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理事長
堀田　稔

平成２１年４月５日、ガレリアにおいて、平成２０年度の評議委員会を、開催しました。
事業実績・決算報告をはじめとする、全議案が可決・承認されました。

今年で、協会設立３０周年記念の、節目の年を迎えることになりました。
人生で云えば、円熟期を迎へ、 これからますます充実した時期にあたるこの年に、かねてから 平成２０．２１年度・役員
入院・療養中の、濱﨑会長がご逝去されました。　ご葬儀は、セレマ亀岡シティーホールにて、 役  職 氏名 所属
４月３日に、お通夜、翌日の４月４日に、告別式が、多くの方々が参列され、粛々と執り行われました。 名　誉　会　長 遠山 泰之 亀高ＯＢ
生前の濱﨑会長は、亀岡市卓球協会会長としての立場から、指導力を十分に発揮されて、 会　　　 長 段本　勇 西台クラブ
当協会の円滑な運営と発展のために、ご尽力いただきました。 副　会　長 秋山　龍作 西台クラブ
これからも、協会発展に、益々のご活躍を期待されていたのに誠に残念でなりません。 理  事　長 堀田  稔 亀岡卓研
協会員皆様全員で、哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りしたいと思います。　　・・・　合掌　・・・ 副理事長 秋山　龍作 西台クラブ

理事（事務局長） 塩瀬　潮実 スマッシュ大井
さて、平成２０年度事業計画は、皆様のご協力により、ほぼ計画通り遂行することができました。 理事（副事務局長） 山口　重次 稗田野クラブ
会員皆様をはじめ、関係者の方々に対して、厚く御礼申し上げます。 理事（会計） 美馬　正信 稗田野クラブ
平成２０年度の、全事業(卓球大会)総参加人数が１,０６２名（１９年度１,２４１名）と、昨年より減りました。 理事（副会計） 津田　和久 サタデ－ピンポン

主な要因は、京都での大会と日程が重複した影響と、考えています。 理事（審判長） 北村　和夫 マロン
また、ジュニア教室、シニア教室、外部講師を招いての卓球技術講習会をそれぞれ実施いたしました。 理事（副審判長） 中尾　浩朗 サタデ－ピンポン

３０周年を迎えた今年は、記念事業計画を、皆様のご提案・ご意見を参考に、まとめたいと思っています。 理  事（新任） 岡　　貞美 マロン
良いアイデアがありましたら、当協会理事までお願いします。広く会員に実のある記念事業を企画・実施 理  事（新任） 小杉山登代美 西台クラブ
したいと考えています。 理  事（新任） 西垣　嘉博 亀高ＯＢ
また、濱﨑会長の後任として西台ホールの段本 勇氏が、会長に就任していただくことになりました。 理  事（新任） 湯浅　恵子 園部卓友会
今年も更なる飛躍を目指して、役員一同頑張りますので、皆様方のご支援ご協力をよろしくお願いします。 理  事（新任） 並河　絹子 篠卓クラブ

理  事（新任） 堀　　裕治 さくらクラブ
平成２１年度事業計画(大会)予定 理  事（新任） 菅原　清司 亀稜クラブ

開催日 大  会  名 会場 理  事（新任） 池田　義明 Ｈ・ＭＴＴＣ
　４月２９日（水） 協会春季卓球大会　（昭和の日） 小 理  事（新任） 瀬本　千賀子 オ－ル亀岡
　６月２１日（日） 第２９回市民卓球大会 大 理  事（新任） 林　　弥須子 亀岡リバティー
　８月２３日（日） 第３０回平和祭卓球大会 大 理  事（新任） 片山　福 亀岡リバティー
　９月２０日（日） 第９回会長杯 小 会計監査 和田　光夫 亀岡卓研
　９月２１日（月）　　＊第３２回府民総体予選会（日程が、順延の可能性あり。） 小 会計監査 松本　幸枝 亀岡リバティー
１０月１２日（月） 第２３回京都・亀岡交流卓球大会　（体育の日） 小・大 顧　問 清水　勇蔵 亀岡卓研
　１月３１日（日） 第２９回口丹波卓球大会 大 相談役 黒川  啓吉 亀岡リバティー
　３月２８日（日） 第２２回亀岡オープン卓球大会 小・大 卓球場 西台ホール

♪各種卓球教室を開催 ♪協会機関紙「スマッシュ」を、４/２９発刊
　＊初心者教室を始めとする社会人対象の教室 ♪協会員を対象とした講習会の実施 亀岡市体育協会派遣役員
　＊ジュニア対象の教室 ♪協会合宿開催（９/26～27）ﾕﾆﾄﾋﾟｱｻｻﾔﾏ30名 評議委員 清水　勇蔵 亀岡卓研
　＊協会員対象のプロによる研修会 ♪第３２回府民総体卓球大会の参加 女性スポーツ委員

♪亀岡市民体育館での生涯スポーツデーへの指導 ♪会員募集の活動の啓蒙を引き続き行う。

平成２０年度決算、２１年度予算報告
収入 平成２１年度各クラブ部長名簿
項目 ２０年度予算額 ２０年度決算額 増減 ２１年度予算額 増減 部員数 部長名 クラブ名

体協補助金 113,380          123,820         10,440    120,000          -3,820          20 谷村　幸子 亀岡リバティー
大会参加費 1,185,000       954,800         -230,200 1,135,000       180,200         18 秋山　龍作 西台クラブ
協会登録料 100,000          93,700           -6,300    100,000          6,300            18 村山　英紀 マロン
謝礼 20,000           48,000           28,000    48,000           -                  16 松本　皓義 サタデピンポン
雑収入 90,000           1,179            -88,821  2,000             821               14 道浦　賢治 園部卓友会
３０周年記念事業 -                   -                  -            400,000          400,000         13 塩瀬　潮実 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡
前年度繰越金 225,644          225,644         -            203,182          -22,462         10 河村　次郎 亀岡卓研
計 1,734,024       1,447,143      -286,881 2,008,182       561,039         10 段安　義彦 Ｈ・ＭＴＴＣ

支出 9 安井　鈴子 篠卓クラブ
項目 ２０年度予算額 ２０年度決算額 増減 ２１年度予算額 増減 9 関口　貴之 亀陵クラブ

体協分担金 10,000           10,000           0 10,000           -                  8 堀　裕治 さくらクラブ
事業運営費 940,000          931,955         -8,045    940,000          8,045            8 山岡　良右 卓球つつじ
３０周年記念事業 -                   -                  -            400,000          400,000         7 塩見裕子(代行)オール亀岡
事務費 80,000           113,665         33,665    110,000          -3,665          6 美馬　正信 稗田野クラブ
会議費 80,000           63,026           -16,974  120,000          56,974          6 奥村　一郎 亀高ＯＢ
交際費 10,000           10,000           -            10,000           -                  5 八田　恭尚 亀岡市役所
報償費 120,000          105,000         -15,000  110,000          5,000            4 近藤　政男 遊び心亀千代
慶弔費 5,000             -                  -5,000    5,000             5,000            6 個人
雑費 10,000           10,315           315        10,000           -315             187 計
予備費 279,024          -                  -279,024 193,182          193,182         
積立金 200,000          -                  -200,000 100,000          100,000         
計 1,734,024       1,243,961      -490,063 2,008,182       764,221         

1,447,143円 - 1,243,961円 = 203,182円
  851,338円

亀岡市卓球協会ホームページ アドレス　　http://kameokatakkyukyokai＠wwwftp.eonet.ne.jp
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4月20日 協会春季卓球大会 （会員限定）
種目 混合ダブルス団体戦

優勝 ２位 ３位

関口　貴之（亀陵クラブ） 森　智弘（園部卓友会） 大村　康夫（亀陵クラブ）

松本　皓義（サタデーピンポン） 品川　暢男（亀岡卓研） 和田　光夫（亀岡卓研）

岡本　やすみ（園部卓友会） 高向　亮二（H・MTTC） 田口　和世（篠卓クラブ）

石山　千秋（西台クラブ） 庵　常男（ｽﾏｯｼｭ大井亀岡）

5月25日 第２８回市民卓球大会 優勝 ２位 ３位

種目 一般男子シングルスＡ級 種目 一般女子シングルスＡ級

杉本　晃英（西台クラブ） 関口　善隆（亀陵クラブ） 関口　貴之（亀陵クラブ） 小栗栖　恵子（ｵｰﾙ亀岡） 深田　美代子（ｵｰﾙ亀岡） 田村　とよ子（亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ）

種目 一般男子シングルスＢ級 種目 一般女子シングルスＢ級

下間　平裕（園部卓友会） 黒田　恭平（園部卓友会） 村田篤郎（亀岡高校） 畑　 沙友子（亀陵クラブ） 鶴尾　留賀（スマッシュ大井亀岡） 田口　和世（篠卓クラブ）

種目 一般男子シングルスＣ級 種目 一般女子シングルスＣ級

林　裕輝（亀岡高校） 松尾　翼（亀岡高校） 中尾 浩朗（ｻﾀﾃﾞｰﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） 村田　友美（亀岡高校） 奥村　多紀子（篠卓クラブ） 春木　あかね（亀岡高校）

種目 一般男子シングルスＤ級 種目 一般女子シングルスＤ級

津田　雅治（さくらクラブ） 山岡　良右（卓球つつじ） 酒井　勲（ＨＭＴＴＣ） 音峰　千文（亀千代） 桐野　京子（亀岡リバティー） 俣野　由美子（亀千代）

種目 一般男子シングルスＳ級

石田　峯一（個人） 平井　寛（サタデーピンポン） 田村　勲（亀千代）

種目 一般男子ダブルスＡ級 種目 一般女子ダブルスＡ級

奥村・西村（亀高ＯＢ） 野間・下間（園部卓友会） 森・大村（亀陵クラブ） 小杉山・横須賀（西台クラブ） 深田・小栗栖（オール亀岡） 鶴尾・上田（ｽﾏｯｼｭス大井亀岡）

種目 一般男子ダブルスＢ級 種目 一般女子ダブルスＢ級

関・村田（亀岡高校） 林・松尾（亀岡高校） 河村・俣野（亀岡卓研） 村田・春木（亀岡高校） 覚野・中村（亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ） 植田・森（篠卓クラブ）

種目 中学男子 種目 中学女子

鶴尾　明大（西台クラブ） 田村　直人(亀岡中学） 高間　翔貴（詳徳中学校） 西田　琴美(高田中学） 関口　かれん（亀岡中学） 桂　美沙紀（高田中学）

川勝　大輔(亀岡中学） 俣野　琴美（高田中学）

8月31日 第２９回平和祭卓球大会 優勝 ２位 ３位

種目 一般男子シングルスＡ級 種目 一般女子シングルスＡ級

菅原　清司（亀陵クラブ） 八木田　茂（西台クラブ） 秋山　龍作（西台クラブ） 古川美千子（園部卓友会） 猪田昌子（マロン） 段本　はつみ（西台クラブ）

種目 一般男子シングルスＢ級 種目 一般女子シングルスＢ級

三宅 一雄(南丹高校) 川井 章弘（京都学園大学） 井上 敏洋（西台クラブ） 鶴尾　留賀（スマッシュ大井亀岡） 飯島　博子（個人） 田口　和世（篠卓クラブ）

種目 一般男子シングルスＣ級 種目 一般女子シングルスＣ級

立石 美勇（府立農芸高校） 高向 　亮二（Ｈ・ＭＴＴＣ） 松本 皓義（ｻﾀﾃﾞｰﾋﾟﾝﾎﾟﾝ） 奥村 多紀子（篠卓クラブ） 広瀬　景子（府立農芸高校） 高山　弘美（亀千代）

種目 一般男子シングルスＤ級 種目 一般女子シングルスＤ級

西村 茂男（亀岡卓研） 田井　直之（ｽﾏｯｼｭ大井亀岡） 光畑　保夫 （ さくらクラブ） 音峰　千文（亀千代） 石田　久美子（マロン） 小早川　南（農芸高校）

種目 中学男子 種目 中学女子

鶴尾 明大（西台ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱｰ) 森本　仰喜（亀岡中学） 山岡　竜二（亀岡中学） 人見　紗帆（大成中学） 谷口　友梨（高田中学） 高尾　実波（大成中学）

川勝　大輔（亀岡中学） 関口　かれん（亀岡中学）

9月21日 第８回会長杯卓球大会 （会員限定）
種目 シングルス（１位リーグ）

男子 秋山　龍作（西台クラブ） 大村　康夫（亀陵クラブ） 菅原　清司（亀陵クラブ）

女子 古川　美千子（園部卓友会） 植田　妙子(篠卓クラブ） 中川美也子（ｽﾏｯｼｭ大井亀岡）

10月13日 第２２回京都・亀岡交流卓球大会 種目 女子団体戦

種目 男子団体戦 優勝 ２位 ３位

１位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ ワカラン 山城Ａ なかよしクラブ ワカラン T.H.Y ぴーたぁぱっと

２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 卓翔会　小島 西台（Ａ） 京都ＫＯＴＯくま 亀岡リバティー（A) オール亀岡（A) ウイングス（A)

３位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 卓翔会　駒田 亀高ＯＢ（Ｂ） 亀高ＯＢ（Ａ） ラケット（B) レインボー パール

11月23日 第３１回府民総体卓球大会代表 (綾部市総合体育館）   
監督 堀田　稔（亀岡卓研） 男子　　正選手 岸本　正（個人） 女子　　正選手 段本 はつみ（西台クラブ）

男子　　正選手 菅原　清司（亀稜クラブ） 女子　　正選手 小栗栖　恵子（オール亀岡）

５０歳以上男子 秋山　龍作（西台クラブ） 女子　　正選手 田村　とよ子（亀岡リバティー）

補欠正選手 吉田　松録（亀岡リバティ） 補欠正選手 深田　美代子（オール亀岡）

1月18日 第２８回口丹波卓球大会
優勝 ２位 ３位 優勝 ２位 ３位

種目 男子団体戦 種目 女子団体戦

１位グル－プ 一条クラブ（B) 高校生 一条クラブ（A) １位グル－プ 出水クラブ H・MTTC 亀千代

種目 中学男子団体戦

西台クラブ（A) 大成中学校（A) 園部中学校

3月8日 第２１回亀岡オープン卓球大会 優勝 ２位 ３位

種目 一般男子シングルスA級 種目 一般女子シングルスＡ級

河田　規利  （卓翔会） 菅原　清司   （亀陵クラブ） 森田　吉紀   （卓翔会） 古川　美千子  （園部卓友会） 猪田　昌子   （マロン） 小栗栖　恵子 （ｵｰﾙ亀岡）

種目 一般男子シングルスB級 種目 一般女子シングルスＢ級

上谷　満久  （卓翔会） 渡部　広幸   （卓翔会） 出射　達郎  （長岡京クラブ） 武内　元江   （すばる高校） 中本　友子  （篠山ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） 小林　展子　　（BINX2）

種目 一般男子シングルスC級 種目 一般女子シングルスＣ級

丸山泰司 （京都KOTOクラブ） 石原　智行   （国府クラブ） 鶴尾　明大   （西台クラブ） 木村　二三　 （京北クラブ） 栗山　茜      （樫原中学校） 福岡　淳子 （篠山ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ）

種目 一般男子シングルスD級 種目 一般女子シングルスＤ級

岡本　孝司 （ｾﾌﾞﾝ卓球教室） 村井　大海 （ｾﾌﾞﾝ卓球教室） 石原　保行   （国府クラブ） 桝　にい菜    （フレンズ） 矢野秀子 （篠山ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ） 野村　宏美   （Clover）

種目 一般男子シニア級（60歳以上） 大對早百合 （篠山ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨｰ）

栗山　滋  （京都KOTOクラブ） 中島重治 （京都KOTOクラブ） 藤岡　正夫   （スリーダイヤ） 種目 一般女子シニア級（60歳以上）

山寺　久子    （カメオクラブ） 鶴　啓子 （猪名川卓球クラブ） 西原　正子   （カメオクラブ）

卓球ルール 一口メモ

▼タオリング（タオルの使用）は、両者の得点合計が、６ の倍数ごと、および最終ゲームで、チェンジエンドするときのみ許される。
▼ただし、汗のついた眼鏡や卓球台を拭くのは、主審が認めた場合はいつでもＯＫ。

・・・・・・・・・・ それにしても、なんで ６の倍数なんだろう ？？？
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年度別卓球大会参加者の推移


