
 

ご 挨 拶 

 

梅雨の候、各位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、

ご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。  

昨年度まで代表を務められた國学院高校清水宏先生が定年を迎えられた為、今年度より目黒日大高校荒井

朗が連盟代表の任を拝しました。よろしくお願いいたします。 

さて、新型コロナウィルス感染への対処の理解も進み、やっと様々な制限が撤廃され始め、各位に於かれまし

ては、部活動指導、また、学校行事等にご多忙かと存じます。 

そのような中で、今年度も昨年度と同様に定例総会をZoom による「オンライン総会」で行うことになりま した。

昨年度の各大会は、いくつかの形式変更を余儀なくされましたが、今年度もできる限り多くの生徒が試合に参加

できる大会を企画・運営できればと思います。 

また、加盟校の先生方には、今年度も各大会の大会エントリーや試合会場の提供、運営のお手伝いなど

様々なご協力をお願いをすることになると思います。 

今後とも変わらぬご支援とご協力を賜れれば幸いです。  

このような状況下ではありますが、各位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 目黒日大高等学校 荒井 朗 

 

 

第１号議案  ２０２１年度事業報告 

①私学リーグ戦 202１ 活動報告                             リーグ戦担当 朝倉 寛(京華) 

・大会名 『第 1２ 回 東京都私立中学高等学校テニス連盟 リーグ戦 202１』 

・ 6 月  リーグ戦開催案内配布（WEB） 

・ 7 月  新リーグ発表 

（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 17 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～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 １8 チーム） 

1 シングル・2 ダブルスの 3 ポイント 

     ※コロナ感染予防のため、男子７校・女子１１校が不参加 

■東京都私立中学高等学校テニス連盟 リーグ戦 2022』 実施内容（予定） 

・「リーグ戦 2022 実施要項」配布（メール配信、HP に掲載） 

(1) 新リーグ案 （HP へ掲載） 

(2) 6 月 26 日（日）～７月 3 日（日）リーグ戦エントリー（ネットエントリー） 

(3) 新規参入校を加えて「2022 リーグおよび幹事校」決定 （HP に掲載） 

(4) リーグ戦 開催期間  2022 年 7 月～12 月 

◇特記事項他 

(1) 使用球を HEAD TOUR から YONEX TOUR PLATINUM に変更 

(2) テニスサポートセンターによるボール発注の廃止 



(3) 審判をセルフジャッジとする。 

(4) コート提供のお願い・・・・リーグ参加校で試合会場が不足する可能性がある為 

(5) 参加校の幹事校受け入れのお願い 

(6) 昨年度の確認事項・・・・ ※参加費用改定 2200 円 

※不参加の場合でもペナルティーを科さず、校名のみ残留させる。 

※不参加校の参加費用は徴収しない。 

                       但し、リーグ戦は通常通り行う為、昇格・降格あり。 

※不参加の場合は降格となる場合もある。 

 

②2021 年度 私学団体戦 活動報告              団体戦担当 相良瑞穂（多摩大学目黒）  

・大会名『第 46 回 東京都私立中学高等学校テニス選手権大会（団体の部）』  

・開催日程：2021 年 10 月 10 日～2021 年 11 月 23 日 

・申込み(ネットエントリー)期間：９月 11 日～9 月 18 日 

・大会会場：参加校テニスコート （2021 年度は公営コートの使用は無し） 

・参加者：2021 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 

・参加チーム数：男子 134 チーム 女子 141 チーム (1 チーム 8 名～15 名登録) 

 ※各校 1 加盟 1 チーム出場可、1 日 3 面コート提供により 1 チーム追加可 

・参加費：1 チーム 10,000 円 （納入期限 9 月 18 日） 

・組合せ会議：9 月 28 日 於玉川聖学院 

・大会結果（ベスト４以上）： 

  男子：優勝   大成高 A 

     準優勝  学習院高 

     ベスト４ 京華中高 A・聖徳学園 

  女子：優勝   東京高 A 

     準優勝  東京成徳高 

     ベスト４ 成蹊高・慶應女子高 A 

・表彰：１位から３位に賞状・盾・副賞、１位へ優勝カップを贈呈 

・全国私学大会への推薦はなし 

・新型コロナウイルス対策： 

  無観客 

  参加同意書兼健康観察チェックシートの提出 

  試合時以外のマスクの着用 

  握手・ハイタッチ等接触の禁止 

  セルフジャッジ 

  手洗い・手指消毒の励行 

  



③2021 年度 私学個人戦 活動報告                      個人戦担当 福島祥雅（東京成徳）  

・大会名『第４5 回 東京都私立中学高等学校テニス選手権大会（個人の部）』 

・開催日：２０21 年１２月２６・２７・２８・２９日 ２０２2 年１月５・６・７・９・１０・１６日 

・大会会場：参加校テニスコート・篠崎公園・赤塚公園・舎人公園・大井ふ頭中央海浜公園・浮間公園 

・東大和南公園・東綾瀬公園・私学事業団 

・参加者：202１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 

・大会結果（参加人数 男子１２４５名 女１１９８名 計２４４３名） 

       （※コート提供の不足により、男女ともシングルスのみの実施） 

  男子 優勝   小出晴久（京華） 

準優勝 佐藤遥太（東海大高輪） 

第三位 中川湧太（東海大高輪） 堀内海地（中大附属） 

   女子 優勝   井上あんず（東京女子学院） 

準優勝 上村寧々（東京） 

第三位 岩佐優香（東洋英和） 古城さくら（東京成徳） 

 

第２号議案 ２０２１年度決算報告、及び、２０２２年度予算案              管理部 石濱  勝（豊南） 

     ※別紙参照 （パスワードが必要です） 

 

第３号議案 ２０２２年度 連盟役員人事案                      委員長 荒井  朗（目黒日大） 

内容（概要） 担当

代表責任者 任命者

委員⾧の補佐を行う 任命者

連盟の運営内容に関する助言、相談を行う 任命者

レフェリー 大会の企画運営・管理・統括 責任者

アシスタントレフェリー 大会の管理・競技運営・レフェリー補佐 責任者

リーグ戦 要項作成・リーグ組合せ・資料作成・日程調整・告知作業など レフェリー・アシレフ・委員

団体戦
要項作成・ﾄﾞﾛｰ会議（場所を含む）・資料作成・受付・会場割・
日程作成・告知作業など

レフェリー・アシレフ・委員

個人戦
要項作成・ﾄﾞﾛｰ会議（場所を含む）・資料作成・受付・会場割・
日程作成・告知作業など

レフェリー・アシレフ・委員

・会計管理（加盟費、試合参加費、協賛金等）、データ管理全般
など

責任者・副責任者

・郵送物発送・表彰関連手配・役員会準備・講習会企画・運営な
ど

責任者・副責任者

・関連団体、企業、及び、協賛企業との渉外など 責任者・副責任者

災害・犯罪（暴力・窃盗）等の対処・連絡、及び、コンプライア
ンス関連

責任者・危機管理委員会（レ
フェリー・アシレフ）

競技委員

管理部

総務部

渉外担当

危機管理担当

相談役

■運営組織について

※以下の役割を役員で行う。

役割

委員⾧（代表）

副委員⾧

 



管理部 総務部

（会計・HP管理） リーグ戦 団体戦 個人戦 （渉外・危機管理）

統括

石濱　勝 朝倉　寛 相良瑞穂 福島祥雅 羽鳥光昭

（豊南） （京華） （多摩大目黒） （東京成徳） （玉川聖学院）

常任委員 常任委員 常任委員 常任委員 副委員長

レフェリー レフェリー レフェリー

上井恒毅 須藤　肇 丸山　哲哉 坂本　裕 岡本猛史

（中央大） （白梅） （慶応女子） （中大附属） （文京学院）

常任委員 常任委員 常任委員 常任委員 常任委員

アシレフ アシレフ アシレフ

綿貫陽一 鈴木　文 平川元喜 有馬　頼英 冨田　俊

（国士館） （京華） （東京成徳） （聖心女子） （日大鶴ケ丘）

北隅史倫 俵山　稔 西中間　惠 長谷川將

（明大明治） （多摩大目黒） （朋優） （東京女学館）

梅田公輔 育野裕治 黒川愛子

（上野学園） （大成） （明星）

中尾英信 矢崎弘樹

（田園調布学園） （京華）

■各分掌仕事内容

（会計・HP管理） リーグ戦 団体戦 個人戦 （渉外・危機管理）

年度決算 要項作成 要項作成 要項作成 賞状（団体・個人）

加盟申込・総会資料作成等 ﾘｰｸﾞ戦（ｴﾝﾄﾘｰ確認） ドロー会議・資料作成 ドロー会議・資料作成 Tｼｬﾂ（個人）作成・配送

各大会申し込み手続全般 リーグ表作成 会場依頼・割振り 会場依頼・割振り ﾄﾛﾌｨｰ・盾（団体・個人）発注

大会参加費準備・管理等 参加費納入確認 日程作成 日程作成 本戦ﾒﾀﾞﾙ発注

各位大会領収書配信 幹事校調整 結果入力確認 結果入力確認 コート予約（団体・個人）

大会費用支払・振込 各リーグ結果確認 運営費管理・振込 運営費管理・振込 役員会・反省会会場手配

HP・楽メ・決算ｼｽﾃﾑ管理・更新 各リーグ優勝校名簿作成 本戦ﾒﾀﾞﾙ名簿作成 講習会企画・運営

加盟・参加費問い合わせ対応 賞状作成・配送 Tシャツ枚数確認 総会運営

委員

■2022年度　連盟・大会運営役割分担表

大会運営

委員長　荒井　朗 （目黒日大） ・ ディレクター

責任者

副責任者

 

  



第４号議案  ２０２２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 備考

４月
高体連総会
個人戦実施

５月 高体連団体戦

６月

役員会議

総会告知

加盟手続（WEB）

定例総会（WEB）

加盟のお知らせ

◆リーグ戦申込（WEB)

（HP,ﾒｰﾙ配信）

◆加盟費手続

（登録・加盟費他）

◆リーグ戦ｴﾝﾄﾘｰ

・ﾘｰｸﾞ幹事校決定
高体連関東大会

７月 ◆リーグ戦開始～12月まで

８月
・インターハイ(高体連）

９月 団体戦ﾄﾞﾛｰ会議 ◆団体戦申込（WEB)
◆団体戦告知

・団体戦エントリー
・高体連新人戦（個人）

１０月
・団体戦開始

◆個人戦告知

１１月 個人戦ﾄﾞﾛｰ会議 ◆個人戦申込（WEB)
◆団体戦決勝

・個人戦エントリー
・高体連新人戦（団体）

１２月
役員会議
（団体戦反省会）

◆個人戦予選開始

１月 ◆個人戦予選・本選

２月
役員会議

（個人戦反省会）
◆個人戦決勝 〇講習会（予定）

３月 〇講習会（予定）

 
 

第５号議案 協賛企業報告                               総務部 岡本猛史（文京学院） 

 2021 年度は協賛企業からの協賛協力を受け、各大会を運営、実施いたしました。 

今年度も引き続き、各企業からの協賛、協力を得ての運営を行いたいと思います。 

 

【2022 年度協賛・協力予定企業一覧】 

 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

社中山産業株式会社、 テニスサポートセンター 株式会社、株式会社トンボ学生服、 東京菅公学生服株式会

社、 GODAI スポーツアカデミー、株式会社トアルソン 、ヨネックス株式会社、Team Gorris（チームゴリス）、テ

ニスクラシック 


