
2021年 10月 13日 

更新登録対象者の皆さま 

公益財団法人 日本テニス協会 

ＪＴＡアカデミー委員会 

                       委員長   植田 実 

                                （公 印 省 略） 

 

公認スポーツ指導者更新登録手続き方法について（お願い） 

 （対象更新者：２０２２年３月有効期限者及び２０２１年９月未更新者） 

 

この度の新型コロナウイルス感染拡大により被害にあわれた方々の一刻も早い回復と皆さま

のご健康を心よりお祈り申し上げます。 

日頃より当協会の行う諸事業に関し、格別のご理解とご協力を頂き厚く御礼を申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、更新登録手続きを下記の手順にて、例年通りお願いさせていた

だくこととなりました。 

各自、研修会・実習活動実績証のコピー（研修ポイントの満たされたカード）を、表と裏両

面及び住所・氏名・電話番号を明記の上、郵送・ＦＡＸまたはメール添付をして下さい。 

その後、公益財団法人日本スポーツ協会より上記手続き終了者へのみ、正式な更新登録の書

類が送られます。今回の研修修了証等の提出のみでは更新登録手続きは完了しませんので、ご

注意ください。 

 以上、お手数をお掛け致しますが、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

＊本案内は１０月６日現在の有効期限を元にお送りしております。 

今回未更新者としてお送りしている方のうち、既に 2021 年１０月 1 日付登録対象として 

登録料を納入いただいている方につきましては、行き違いとなる場合がありますがご了承ください。 

2021 年１０月 1 日付登録料を納入済みの方に対しては日本スポーツ協会より１１月下旬（または 10 月下旬）

に登録証が発行されます。 

記         

＜登録手続きの流れ＞ 

① 

提出先 
問合先 各所属都道府県協会 日本テニス協会 

資格 
コーチ１（指導員） 
コーチ２（上級指導員） 

コーチ３(コーチ)・コーチ４（上級コーチ） 
・教師・上級教師・複数有資格者 

・更新のための研修ポイントの満たされた研修会実習活動実績証のコピーまたは、 

研修会の受講を証明できるものを郵送、ＦＡＸまたはメールして下さい。 

※コーチ１・２については裏面の送付先にご確認をお願いいたします。 

・ＪＴＡカンファレンス 2021 をご受講いただいた方は日本スポーツ協会マイページのコピー

を一緒に提出ください。 

＜締切： ２０２１年 １１月 １５日（月）迄にお願いいたします＞ 

※上記を過ぎた場合手配が間に合いませんので厳守でお願いいたします。 

お問合せは、提出先のテニス協会にお願いいたします。 

   

②公益財団法人 日本スポーツ協会 → ①の手続き完了更新者へ  

・ 更新登録のための正式な書類が送られます。＜１月末頃の予定＞ 

・ ご案内書類の要領にて、（公財） 日本スポーツ協会へ登録申請手続きをして下さい。 

 

③ ②の申請手続き完了更新者へ、（公財）日本スポーツ協会より登録証を発行送付致します。 
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都道府県テニス協会 〒 住所１ 住所２ TEL FAX E-mail
北海道テニス協会 062-0905 北海道札幌市豊平区豊平五条11丁目1-1 北海道立総合体育センター内 011-820-1670 011-820-1671 hta@oregano.ocn.ne.jp
青森県テニス協会 030-0813 青森県青森市松原3-14-27 タケダビル210号 090-1066-5588 017-752-9466 aomoriken-tennis@round-usa-5166.hiho.jp
秋田県テニス協会 010-0974 秋田県秋田市八橋運動公園1-5 秋田県スポーツ科学センター3F 018-863-2940 018-863-2940 ata@akita-tennis.com
(一社）岩手県テニス協会 020-0122 岩手県盛岡市みたけ4丁目11-55　3号 019-646-7780 019-646-7780 ita03@arion.ocn.ne.jp
山形県テニス協会 990-0075 山形市落合町１０７５番地２ 仁藤　輝夫気付 090-9634-0340 023-631-6002 info@ypta.com
宮城県テニス協会 983-0812 宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町101の2 F ＣＮＳビル１ 022-292-1300 022-292-1121 mtajimu@nifty.com
福島県テニス協会 965-0809 福島県会津若松市城南町1-36 戸川稔朗様気付 0242-26-9011 郵送にてお願いします togawa@aizuta.net
新潟県テニス協会 950-2075 新潟県新潟市西区松海が丘2-21-15 普及指導委員長　西海幸頼様気付 025-230-6657 郵送にてお願いします satorutennis@sea.plala.or.jp
長野県テニス協会 390-0852 長野県松本市島立929-9 0263-48-6883 0263-48-6663 imtc@go.tvm.ne.jp
富山県テニス協会 939-2718 富山県富山市婦中町分田272-1 スポーツメイトアキレス内 076-491-1386 076-495-6990 nakanisi@mub.biglobe.ne.jp
石川県テニス協会 921-8105 石川県金沢市平和町2-13-18 NEW ALKO 2階 076-227-9201 076-227-9204 ita@p2223.nsk.ne.jp
福井県テニス協会 910-0859 福井県福井市日之出4丁目15-14 川崎敏弘様気付 0776-22-5866 0776-22-5866 prince15@mx2.fctv.ne.jp
（一社）東京都テニス協会 166-0002 東京都杉並区高円寺北3-22-3 デルコホームズ5F 03-5327-2733 03-5327-2766 tmta@tokyo-tennis.jp
神奈川県テニス協会 231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-5-5 関内スクエアビル306 080-7793-8317 045-663-0558 office@kanagawa-tennis.jp
埼玉県テニス協会 362-0031 埼玉県上尾市東町3-1679 スポーツ総合センター2階 048-778-1213 048-778-1214 jimukyoku@sta-tennis.org
千葉県テニス協会 270-1424 千葉県白井市堀込1-1-19 一越ビル3F 047-497-1425 047-497-8431 cta@mu2.so-net.ne.jp
群馬県テニス協会 371-0014 群馬県前橋市朝日町2-11-14 027-223-7800 027-223-7803 gta@g-tennis.jp
栃木県テニス協会 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町390-1 ホワイトローズI １０２ 028-688-0305 028-688-0306 tta_tennis@yahoo.co.jp
茨城県テニス協会 310-0803 茨城県水戸市城南3-9-32 ロマ－ヌ水戸１０１ 029-233-5672 029-233-5674 ibta@bf.mbn.or.jp
山梨県テニス協会 400-0822 山梨県甲府市里吉1-9-8 055-223-2743 055-223-2743 yamanasikentenisu@yahoo.co.jp
静岡県テニス協会 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-46 大地スポーツ内 054-254-2525 054-254-2527 takeshi@aoyamasp.co.jp
岐阜県テニス協会 502-0846 岐阜県岐阜市津島町4-72 磯邉和正様気付 058-232-4086 058-338-3853 isobe@gifu-tennis.jp
愛知県テニス協会 464-0836 愛知県名古屋市千種区菊坂町2-2 シャトレ高木３Ａ 052-751-0639 052-751-0850 toukai-tennis@mte.biglobe.ne.jp
三重県テニス協会 513-0814 三重県鈴鹿市東玉垣町2665-2 河本美代子様気付 059-395-6707 059-395-6707 mtajimkyoku@yahoo.co.jp
滋賀県テニス協会 520-0837 大津市中庄 2-12-10 高岡　滋様気付 077-537-2167 郵送にてお願いします sgrtakaoka@ybb.ne.jp
京都府テニス協会 604-8845 京都府京都市中京区壬生東高田町2-1-212 075-326-3745 075-326-3965 takyoto@apricot.ocn.ne.jp
大阪府テニス協会 550-0003 大阪府大阪市西区京町掘2-13-1 ギャラリー京町堀ビル211 06-6459-3783 06-6459-3784 ota-office@otatennis.jp
（一社）兵庫県テニス協会 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬967-6 ハイツ・エフォート101号 078-974-7787 078-974-0948 h-tennis-a@able.ocn.ne.jp
和歌山県テニス協会 640-8451 和歌山県和歌山市中639-14 森川聡様気付 073-453-6102 073-453-6102 wakayama.t.a@nifty.com
奈良県テニス協会 631-0002 奈良県奈良市東登美ケ丘4-23-4 ダイヤモンドテニスクラブ学園前内 080-9747-2118 郵送にてお願いします narata@kcn.jp
岡山県テニス協会 700-0012 岡山県岡山市北区いずみ町2-1-3 岡山県総合グランドクラブ2Ｆ 086-256-5445 086-256-5455 info@optanet.jp
広島県テニス協会 732-0052 広島県広島市東区光町2-9-30 竹本ビル３０５号 082-209-5200 082-209-5201 office@hta-tennis.jp
山口県テニス協会 754-0002 山口県山口市小郡下郷1219-22 083-973-6362 083-973-0071 ypta@car.ocn.ne.jp
鳥取県テニス協会 680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1-112-3 田村ビル3Ｆ　テニスショップフラシーノ内0857-32-5578 0857-32-5579 frassino@nifty.com
島根県テニス協会 690-0015 島根県松江市上乃木3-15-36-201 芦山洋子様気付 090-6839-2125 0852-32-8590 yokoyoshiyama@yahoo.co.jp
香川県テニス協会 760-0078 香川県高松市今里町1-32-8 植田道代様気付 087-861-3643 087-861-3643 kta@kagawa-tennis.org
徳島県テニス協会 770-8082 徳島県徳島市八万町川南27-1 テニスサロンローランギャロス 088-668-8141 088-668-8141 ts-roland-garros@mc.pikara.ne.jp
愛媛県テニス協会 790-0031 愛媛県松山市雄郡2-9-25 第一石原ビル106 089-947-7040 089-947-7044 ehime-ta@nifty.com
高知県テニス協会 780-8050 高知県高知市鴨部1476-11 ロイヤルハイツ105号 088-843-7398 088-843-7397 ktennis@md.pikara.ne.jp
福岡県テニス協会 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2-14-26 東洋薬院ビル５Ｆ 092-722-1605 092-722-1607 qsyu-tennis@isis.ocn.ne.jp
熊本県テニス協会 862-0956 熊本県熊本市水前寺公園28-51 熊本テルサ内 096-382-9601 096-382-9601 k-tennis@cronos.ocn.ne.jp
大分県テニス協会 879-5531 大分県由布市挾間町谷350-2 090-5483-0074 097-583-2758 opta@opta.jp
長崎県テニス協会 850-0802 長崎市伊良林2丁目17-28 長崎県テニス協会　菊田　広様気付 090-6636-9370 095-846-1130 hkikuta@nifty.com
佐賀県テニス協会 849-0923 佐賀県佐賀市日の出2-1-11 佐賀県スポーツ会館内 0952-20-0774 0952-20-0866 mail@saga-tennis.com
鹿児島県テニス協会 892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町2-3 そうしん本店ビル3F 099-222-4969 099-201-5296 jimu@kagoshima-tennis-association.jp
宮崎県テニス協会 880-8545 宮崎県宮崎市山崎町浜山 シーガイアテニスアカデミー内 0985-21-1322 0985-21-1312 mtennis@mtennis.org
沖縄県テニス協会 901-0152 沖縄県那覇市小禄1-3-25 パラシオ大橋101号 098-858-9120 098-858-8683 ota2000@dream.ocn.ne.jp

（公財）日本テニス協会 160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 Japan Sport Olympic Square 7F 03-6812-9271 03-6812-9275 coach@jta-tennis.or.jp

各都道府県テニス協会連絡先
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