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公益社団法人日本テニス事業協会
２０２０年度 事業報告書

（２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）

主な行事会議開催記録

２０２０年

５月７日(木) 2020年度第１回幹部会
リモート開催 （全 国）

５月13日(水) 2020年度第２回幹部会
リモート開催 （全 国）

５月14日(木) 2020年度第１回資格委員会・テニスプロデューサー会議
リモート開催 （全 国）

５月22日(金) 2020年度第１回理事会
リモート開催 （全 国）

５月29日(金) 2020年度第３回幹部会
リモート開催 （全 国）

６月17日(水) 2020年度第４回幹部会
メルパルク東京 （東 京 都）

６月17日(水) 第28回定時総会
メルパルク東京 （東 京 都）

６月19日(金) テニスクラブ・スクール会員在籍数調査 （全 国）

７月８日(水) 2020年度第２回資格委員会・テニスプロデューサー会議
リモート開催 （全 国）

７月８日(水) 2020年度第５回幹部会
リモート開催 （全 国）

７月15日(水) 2020年度テニス事業に関わる租税及び経営に関する状況調査 （全 国）

８月19日(水) 2020年度第６回幹部会
リモート開催 （全 国）

８月25日(金) クラブ部会主催「第50回後継者の会」
リモート開催 （全 国）

９月10日(木) 2020年度第３回資格委員会・テニスプロデューサー会議
リモート開催 （全 国）

９月10日(木) 2020年度第２回理事会
リモート開催 （全 国）

９月10日(木) 2020年度緊急幹部会
リモート開催 （全 国）

９月25日(金) コーチ部会主催「テニスコーチのためのコーチング講座2020 第１回」
リモート開催 （全 国）
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９月28日(月) スクール部会主催「第五期スクール経営研究会 第１回」
リモート開催 （全 国）

10月６日(火) マネージャー部会主催「エグゼクティブコーチング講座2020 第１回」
リモート開催 （全 国）

10月８日(木) 2020年度日本テニス連合会議
リモート開催 （全 国）

10月20日(火) 経営勉強会 ＴＯＰＧＵＮ ＰＲＯＪＥＣＴ2020
オンライン配信 （全 国）

10月21日(水) 2020年度第４回資格委員会・テニスプロデューサー会議
リモート開催 （全 国）

10月21日(水) 2020年度第８回幹部会
リモート開催 （全 国）

10月26日(月) テニスクラブ・スクール会員在籍数調査／
新型コロナウイルスによる影響状況・臨時調査 （全 国）

11月10日(火) クラブ部会主催「第51回後継者の会」
リモート開催 （全 国）

11月13日(金) フロント部会主催「第六期“フロント育成塾” 第１回」
リモート開催 （全 国）

11月16日(月) スクール部会主催「第五期スクール経営研究会 第２回」
リモート開催 （全 国）

11月17日(火) マネージャー部会主催「エグゼクティブコーチング講座2020 第２回」
リモート開催 （全 国）

11月18日(水) 第15回テニスプロデューサー資格認定講習会＆試験
～20日(金) 小田急明治安田生命ビル （東 京 都）

ノアインドアステージ(株)大阪事務所 （大 阪 府）

11月26日(木) 2020年度第９回幹部会
リモート開催 （全 国）

11月26日(木) 2019年度第５回資格委員会・テニスプロデューサー会議
リモート開催 （全 国）

11月27日(金) コーチ部会主催「テニスコーチのためのコーチング講座2020 第２回」
リモート開催 （全 国）

12月１日(火) テニスプロデューサー有資格者限定研修会
オンライン配信 （全 国）

12月10日(木) 2020年度第３回理事会
リモート開催 （全 国）

12月11日(金) フロント部会主催「第六期“フロント育成塾” 第２回」
リモート開催 （全 国）

12月14日(月) 2020年度日本テニス連合会議
リモート開催 （全 国）
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２０２１年

１月８日(金) 2020年度第10回幹部会
リモート開催 （全 国）

１月15日(金) フロント部会主催「第六期“フロント育成塾” 第３回」
リモート開催 （全 国）

１月18日(月) スクール部会主催「第五期スクール経営研究会 第３回」
リモート開催 （全 国）

１月19日(火) マネージャー部会主催「エグゼクティブコーチング講座2020 第３回」
リモート開催 （全 国）

１月22日(金) コーチ部会主催「テニスコーチのためのコーチング講座2020 第３回」
リモート開催 （全 国）

１月26日(火) クラブ部会主催「第52回後継者の会」
リモート開催 （全 国）

２月12日(金) フロント部会主催「第六期“フロント育成塾” 第２回」
リモート開催 （全 国）

２月25日(木) 2020年度第６回資格委員会・テニスプロデューサー会議
リモート開催 （全 国）

２月25日(木) 2020年度第11回幹部会
リモート開催 （全 国）

３月９日(火) クラブ部会主催「第53回後継者の会」
リモート開催 （全 国）

３月12日(金) 2020年度日本テニス連合会議
リモート開催 （全 国）

３月15日(月) スクール部会主催「第五期スクール経営研究会 第４回」
リモート開催 （全 国）

３月16日(火) マネージャー部会主催「エグゼクティブコーチング講座2020 第４回」
リモート開催 （全 国）

３月18日(木) 2020年度第４回理事会
リモート開催 （全 国）

３月25日(木) 2020年度第１回安全委員会
リモート開催 （全 国）

３月26日(金) コーチ部会主催「テニスコーチのためのコーチング講座2020 第４回」
リモート開催 （全 国）

１．テニス事業に関する調査及び研究（定款第４条第１号関係）

ア．テニス事業に関わるデータ管理業務の充実・強化【総務委員会】
テニス事業の動向変化等を詳細に把握し、テニス事業の将来の事業展開への参考や新規参入検

討企業、大学等研究機関、メディアなど外部からの問合せにも対応することを目的に、全国のテ
ニス事業に係わる種々の実態把握を行いました。
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なお、集計データは広報紙やホームページなどを通じて施設利用者を含め広く公開をいたしま
した。
①テニスクラブ・スクール会員在籍数調査
【実施概要及び結果】
目 的：本調査は、テニス事業の発展と普及のための基礎資料作りとして、民間のテニスク

ラブ・スクールの会員在籍数を把握することを目的として実施いたしました。
期 間：2020年６月19日(金)～７月15日(水)
発送方法：郵送にて加盟事業者代表者宛に調査票を送付。
回収方法：ＦＡＸによる回答。
回 答 数：344事業所（対象数532事業所）
回 答 率：65.0％

②テニスクラブ・スクール会員在籍数調査（新型コロナウイルスによる影響状況・臨時調査）
【実施概要及び結果】
目 的：本臨時調査は、今回の新型コロナウイルスが一番大きく影響したと考えられる５月

末と９月末時点での会員在籍数をそれぞれ昨年対比することで、テニス事業界の実
態を把握することを目的として実施いたしました。

期 間：2020年10月26日(月)～11月16日(月)
発送方法：郵送にて加盟事業者代表者宛に調査票を送付。
回収方法：ＦＡＸによる回答。
回 答 数：291事業所（対象数515事業所）
回 答 率：57.0％

イ． 環境問題への取り組みに関する調査及び研究【総務委員会】
人々の健康と密接な関係にあるスポーツ事業者として、地球環境の保全に向けた各種活動には

積極的に参画して参ります。「Fun to Share」への具体的取り組みとして以下の項目についての
推奨を行いました。
①「砂入り人工芝のリサイクル」
②「テニスボールのリユース」

ウ．テニス事業に関わる租税及び経営に関する調査及び研究【税制委員会】
【実施概要及び結果】
名 称：2020年度テニス事業に関わる租税及び経営に関する状況調査
目 的：本調査は、テニス施設用地の税負担を中心とした視点でテニス施設経営の現状を把

握し、会員の皆様にテニス事業の現況をご報告し、経営の参考にしていただく事を
目的として定点観測方式での実施といたしました。

期 間：2020年７月15日(水)～８月14日(金)
発送方法：郵送にて複数事業所分も含め、全国より抽出した加盟事業者代表者宛に調査票を送

付。
回収方法：調査票送付時に返信用封筒同封、なお、ＦＡＸでの回答も可とした。
回 答 数：123事業所（対象数220事業所）
回 答 率：55.9％
報 告：会員宛に2021年６月に下記を送付予定。

・2020年度テニス事業に関わる租税及び経営に関する状況調査についての報告書

エ．安全・危機管理に関する調査及び研究【安全委員会】
テニス施設内における現状の安全管理や事故事例等の調査を行い、事故に対する事前準備や事

故後の対応についての指針を作成するとともに広報誌やホームページなどを通じ、安全および危
機管理の意識向上・啓蒙を目的に、各種安全管理ツールや安全管理通信として公開しました。

オ．広報紙“JTIA News!”の編集と発行【広報委員会】
広報紙「JTIA News!」を下記のスケジュールにて発行し、各種調査及び研究資料の公開や国民

に身近なスポーツであるテニスの事業運営に関する情報を掲載するなどしました。
（１）「JTIA News!」VOL.84号は2020年９月に発行
（２）「JTIA News!」VOL.85号は2021年１月に発行
（３）「JTIA News!」VOL.86号は2021年３月に発行

カ．ホームページ・メールマガジンの運用【広報委員会】
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各種調査及び研究資料の公開や国民に身近なスポーツであるテニスの事業運営に関する情報の
提供を目的とし、ホームページとメールマガジンの運用を行いました。

２．テニス事業に関する優秀な経営者並びに管理者の養成及び資格認定（定款第４条第２号関係）

ア．テニスプロデューサー資格制度の充実【資格委員会】
テニス事業に関わる経営者および管理者の資質と能力向上を目的に講習会・試験を実施いたし

ました。
また、資格取得後の更なる資質と能力の向上を図るために有資格者限定の講習会を開催いたし

ました。
【開催概要及び結果】
１．名 称：第12回テニスプロデューサー有資格者限定研修会

期 日：2020年12月１日(火)
開催形態：オンライン配信
参 加 者：84名

２．名 称：第15回テニスプロデューサー資格認定講習会＆試験
期 日：2020年11月18日(水)～20日(金)
会 場：①(公社)日本テニス事業協会 会議室

②ノアインドアステージ(株) 会議室
対 象：テニス事業の経営者・支配人及びヘッドコーチ、フロントチーフ等
受講・受験者：16名
聴 講 者：０名

３．テニス事業に関するセミナー、研修会等の開催（定款第４条第３号関係）

ア．第32回日本テニス産業セミナーの開催【研修委員会】
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため開催はせず、次年度の開催についての検討を
いたしました。

イ．経営勉強会の開催【研修委員会】
「TOPGUN PROJECT 2020」
【実施概要及び結果】
期 日：2020年10月20日(火)
開催形態：オンライン配信
後 援：公益社団法人日本プロテニス協会
構 成：１．講師による講演

２．事例紹介
参 加 者：104名
講 師：１．プロゴルファー・ゴルフ解説者 タケ小山（小山 武明）氏

『屋根裏のプロゴルファーが語る「世界のゴルフとスポーツビジネス」』
２．ジュンレオ 支配人 中間 亮氏

『テニスコーチも脳で汗かけ！！Ⅱ』
３．(公財)日本スポーツ協会 スポーツ科学研究室 室長代理 青野 博氏

『「アクティブ・チャイルド・プログラム」を知っていますか？』
４．東京学芸大学附属小金井小学校 教諭

公益財団法人日本テニス協会 普及委員 今井 茂樹氏
『小学校体育におけるテニス型授業「テニピン」の普及を目指して』

ウ．安全・危機管理セミナーの開催【安全委員会】
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため開催はせず、次年度の開催についての検討を
いたしました。

エ．部会別勉強会の開催
①クラブ経営者の勉強会・情報交換会の開催【クラブ部会】
【実施概要】
１．「第50回クラブ部会後継者の会」
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期 日：2020年８月25日(金)
開催方法：リモート開催
参 加 者：15名

２．「第51回クラブ部会後継者の会」
期 日：2020年11月10日(火)
開催方法：リモート開催
参 加 者：10名

３．「第52回クラブ部会後継者の会」
期 日：2021年１月26日(火)
開催方法：リモート開催
参 加 者：13名

４．「第53回クラブ部会後継者の会」
期 日：2021年３月９日(火)
開催方法：リモート開催
参 加 者：13名

②スクール経営者の勉強会・情報交換会の開催【スクール部会】
【実施概要】
１．「第五期スクール経営研究会」

テ ー マ：アフターコロナに備えてステップアップ！
期 日：第１回 2020年９月28日(月)

第２回 2020年11月16日(月)
第３回 2021年１月18日(月)
第４回 2021年３月15日(月)

開催方法：リモート開催
参 加 者：第１回 17名

第２回 14名
第３回 16名
第４回 17名

③マネージャー（事業部長・支配人等）の勉強会・情報交換会の開催【マネージャー部会】
【実施概要】
１．「支配人養成塾 エグゼクティブコーチング講座2020」

テ ー マ：サステナビリティの高い組織と自己基盤の相関性を学ぶ
期 日：第１回 2020年10月６日(火)

第２回 2020年11月17日(火)
第３回 2021年１月19日(火)
第４回 2021年３月16日(火)

講 師：みずさき ゆみ氏
（パフォーマンスコーディネーター・スポーツメンタルコーチ）

開催方法：リモート開催
参 加 者：第１回 23名

第２回 21名
第３回 21名
第４回 21名

④コーチ対象講習会・勉強会・情報交換会の開催【コーチ部会】
【実施概要】
１．「テニスコーチのためのコーチング講座2020」

テ ー マ：気づきを引き出す設計図2020
～自己基盤の確立をベースとしたコーチングスキル習得～

期 日：第１回 2020年９月25日(金)
第２回 2020年11月27日(金)
第３回 2021年１月22日(金)
第４回 2021年３月26日(金)

講 師：みずさき ゆみ氏
（パフォーマンスコーディネーター・スポーツメンタルコーチ）

開催方法：リモート開催



- 7 -

参 加 者：第１回 30名
第２回 30名
第３回 27名
第４回 25名

⑤フロント対象講習会・勉強会・情報交換会の開催【フロント部会】
【実施概要】
１．「第六期フロント育成塾｣

テ ー マ：気づきを引き出す設計図2020
～現場で活躍する人材に必要な自己重要度の育み方～

期 日：第１回 2020年11月13日(金)
第２回 2020年12月11日(金)
第３回 2021年１月15日(金)
第４回 2021年２月12日(金)

講 師：みずさき ゆみ氏
（パフォーマンスコーディネーター・スポーツメンタルコーチ）

開催方法：リモート開催
参 加 者：第１回 19名

第２回 17名
第３回 18名
第４回 17名

４．テニス事業に関する普及及び啓発（定款第４条第４号関係）

ア．キッズ＆ジュニアテニスカーニバルの開催【普及委員会】
会場である有明テニスの森公園がオリンピック関連改修工事のため、本年度は開催いたしま
せんでした。

イ．東京都知事杯有明チームテニスコンペティションの開催【事業委員会／普及委員会】
会場である有明テニスの森公園がオリンピック関連改修工事のため、本年度は開催いたしま
せんでした。

ウ．有明の森スポーツフェスタの開催【普及委員会／事業委員会】
会場である有明テニスの森公園がオリンピック関連改修工事のため、本年度は開催いたしま
せんでした。

エ．テニス・トリプルス全国大会の開催【普及委員会】
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は開催いたしませんでした。

５．テニス事業に関する苦情処理等（定款第４条第５号関係）

ア．テニス消費者苦情電話相談センターの運営【広報委員会】
昨今、クラブやスクールの運営や施設等において、それ自体あるいはそれから派生する様々な問

題について、消費者から苦情として取りあげられる事例が発生しています。これらの苦情は事業者
の経営上ならびに運営上のやむを得ない事由に起因するものも含め多岐にわたっています。しかし
ながら、いかなる場合にも誠意を持って対応しなければ、処置を誤るという事態を招くことにもな
りかねず、このような趣旨から、消費者苦情電話相談センターを運営いたしました。

６．テニス事業に関する内外関係機関等との交流及び協力（定款第４条第６号関係）

ア．テニスの日推進協議会への参画【普及委員会】
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は開催いたしませんでした。

イ．日本テニス連合への参画【普及委員会】
今年度は、昨年度に引き続き「テニスの普及」に関してＩＴＦ（国際テニス連盟）が推奨する
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「TENNIS P＆S」並びにＪＴＡ（日本テニス協会）が推奨する小学校テニス型授業「テニピン」を
テニス界に広める活動を行いました。

ウ．テニス活性化委員会への参画【普及委員会】
「テニススマイル（http://www.tennissmile.jp/）」のウェブサイトを通じて、テニス愛好者

やテニス事業者に役立つ情報発信に協力いたしました。

７．テニス事業に関する各種商品・サービスの販売及び斡旋事業（定款第５条第１号関係）

ア．各種テニス関連商品の斡旋及び販売【事業委員会】
(１)“テニス施設総合補償制度”の斡旋

【本年度加入実績：57社78事業所】
(２)テニスクラブ・テニススクール管理運営ソフト“ペガサス”“サービスエース”の斡旋
(３)“ＪＴＩＡオリジナルスクールのぼり”の販売

【本年度販売実績：延べ40事業所、324枚】
(４)“オリジナルテニスティッシュ”の斡旋
(５)ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の斡旋
(６)クレジット決済システム“リターンエース”の斡旋
(７)“砂入り人工芝リサイクル”の斡旋

８．指定管理事業（定款第５条第２号関係）

ア．指定管理事業の運営【事業委員会】
今年度は下記の施設を管理運営いたしました。
①豊島区立三芳グランド（埼玉県入間郡三芳町）
②有明テニスの森公園（東京都江東区）

９．その他の事業（相互扶助等事業）（定款第５条第３号関係）

ア．消費者育成イベント等の開催及び後援【総務委員会】
①開 催：１．第42回牧野杯初めてのジュニアテニス大会

会 期：2020年９月27日(日)・10月17日(土)
会 場：ばんけいの森テニスコート（北海道札幌市）
参 加 者：95名

②後援事業：１．SPORTEC2020
主 催：SPORTEC実行委員会
会 期：2020年12月２日(水)～４日(金)
会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区）

２．XT8 BRIDGESTONE CUP 第37回徳島インドアテニス選手権大会
主 催：テニスアリーナガーデン
会 期：2020年12月29日(火)～30日(水)・2021年１月３日(日)
会 場：テニスアリーナガーデン（徳島県徳島市）

イ．会員数の拡大推進活動【総務委員会】
本協会はテニス事業の社会的地位の向上を目的に活動している団体であることを非加盟テニス

事業者に周知し、テニス事業者が困った時に相談出来るような体制を整え、テニス事業者に役立
つ情報提供を行い、積極的に会員数の拡大を進めるための活動を行いました。

ウ．地区組織活性化の推進【総務委員会】
【実施概要及び結果】
開催地区：１．北海道テニス事業協会・第３回北海道グリーンボールテニス大会

会 期：2020年７月４日(土)・５日(日)
会 場：ばんけいの森テニスコート（北海道札幌市）
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参 加 者：41名
２．近畿テニス事業協会・情報交換会

会 期：2020年11月10日(火)
会 場：リモート開催
参 加 者：21名

３．近畿テニス事業協会・集客セミナー
会 期：2020年12月17日(木)
会 場：リモート開催
参 加 者：41名

４．近畿テニス事業協会・安全セミナー
会 期：2021年２月２日(火)
会 場：リモート開催
参 加 者：10名

５．埼玉県テニス事業協会・管理者指導者研修会
会 期：2021年２月４日(木)
会 場：リモート開催
参 加 者：20名

６．東京都テニス事業協会・2021テニスサービスセミナー IN TOKYO
会 期：2021年３月22日(月)
会 場：リモート開催
参 加 者：29名

７．神奈川県テニス事業協会・
2021フレッシュジュニアヤマユリカップ グリーンボール大会

会 期：2021年３月28日(日)
会 場：山田総合グラウンドテニスコート（神奈川県足柄郡大井町）
参 加 者：18名

エ．賛助会員意見交換会の開催【総務委員会】
【実施概要】
１．名 称：正会員／賛助会員テニス＆ゴルフ一泊懇親会

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は開催いたしませんでした。
２．名 称：JTIA賛助会員とJTIA役員／正会員の新春賀詞交歓会

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は開催いたしませんでした。

オ．日本テニスチーム大会の開催【事業委員会】
【実施概要及び結果】
名 称：2020雑賀杯 日本テニスチーム大会の地区及び地域開催
特別協賛：株式会社ダンロップスポーツマーケティング
地区大会：１．雑賀杯 日本テニスチーム大会・北海道大会

会 期：2020年10月18日(日)
会 場：ばんけいの森テニスコート
参 加 数：６チーム36名

２．雑賀杯 日本テニスチーム大会・東京都テニスチーム大会
会 期：2020年11月21日(土)
会 場：加盟参加事業所
参 加 数：２チーム（１チーム６名）

３．雑賀杯 日本テニスチーム大会・神奈川大会
会 期：2020年11月23日(祝・月)
会 場：松原テニスクラブ横浜（神奈川県横浜市）
参 加 数：８チーム（１チーム６～８名）

地域大会：１．雑賀杯 日本テニスチーム大会・東日本大会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は開催いたしませんでし
た。

２．雑賀杯 日本テニスチーム大会・西日本大会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は開催いたしませんでし
た。

全国大会：雑賀杯 日本テニスチーム大会・全国大会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は開催いたしませんでした。
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カ．テニススクール活性化プロジェクト【スクール部会】
本協会の加盟事業所間における「全国スクール間レッスン振替システム“どこでもテニス”」

および「（仮称）長寿テニス番付」導入に関する調査・検討を行い、“どこでもテニス”の部会
内における試験的運用を継続実施しました。開始に関しては、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から保留中です。

１０．理事会・総会報告

ア．理事会
１．2020年度第１回理事会

日 時：2020年５月22日(金) 14:00～16：10
場 所：リモート開催
出 席 者：理事25名（理事現在数30名、定足数16名）

監事３名（現在数３名）
主な審議事項、承認事項

①2019年度事業報告書（案）の承認
②2019年度決算報告書（案）の承認及び監査報告
③第15期役員改選（案）承認の件
④第28回定時総会招集の決定

２．2020年度臨時理事会
日 時：2020年６月17日(火) 14:45～14:50
場 所：メルパルク東京
出 席 者：理事19名（理事現在数29名、定足数15名）

監事３名（現在数３名）
主な審議事項、承認事項

①代表理事並びに業務執行理事の選定
３．2020年度第２回理事会

日 時：2020年９月10日(木) 14:00～16:35
場 所：リモート開催
出 席 者：理事23名（理事現在数29名、定足数15名）

監事２名（現在数３名）
主な審議事項、承認事項

①2020年度事業の件
②新入会員承認の件

４．2020年度第３回理事会
日 時：2020年12月10日(木) 14:00～16:40
場 所：リモート開催
出 席 者：理事24名（理事現在数29名、定足数15名）

監事３名（現在数３名）
主な審議事項、承認事項

①2020年度事業の件
②新入会員承認の件
③2021年度事業の件

５．2020年度第４回理事会
日 時：2021年３月18日(木) 14:00～16:50
場 所：リモート開催
出 席 者：理事23名（理事現在数39名、定足数15名）

監事３名（現在数３名）
主な審議事項、承認事項

①協会設立30周年記念事業の件
②テニス倫理観・道徳観 啓蒙プロジェクトの件
③2021年度事業計画書(案)承認の件
④2020年度決算見込み及び2021年度予算書(案)承認の件
⑤退職金規程改定(案)承認の件
⑥新入会承認の件
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⑦「テニス新時代」冊子無料提供承認の件

イ．総会
１．第28回定時総会

日 時：2020年６月17日(水) 14:00～15:10
場 所：メルパルク東京
出 席 者：会員148名（構成員数214名）
主な審議事項、承認事項

①2019年度決算報告書（案）の承認及び監査報告
②第15期役員選任の件

１１．会員の入会・退会状況

2020年度 前年度末現在 入 会 退 会 ３月31日現在
会員数 (期末)会員数

正 会 員 ２１５ ４ ４ ２１５

賛 助 会 員 ６８ ４ ７ ６５

ア．正会員
①入 会：PLACE OF SPORTS NEO（北海道）

厚木国際インドアテニスクラブ（神奈川県）
(株)三友スポーツマネジメント（神奈川県）
ワールドテニスクラブ（神奈川県）

②退 会：オークランド・テニスクラブ（千葉県）
二和クラシックテニスクラブ（千葉県）
秋山テニスサービス（神奈川県）
ファーストシティテニスクラブ（神奈川県）

イ．賛助会員
①入 会：(株)ASURA

Gift Your Life(株)
(株)シーズコア
(株)ラコステジャパン

②退 会：NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス
(株)新光トレーディング
(株)住ゴム産業
大和ハウス工業(株)
(株)デセオ＆カンパニー
(株)PURE BALANCE
ブリヂストンスポーツ(株)


