
ソフトテニスの日 開会式次第 

司会 

１、開会 （９時３０分から）                   副会長 大橋光恵 

 

                      ＊ 役員・運営補助員はコート別に前に並ぶ 

 

２、あいさつ                           協会長 村田吉昭 

 

３、日程説明等                           

  ① 日程説明                         理事長 村中裕紀子 

    ・準備体操後、クラス分けコート割り振り 

・午前中 クラス別に練習  練習風景撮影（体協機関紙または協会 HP に掲載） 

・昼休み １２時から１２時４０分 全コートフリー 

        （審判講習 実業団選手に挑戦 １２時４５分から） 

    ・午後  クラス別に練習 

    ・１６時 練習終了 コート整備 

    ・１６時１５分 閉会式 集合写真を撮影（協会ホームページに掲載） 

    ・本部にリボンを返し、抽選クジを引く 

② ヨネックス選手紹介・挨拶                 理事長 村中裕紀子 

  ③ 役員、コート主任、補助員紹介               理事長 村中裕紀子 

 

  ④ クラス分け（コート分け）                 千本ジュニア 石川 

    ・５・６・７コート 初級者教室（原則、初心者と中学１年生以下） 

    ・８・９・１０コート 中級者教室（中学２年生以上または狙ったところに打てる人） 

               一般参加者 

   初級、中級分かれたらコート分けも（各コート主任者、補助員が整理） 

  ＊途中でコートの変更も可能（異動するときは、クラス別責任者に申し出ること） 

  

４、注意事項                           副会長 大橋光恵 

 ① 受付で参加料を払うこと。（リボンを左肩に付けること） 

 ② ラケットの貸し出しは本部に申し出ること。③ 説明の時は私語を慎むこと。 

 ④ 途中で帰る人は、クラス別責任者に申し出ること。 

 ⑤ ゴミは各自持ち帰ること。   ⑥ 貴重品は各自管理すること。 

 ⑦ 受付で配布したリボンは帰る時に本部に返し、抽選をしていくこと。 

 ⑧ 受付に「西日本豪雨災害」と「北海道胆振東部地震災害」の募金箱を設置しています。 

   ご協力いただける方はよろしくお願いします。 

 

５、準備体操                           ヨネックス 

 

６．開会式終了 

各クラスに分かれて練習開始                  司会からアナウンス 

 



 

日程表 

時刻 予定 場所 備考 

8：00 ヨネックスコーチ迎え 三島駅南口 村中事務長 

8：30 協会役員 

開会式担当 

本部棟下 村田、大橋、村中、石川 

 

8：40 コート責任者、補助員集合 本部棟下 「当日役割分担表」参照 

 出席者確認、進め方打ち合わせ   

8：50 受付・ボール準備  本部棟下 全員 

9：00 受付（集金開始） 本部棟下 リボン配布 

 コート準備 各コート コート責任者と補助員 

9：30 開会式 6コート中心に集合  

10：00 各コートに分かれ練習 ５～10コート 本部 弁当受取 支払 

   練習風景撮影 

12：00 練習中断 昼休み 

 

 

各コートフリー 各クラブごとに弁当配布 

模範試合選手は早めに昼

食を済ますこと 

12：45 審判講習と模範試合  

 

実業団選手に挑戦 

５コート：レシーブできるかな？ 

６コート：アタック成功するか？ 

６コートにて 

見学は 5コート、7コー

ト、芝生席で 

解説 村中裕紀子 

（正審）：朝倉裕貴 

（副審）：世古益朗 

選手：青山・菅原・望月友 

ﾖﾈｯｸｽ 大井さん 

13：30 各コートに分かれ練習の続き ５～10コート  

   本部 弁当空 返却 

16：00 練習終了 コート整備 ５～10コート （全員） 

16：15 閉会式 ６コート中心に集合 集合写真撮影 

16：20 閉会式終了リボン回収・抽選  途中で帰る人のリボン回収随時 

 役員、補助員集合 本部片づけ   

16：20 ヨネックスコーチ送り 三島駅 村中事務長 

 

練習の進め方 

１、クラス別に集合し、クラス別責任者（初級：石川、中級：村中またはﾖﾈｯｸｽ）が、

練習（ボールの拾い方を含め）の説明をする。 

２、コートに分かれ、コート責任者の指示で、補助員がボール出し等行う。 

３、練習が変わるごと、１，２の繰り返し 

＊注意事項 

 ① コート責任者、補助員も説明をよく聞いて、練習の趣旨、方法が、コートで

バラバラにならないように、留意すること。 

 ② けがのないように、参加者の行動を注視して、指導すること。 

 ③ 練習のラストがかかったら、すぐに練習を止めボール拾いをさせて、集合を

促すこと。 



ソフトテニスの日 当日役割分担表  

雨天中止決定７時  村田会長 村中理事長 

 

事

前

準

備 

マイク・救急箱用意 村中事務長 

ボール（大岡中、愛鷹中にボールを借りる） 内村常任理事、高橋理事 

教室貸出用ラケットを体育館から持ってくる。 

教室の籠を持ってくる  

受付リボン、抽選クジを用意する 

村中理事長 

弁当予約、お茶の用意 

ヨネックス土産の購入 

当日の弁当配布準備、抽選景品番号札の準備・ボール拾い用具 

田代会計 

田代会計  

大橋副会長 

ラケットの貸出簿の準備 

ヨネックスコーチの依頼 
村中理事長 

景品の提供 各クラブ常任理事 

ヨネックス送迎 村中事務長 

総括（本部） 

   

受付（集金、リボン配布） 

※朝は全員が手伝う 

 

リボン回収、抽選 

※閉会式後は全員が手伝う 

責任者 

 

担当 

 

 

写真担当 

大橋光恵 

村田 

田代、鈴木、内海、

金原 

 

堀田、村中優 

 

業務 

・全体連絡調整 

・参加料集金、会計 

・ラケット貸出 

・弁当配布 

・途中参加者案内 

・練習風景撮影 

初級教室担当 責任者 石川雅之 

    

 

 

 

 

    

    

５コート コート主任 

補助員（クラブ） 

齋藤 秀 

（原 Jr 佐藤）（MOTOR 篠崎） 

（千本 一杉、武井、高橋 ） 

６コート コート主任 

補助員（クラブ） 

山本 連 

（千本ﾃﾆｯｸｽ 岡本、川口、塩崎）         

（千本 長田、秋山、田代、芹澤） 

７コート コート主任 

補助員（クラブ） 

鷲巣鈴恵 

（沼津ｸﾞﾘｰﾝ 田所、平野） 

（さわやか 伊藤、藤井、山本、渡辺） 

中級教室担当 責任者 村中裕紀子・ヨネックス 

 

 

 

 

 

 

８コート コート主任 

補助員（クラブ） 

世古早織 

（高専ｸﾗﾌﾞ 中村、鈴木）（沼津ｸﾞﾘｰﾝ 鈴木） 

（EASTC 望月佳、望月友） 

９コート コート主任 

補助員（クラブ） 

縣 博之 

（SSTC 窪田、鶴淵）（さわやか 大坪） 

（沼津ｸﾞﾘｰﾝ 山田、越水、高橋） 

10 コート コート主任 

補助員（クラブ） 

世古益朗 

（明電舎 朝倉、青山、菅原、小林、加藤） 

 



2018年 ソフトテニスの日 運営役員・補助員名簿 

クラブ名 弁当数 
本部・中級・

初級責任者 
コート主任 補助員 

明電舎 ６  世古益朗 

 

朝倉、青山、菅原、小林、加藤 

 

 

沼津ｸﾞﾘｰﾝ ９ 村中裕紀子 

 

鷲巣鈴恵 田代、田所、平野、越水、山田、 

鈴木、高橋(13 時) 

さわやか ６ 大橋光恵  藤井、山本、大坪、伊藤、渡辺 

 

 

千本クラブ 

千本ｼﾞｭﾆｱ 

７ 

(8) 

石川雅之  一杉、武井、高橋、長田、秋山 

（PM 芹澤）田代 

 

原ジュニア ２  齋藤 秀 佐藤 

 

 

ＳＳＴＣ ３  縣 博之 鶴淵、窪田 

 

 

高専クラブ ２   中村、鈴木 

 

 

ＥＡＳＴＣ ３  世古早織 

 

望月佳奈、望月友美佳 

 

 

ＭＯＴＯＲ ３ 

 

  

 

村田、村中優、篠崎 

千本ﾃﾆｯｸｽ ８  山本 連 堀田、岡本、川口、塩崎、鈴木、

内海、金原 

 

高体連     

中体連     

 

ヨネックス １ 大井コーチ   

合計 ５０(51)    

 

 


