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2020年度 徳島市ソフトテニス連盟総会 議案書

1. 2019 年度事業報告

日付 内容 場所
4月6日(土) 総会 シビックセンター

5月25日(土) 徳島市ソフトテニス連盟会長杯 JAバンクプラザ蔵本
8月24日(土) 徳島市ソフトテニス選手権大会 JAバンクプラザ蔵本
9月28日(土) 徳島市スポ・レクフェスティバルソフ JAバンクプラザ蔵本

トテニス競技
12月8日(日) 徳島市団体戦 JAバンクプラザ蔵本

参加者ペア・チーム数

大会名 男子A 女子A 男子B 女子B 男子C 女子C 計

徳島市ソフトテニス連盟会長杯 40 25 57 50 32 23 227

徳島市ソフトテニス選手権大会 32 4 24 9 16 15 100

徳島市スポ・レクフェスティバル 

ソフトテニス競技
38 19 51 15 31 38 192

徳島市団体戦 25 5 13 17 60
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4. 2020年度事業計画(案)

1) 総会 4月4日(土) シビックセンター

2) 会長杯 5月23日(土) JAバンクプラザ蔵本

ナイター 4面:～21時 残り:～19時

予備日 5月24日(日)

3) 徳島市選手権大会 8月22日(土) JAバンクプラザ蔵本

ナイター 4面:～19時

予備日 8月29日(土)

4) スポレクフェスティバル 11月 7日(土) JAバンクプラザ蔵本

ナイター 4面:～19時

予備日11月8日(日)

5) 徳島市団体戦 12月5日(土) JAバンクプラザ蔵本

ナイター 4面:～19時

予備日 12月6日(日)
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5. 2020年度予算(案)

加盟費 なし

参加料 団体戦 1チーム 3,000円

個人戦 1ペア 一般、大学生 2,000円

中学生、高校生 1,000円

小学生 無料

スポレク祭 1ペア 1,000円

費目 金額 前年予算 増減 概要
前期繰越金 599,473 394,358 205,115
加盟費 0 0 0
大会参加料 700,000 600,000 100,000
補助金 20,000 20,000 0 徳島市体協
スポレク補
助金

110,000 170,000 △ 60,000
徳島市教育
委員会

雑収入 0 5 △ 5

合計 1,429,473 1,184,363 245,110

費目 金額 前年予算 増減 概要
負担金 30,000 30,000 0 徳島市体協
会議費 20,000 20,000 0
大会費 750,000 700,000 50,000
事務費 50,000 50,000 0
予備費 579,473 384,363 195,110

合計 1,429,473 1,184,363 245,110

歳入

歳出
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6. 役員改選

本年度は2年に1度の役員改選時期となります。

現役員については、別ページを参照してください。

7. その他

7.1.

団体戦の賞品は８人分用意して、余ったらスポレクの賞品にする。

実際には、翌年以降の賞品となる。

以上



平成30年、31年度　　徳島市ソフトテニス連盟　　役員表

役職名 氏名 クラブ 役職名 氏名 クラブ
会長 山下治郎 眉山ク クラブ代表 戸川 邦夫 眉山ク
副会長 馬詰 悟 抽栄会 上田 秀幹 徳庭ク

青柳 司 徳庭ク 渡辺 将司 市役所ク
戸川 邦夫 眉山ク 嶋田 宏輝 徳島大学
大谷 明彦 入田体協 吉谷 信幸 徳大医

理事長 木村 一能 徳庭ク 簗瀬 真利 徳大薬
常任理事 吉岡 和美 徳庭ク 秋月 皆人 徳大歯

浜西 和雄 眉山ク 四国大学
板東 伸 入田体協 文理大
山本 尚志 高体連 大谷 明彦 入田体協
藤村 義之 中体連 山岡 雄貴 すだち会

会計 高松 明美 入田体協 山本 尚志 高体連
後藤 恵美子 入田体協 藤村 義之 中体連

監査 上田 秀幹 徳庭ク 渡辺 祐子 すだち
沢田 正博 眉山ク 眞野 稔也 北斗星

顧問 北 襄治 抽栄会 近藤 照子 A・Tクラブ
中山 昌作 抽栄会
吉成 鎮 眉山ク
蓮池 勉 眉山ク
杉内 昭代 徳庭ク


