦でボールパーソンをつけて試合を行った。 

 

■第２号議案 2019 年度決算報告、及び、2020 年度予算案 

 ※資料２に掲載 

  



■第３号議案 2020 年度 連盟役員人事案 

 2020 年度連盟役員を以下の配置に定めます。 

管理部 総務部

（会計・HP管理） リーグ戦 団体戦 個人戦 全国私学中学予選 （渉外）

統括

石濱　勝 羽鳥光昭 荒井　朗

（豊南）
（玉川聖学

院）
（目黒日大）

アシレフ アシレフ

上井恒毅 朝倉　寛 相良瑞穂 福島祥雅 篠原敬司郎 岡本猛史

（中央大） （京華）
（多摩大目

黒）
（東京成徳） （かえつ有明） （文京学院）

アシレフ アシレフ アシレフ アシレフ アシレフ

綿貫陽一 須藤　肇 平川元喜 坂本　裕 北隅史倫 篠原敬司郎

（国士館） （白梅） （東京成徳） （中大附属） （明大明治） （かえつ有明）

北隅史倫 梅田公輔 丸山　哲哉 有馬　頼英 冨田　俊

（明大明治） （上野学園） （慶応女子） （聖心女子） （日大鶴ケ丘）

鈴木　文 俵山　稔 岡村理恵 黒川愛子

（京華）
（多摩大目

黒）
（朋優学院） （明星）

梅田公輔 篠原敬司郎

（上野学園） （かえつ有明）

西中間　惠 長谷川將

（朋優）
（東京女学

館）

寺本　成和（共栄学園）

委員

2019年度　連盟・大会運営役割分担表

大会運営
危機管理

委員長　清水　宏（国学院）・ディレクター

責任者

副委員長　荒井　朗（目黒日大）・レフェリー

アシレフ

 
■第４号議案 2020 年度 事業スケジュール案 

※詳細なスケジュールは連盟HPに掲載いたします。

月 加盟登録・会議 加盟校 試合 全国私学・私中学大会等 備考

４月
高体連総会（中止）

個人戦実施

５月

役員会議

総会告知

加盟手続（WEB）

加盟費振込

加盟のお知らせ

（HP,ﾒｰﾙ配信）

◆加盟費手続

（登録・加盟費他）

・リーグ戦中止の告知 高体連団体戦(中止）

６月
年度総会

（WEB開催）

◆リーグ戦ｴﾝﾄﾘｰ（中止）

・ﾘｰｸﾞ幹事校決定（中止）
高体連関東大会（中止）

７月
中学予選会の告知（未

定）

８月
インターハイ中止(高体連）

高体連新人戦申込（未定）

９月
団体戦ﾄﾞﾛｰ会議

（未定）

◆団体戦申込（WEB)

※参加者登録（WEB)

◆団体戦告知（未定）

・団体戦エントリー（未定）
高体連新人戦(未定）

１０月
個人戦ﾄﾞﾛｰ会議

（未定）

◆個人戦申込（WEB)

※参加者登録（WEB)

・団体戦開始（未定）

◆個人戦告知（未定）

・個人戦エントリー（未定）

高体連選抜大会予選（未定）

１１月 ・団体戦決勝（未定）
団体戦の結果により代

表決定：高校（未定）

予選（団体戦）：中学

（未定）

 

(1)2020 年度リーグ戦活動予定 

・5月 2020 リーグ戦開催案内配布（郵送）⇒中止 



『第 11 回東京都私立中学高等学校テニス連盟リーグ戦 2020』中止決定（役員会にて） 

新リーグ発表（HP へ掲載）幹事校決定 中止 

・7月次年度リーグ作成案を HP に掲載 

・3月 2021 リーグ戦開催案内配布準備 

 ・次年度開催予定 

『第 12 回東京都私立中学高等学校テニス連盟リーグ戦 2021』2021 年 7 月から開催予定 

・備考（特記事項・その他） 

※ペナルティの学校に対しては、今年度を含めて 3年とする 

※2021 大会よりＢチームを廃止する。 

 ※参加校の幹事校受け入れのお願い 

 ※新規参入校のお誘い 

 

(2)2020 年度団体戦活動予定 

今後の情勢に応じて開催の有無、規模縮小、開催時期・形態の変更などを検討します。 

詳細が決まりましたらホームページ・一斉配信メールでご連絡いたします。 

 

(3)2020 年度個人戦活動予定 

今後の情勢に応じて開催の有無、規模縮小、形態の変更などを検討します。 

詳細が決まりましたらホームページ・一斉配信メールでご連絡いたします。 

 

■第５号議案 協賛企業報告 

昨年度、本連盟の事業について以下の企業の協賛がありました。 

【2019 年度東京都私立中学高等学校テニス連盟協賛企業一覧】 

HEAD Japan 株式会社 

株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

株式会社ウインザー商事  

株式会社中山産業（株） テニスサポートセンター 

株式会社トンボ    

東京菅公学生服株式会社    

 GODAI スポーツアカデミー日本新薬株式会社 

日本工学院八王子専門学校 

株式会社トアルソン    

Koso Sports Management & Consulting 

株式会社ジェイアイエヌ 

株式会社 ヴァル研究所 

今年度も本連盟の事業について同企業の協賛を得られる予定です。 

 

 

 

 

 


