2020

Report
千葉県テニス協会

～ 目

次 ～

会長・理事長 挨拶 …………………………………………･ 2

2020 年事業の経過 …………………………………… 3・4・5

2020 ジュニア委員会特別企画 …………………………･ 6・7

主な大会結果（2020 年 1 月～12 月）……………………… 8

表彰受賞者紹介 ………………………………………… 9・10

1

ＣＴＡ Ｒｅｐｏｒｔ ２０２０

Chiba Tennis Association

会長挨拶
千葉県テニス協会
会長

青木 義昇

私は現在 78 才です。新型コロナの感染が拡大する前から続けているウォ
ーキングと筋トレは毎日続けていますが、持病があるため、今年は夜間の外
出や本業の会社（東京本社）への勤務はできるだけ控えてきました。しかし
ながら with コロナの状況でも、日々変化する情報の伝達やその対応のため
協会は機能を維持し続けなければなりません。感染防止対策を徹底しつつ業
務にあたっていただいた事務局や関係者の皆さんには心から感謝申し上げ
ます。
テニスをプレーする皆さんは、是非「安心・安全なテニス」のための「New
ノーマル」を守り、感染拡大防止のため、プレー中以外でのマスクの着用、会食の自粛を心がけてく
ださい。身近なコートで、幼児から年配者まで様々なテニス愛好者が、楽しく元気にプレーできる
「日本一テニスの盛んな千葉県」を目指し、夢と目標をもって進んでいきたいと思います。
皆様のご協力をお願い申し上げます。

理事長挨拶
理事長

南野 泰造

新型コロナウイルス感染防止対応のため一般社会同様に、協会外出活動も
自粛。事務局勤務形態を大幅に縮小、政府制限緩和に追従して逐次調整を行
ってきました。会議開催において、理事会・総会は資料郵送による表決権行
使で実施。役員会議はメール回議と WEB 会議での対応、下期に入ってようや
く会議場で開催の機会を得ています。事業においては、関連機関ならびに中
央競技団体 JTA からの情報および、参加者の広域移動・高年齢含みなどの要
素を加味して上期 CTA 主催・主管の事業・大会はすべて中止と致しました。
ジュニア委員会においては、県行政よりちばジュニア強化事業再開の通知を受けたのち、８月から
順次事業を再開しています。下期事業は、11 月開催事業より準備中であります。協会財務状況につ
いて、上期収入はほぼ年会費のみで事業収入はなし。協会機能の維持、固定費の支出は必要経費で支
出。下期事業実施で若干の収支改善は見込むが、単年度収支は数百万円の赤字が見込まれます。
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2020年事業の経過（新型コロナウイルスによる影響）
C

日付

T A

スポーツ庁・スポ協・JTA他

2月 26日 郡市交流中学生大会(2/29)中止
28日 CTAルール講習会(3/14)中止

≪新型コロナウイルスのパンデミックを宣言（WHO)≫

3月11日
17日

23日

第45回千葉県ジュニアテニス選手権大会(3/1～)
延期後中止
第53回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会（一
般の部）(4/4～）中止
JTA事務所閉鎖3/31まで⇒4/5まで⇒4/12まで⇒緊急事態宣言解

28日

除まで

4月 1日 実業団男子リーグ戦（3/29～）中止
4日

第37回千葉県小学生テニス選手権大会（3/30
～）延期後中止

6日 CTA事務局1名体制

≪緊急事態宣言（7都府県)≫

7日

各加盟団体主催事業の中止要請（5/6まで⇒5/31まで⇒6/30ま

9日

で）：県スポ協

13日 CTA事務局業務短縮（13時まで）
14日

第53回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会（ベ
テランの部）(6/20～）中止
第44回全日本都市対抗（7/17～三重県）11月以降に開催検討

15日

：JTA 三重県TA

≪緊急事態宣言（全国)≫

16日

JTA公式トーナメント開催中止（7/13まで）

20日
5月 2日

国体選手千葉県選考会（成年男女）（5/16.17）
中止

11日
12日

・ビジネスパルテニス関東大会中止：KTA
・関東実業団対抗テニスリーグ戦中止：KTA
第75回国体（鹿児島）開催を6月中に判断：日本スポ協

13日 実業団対抗女子（6/7～）中止
25日

≪緊急事態宣言全面解除≫
・第75回国体（鹿児島）すべての諸準備中断要請：日本スポ協
・JTA公式トーナメント（JTT/J1/J2,ベテランツアー大会）開催

27日

中止・延期勧告(7/31までに変更)
・JTAジュニアランキング対象大会：都道府県内の大会7/14以
降開催可、地域・都道府県の境を越える大会7/31まで中止・
延期勧告

29日

スポーツマスターズ2020愛媛大会（9/18～）中止：日本スポ協
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C

日付

T A

スポーツ庁・スポ協・JTA他
2020年度テニスの日事業中止：JTAテニスの日推進協議会

6月 1日
6日 第70回千葉県民体育大会（10/24.25）中止
10日 令和2年度定時総会

総会議案書発送（郵送によ

る表決権行使は6/27締切）
18日

楽天ジャパンオープン2020開催中止：JTA

19日

2020全国実業団対抗テニス大会（ビジネスパル）中止：JTA

21日

令和2年度ジュニア委員会総会開催（昼間・人数
制限）
・第82回日本商業開発（株）全日本ベテランテニス選手権大会
中止：JTA

22日

・第75回国体関東ブロック大会中止：神奈川県実行委員会
・第94回関東オープンベテランの部千葉会場(5/11～)延期後の
中止決定：KTA
ねんりんピック岐阜2020開催延期（2021年10/30～)：千葉県社会

26日

福祉協議会

7月 6日 第23回千葉県テニスの日イベント(9/13）中止
8日

第74回千葉テニストーナメント（一般・混合
8/29～）中止
新型コロナウィルス感染症対策移行期間でのステップ別JTA公式テ

17日

ニストーナメント再開ガイドライン：JTA
【安心・安全なテニス】のための「Newノーマル」動画掲載：

21日

JTAホームページ
・JTA公式トーナメント自粛勧告解除（7/31までで解除）
：JTA

29日

・国内公式大会JTAランキング再開（8/1から、ジュニアは9/30
週から）：JTA

8月 2日

第1回国体強化対象選手練習会実施（千葉県競技
力向上推進本部助成事業）

8日 第28回千葉ジュニアオーガスト開催(～15日)
9日 千葉ジュニアFYSカップ2020開催(～16日)
15日 2020Graduation Cup（高3生）開催(～29日)
16日 第45回千葉ジュニアサマー開催(～28日)
・三菱全日本テニス選手権95th（10/28～11/1）男女シングル
ス本戦のみ、無観客での開催決定：JTA

19日

・第34回全国実業団対抗テニストーナメント2020（10/9～）
中止

31日

第74回千葉テニストーナメント（ベテラン
11/24～）中止
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C

日付
9月 20日

21日

Chiba Tennis Association

T A

スポーツ庁・スポ協・JTA他

2020千葉ジュニアトップ8決定戦&強化リーグ
マッチ開催（～27日)（県助成事業）
千葉県強化交流試合（関東3都県対抗戦）実施
(県助成事業）
第75回鹿児島国体（2020年）を2023年に開催する：日本スポ協

25日

(三重県2021、栃木県2022、佐賀県2023⇒2024、滋賀県2024
⇒2025）

27日 中学生マッチ＆クリニック開催（県助成事業）
スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン

10月 2日

4日

25日

(再改訂）：日本スポ協
第2回国体強化対象選手練習会（少年・成年）
実施(県助成事業）
小学生マッチ練習＆クリニック開催
(県助成事業）
コロナウィルス危機に関わる日本テニス協会への緊急支援のお願

26日

11月 1日

14日

い（地域、都府県テニス協会あて）：JTA
CTA事務局 通常業務時間に戻る
月水金9時～16時
第24回ビジネスパルテニス千葉県大会開催
（～12/5）
第44回全日本都市対抗（12/11～13）開催中止（新型コロナ感染

12月 3日

25日

再拡大による) ： JTA
千葉県クラブ交流戦（クラブ対抗）(1/9～）開
催中止
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2020 ジュニア委員会特別企画
ジュニア委員会 委員長

加藤

正

2020 年はコロナウィルス感染症の拡大を受けて、3 月以降のジュニア選手権、小学・中学・高校
生大会と、主要なジュニア大会が軒並み順延→中止となり、さらに学校の休校要請や、その後の
外出自粛要請を受け公営テニス場も閉鎖されるなどして、学校やテニスクラブにおけるテニスの
練習さえもできない状況となりました。
その後、スポーツ庁を始め、県の教育庁等の段階的自粛緩和、そして公営テニス施設の条件付き
使用開始、さらに、8 月以降千葉県教育庁競技力向上対象事業(大会や練習会)の開催が条件付き
(コロナ対策)で可能となりました。そこで、ジュニア委員会では、選手たちが練習に励む状況や
国・県の方針を踏まえ、6 月以降独自のコロナ対策ガイドラインを作成し、備品や消耗品を購入
し、準備を積み重ね、8 月より強化練習会やジュニアテニス大会の開催をスタートさせることが
できました。
また、文科省（スポーツ庁）からは本年の高校 3 年生を中心に最後の大会やイベントに参加でき
るよう開催の要請と補助制度の創設がありました。これを受け、現場でのコロナ対策運営マニュ
アルを作成した上で、FYS カップ（最終学年生大会）は国の補助対象大会として、Graduation Cup
は他の夏のジュニア大会と併設する形で開催しました。
なお、これらの大会では、事務局及び運営スタッフが総力を挙げてコロナ対策に取り組み、その
結果、一人の感染者も出さずに無事大会を終了させることができました。
大会責任者を始め、すべてのスタッフに深く感謝いたします。

特別企画 Graduation Cup 開催において
ジュニア委員会 行事部会長

大山弘幸

新型コロナウィルスの影響で 3 月から開催される予定の各大会はすべて中止になり、高校 3 年生
が成果を試す場を提供できないかと考え、特別企画 Graduation Cup の開催となりました。
当初の予定では、ワンデートーナメントで４日間の予定でしたが、夏休みが短縮となった影響も
あり、定員の１/4 程度（34 名)の参加者となりました。複数日に参加の選手もあり、ラウンドロ
ビン方式をとったこともあって、たくさん試合ができて満足してもらえたようでした。参加者全
員に抽選で賞品を提供できたことも良かったと思います。インターハイは高校 3 年生にとって最
後の大会で、予選敗退してしまうとそのまま引退となってしまいます。十分にテニスができ満足
して卒業できるように新たな企画を検討していきたいと思います。

6

ＣＴＡ Ｒｅｐｏｒｔ ２０２０

Chiba Tennis Association

千葉県ジュニア FYS カップ 2020 を開催して
ジュニア委員会 強化部会長

木本 知

新型コロナ パンデミックにより、あらゆるトーナメントが自粛・延期となり、最終学年の生徒に
とっては日頃の練習の成果を発揮する機会がないまま競技活動を終了しなければならない事態と
なっていました。その選手達の為に次に進む機会を与えたいということが今回の主旨でした。
当日は可能な限りの感染予防対策を行い、皆様のご協力のおかげで問題なく終えることができま
した。それぞれが熱い戦いを繰り広げ、久し振りの大会を楽しんでいた様子がとても印象に残り
ました。参加いただいた選手、ご理解いただいた保護者の方々に厚く御礼申し上げます。
テニスはあらゆるスポーツの中で最も感染する可能性が低いスポーツだと思いますが、これから
の with コロナの時代にどのような形で大会を開催していくべきか課題は山積です。今後も選手
の為にできることを模索し、いずれ戻れる平時に向けて取り組んでまいります。

高３男子シングルス
優 勝 鉄矢朝大(ルネサンス鷹之台 TC) 右から 2 人目
準優勝 田島宝人(松原 TC 印西）右から 3 人目

高３女子シングルス
優 勝 渡邊夏緒(ルネサンス鷹之台 TC) 右から 2 人目
準優勝 佐藤由依(東京学館船橋高）左から 2 人目

密を避けた選手ミーティング

スタッフは、フェイスシールド・
マスク・手袋を着用
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主な大会結果（2020年1月～12月の大会）
●第53回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第74回千葉テニストーナメント兼ＤUＮＮＬＯＰ ＳＲＩＸＯＮトーナメント千葉県大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●令和2年度実業団男子リーグ戦
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●令和2年度実業団女子トーナメント大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第24回ビジネスパル・テニス千葉県大会
日程：2020年11月14日～12月19日／会場：県総合スポーツセンター
種目

優勝

男

子

アルドールテニスステージ

女

子

ルネサンス

準優勝

ルネサンス
ー

●令和元年度クラブ対抗大会
日程：2020年1月11日～1月26日／会場：県総合スポーツセンター、フクダ電子ヒルスコート
種目

優勝

準優勝

クラブ男子Ａ

テ二コミ千葉

Bonds Tennis Academy

クラブ男子Ｂ

袖ヶ浦ローンＴＣ①

てづかグリーンＴＣ②

クラブ男子Ｃ

Ken's千葉②

袖ヶ浦ローン②

クラブ女子Ａ

K-Tennis Training

テ二コミ千葉

クラブ女子Ｂ

美浜TG

ＦＳＴＳ

男子シニア

総武グリーンＴＣ

ウエストグリーンＴＣ

女子シニア

あじさいインドアＴＣ

袖ヶ浦ＴＣ①

●第70回千葉県民体育大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第75回国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体2020）
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催延期
●第45回千葉県ジュニアテニス選手権大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第37千葉県小学生テニス選手権大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第39回千葉県中学生テニス選手権大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第73回千葉県高等学校総合体育大会テニス大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●令和元年度千葉県学生テニストーナメント
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●令和２年度千葉県学生テニス対抗戦
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第18回ピンクリボンレディーステニス千葉県大会
＊新型コロナウイルス感染防止対応のため開催中止
●第42回全国レディーステニス千葉県大会
期日：2020年9月1日～9月28日／会場：県総合スポーツセンター
氏名／所属

順位

優勝

森田 早百合・佐藤 恵

(個人・WED)

準優勝

大井 貴子・小林 有子

(スパイス・ＳＰＴＣ)

3位

杉山 梓・紀野 悠希

(JUJU・アイズTS)

4位

鈴木 悦子・日向 美志

(ボンバーズ・ＷＥＤ)
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表彰受賞者紹介
日本テニス協会功労賞
柴崎 哲男
私議、この度県協会の推薦を頂き、日本テニス協会功労賞を受賞する事となり
ました。推薦頂きました千葉県テニス協会（CTA）
、並びに協会会員の皆様には
心より感謝申し上げます。常務理事として（CTA）18 年、関東テニス協会（KTA）
では 16 年を迎えます。この間、テニスの普及のため、協会運営や委員会活動
に携わってきました。今後も千葉県や地域協会の発展のため微力ながらお役に
立ちたいと思います。当初は 6 月に表彰式が行われる予定でしたが、新型コロ
ナウィルスの感染拡大のため行われておりません。今の状況が早期に改善され
ることを願っています。

千葉県スポーツ協会功労章
近藤 孝司
この度は、身に余る表彰を頂き恐縮いたしておりますが、今後一層力を発揮し
ようという励みにもなり、感謝申し上げます。当初は担当する実業団関係の仕
事に精一杯で周りを見る余裕がありませんでしたが、徐々に協会全体が見える
ようになり、自分なりのアイデアを出せるようになって来ました。これからも、
会員の皆様が協会の存在を感じずにテニスを楽しめるように、縁の下で強力に
支えられるように、その時々のベストを尽くして行きたいと思います。

千葉県スポーツ協会公認スポーツ指導者表彰
森井 みや子
この度、公認スポーツ指導者の表彰いただき、ありがとうございました。テニス
との出会いは、昭和 33 年頃クラブ理事の大橋氏に手ほどきしていただき、多摩
川河川敷で開催されたフタバヤ宮城黎子さんのテニススクールに入れていただ
いたのが始めでした。結婚して千葉に移り、清水氏のジュニア委員会の立ち上げ
時から、お手伝いをさせて頂くことになりました。もう終わりの年齢ですが、賞
をいただき深く感謝申し上げます。
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Chiba Tennis Association

千葉県スポーツ協会公認スポーツ指導者表彰
髙木 宏己
令和 2 年 11 月 7 日、
「千葉県スポーツ協会 公認スポーツ指導者表彰」を受賞いたしました。受賞に
あたり皆様に感謝申し上げます。私は、昭和 56 年保健体育の教員として採用され、部活動、高体連
専門部、国体の監督、ジュニア委員会に関わり、多くの生徒や関係者の皆さんと出会えたことが私の
財産であり、人生をより豊かにしてくれました。より多くの人がテニスを通じてＱＯＬの向上をさ
れること、また益々の協会の発展を祈念いたしております。ありがとうございました。

森

二郎

令和 2 年 11 月 7 日、千葉県スポーツ協会より「公認スポー
ツ指導者表彰」を受賞いたしました。推薦していただきまし
た千葉県テニス協会の皆様には多大なご支援をいただき感謝
申し上げます。日本スポーツ協会公認指導者（上級マスター
コーチ（コーチ 4）・上級マスター教師）として、今後も小学
校のテニス型授業「テニピン」や公立中学校テニス部の普及
（部活動指導員の育成）
、JTA 公認大会開催の強化活動など千
葉県テニスの普及・強化活動にお役に立てますよう、より一
層の精進を心掛ける所存です。これからもよろしくお願い申
し上げます。
森氏

髙木氏

千葉県スポーツ協会優秀選手賞
JOC ジュニアオリンピックカップ
第 40 回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 女子シングルス優勝

山﨑 郁美

この度は、優秀選手として表彰して頂き誠にありがとうございます。
これまで数多くのプロテニスプレイヤーを輩出しているこの千葉県
で優秀選手に選ばれた事、とても嬉しく思います。大学での学生テニ
スを通じて人間力や社会性を身に付け、卒業後はグランドスラムで活
躍し、プレーだけでなく言動や立ち振る舞い、日々の生活面全てにお
いて世界に通用するプロテニスプレイヤーになりたいです。千葉県に
育ててもらったプレイヤーとしてこれからも頑張ります！応援の程
宜しくお願い致します。
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