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理事長　　堀田　稔

平成２２年４月１１日、”ガレリアかめおか”　にて、平成２１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。 理事長　堀田　稔 会長　段本　勇

協会設立３１年目の２２年度始まりの節目として、「スマッシュ」を発刊します。
昨年、濱崎前会長の後任として、西台ホール・段本社長に会長に就任いただいてから、はや、１年が 平成２２年度・役員
経過しました。 役  職 氏名 所属
新会長のもと、今年もつつがなく、２１年度事業をほぼ計画どおり遂行できました。 名　誉　会　長 遠山 泰之 亀高ＯＢ
会員皆様をはじめ、協会役員、関係者の方々に対して厚く御礼申し上げます。 会　　　 長 段本　勇 西台クラブ
全事業(卓球大会)の総参加人数が1,338名に達し、協会発足以来、最も多い参加人数を記録しました。 副　会　長 秋山　龍作 西台クラブ
また、21年度は協会設立30周年の節目にあたり、記念事業を11月1日、"ガレリアかめおか" において 理  事　長 堀田  稔 亀岡卓研
記念式典を盛大に開催し、会員の皆様とともに30周年をお祝いをしました。 副理事長 秋山　龍作 西台クラブ
記念式典後のアトラクションでは、歌謡ショウ ～ 会員による歌謡・演芸大会と、大いに盛り上がりました。 理事（事務局長） 塩瀬　潮実 スマッシュ大井
会員の皆様には協会から、記念グッズとしてシンボルＴシャツ （河村次郎氏・ﾃﾞｻﾞｲﾝ） を配布しましました。 理事（副事務局長） 山口　重次 稗田野クラブ
末永くご愛用下さい。 理事（会計） 美馬　正信 稗田野クラブ
教室では、ジュニアは更なる成長を期待し、初級者は、卓球の面白みを理解して頂き、指導員には、 理事（副会計） 津田　和久 サタデ－ピンポン

新たな技を習得してもらうために、火念祖さん、西村綾さんを迎えて研修会・合宿等を開催しました。 理事（審判長） 北村　和夫 マロン
また、東山高校卓球部トップのインターハイ代表選手10名との交流研修会を12月5日に開催する事が 理事（副審判長） 中尾　浩朗 サタデ－ピンポン

でき、新たな出会いが生まれたと思います。 理  事 岡　　貞美 マロン
京都・亀岡交流卓球大会、亀岡オープン卓球大会等の大会では、亀岡外からの参加選手と試合を通じて 理  事 小杉山登代美 西台クラブ
各選手間の親睦が計れたと思います。 理  事 西垣　嘉博 亀高ＯＢ
また、この大会を機会としての交流会も進んでいます。 理  事 湯浅　恵子 園部卓友会
本年度も新たな企画を盛り込み、更なる飛躍を目指して推進していきますので、皆様方のご支援ご協力 理  事 並河　絹子 篠卓クラブ
を、よろしくお願い申し上げます。 理  事 堀　　裕治 さくらクラブ

理  事 菅原　清司 亀稜クラブ
開催日 大  会  名 会場 理  事 池田　義明 Ｈ・ＭＴＴＣ

　4月29日　（木） 協会春季卓球 小 理  事 瀬本　千賀子 オ－ル亀岡
　5月30日　（日） 第30回市民卓球大会 大 理  事 林　　弥須子 亀岡リバティ
　8月29日　（日） 第31回平和祭卓球大会 大 理  事 片山　福 亀岡リバティ
　9月20日　（月） 第33回府民総体予選会 小 会計監査 和田　光夫 亀岡卓研
　9月26日　（日） 第10回会長杯卓球大会 小 会計監査 松本　幸枝 亀岡リバティ
11月１4日　（日） 第24回京都・亀岡交流卓球大会 小・大 顧　問 清水　勇蔵 亀岡卓研
　1月30日　（日） 第30回口丹波卓球大会 大 相談役 黒川  啓吉 亀岡リバティ
　3月20日　（日） 第23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 亀岡市民体育館での生涯スポーツデーへの指導 ４/１０、５/８
○初心者教室を始めとする社会人対象の教室（秋の予定） 協会機関紙「スマッシュ」を4/29発刊予定 亀岡市体育協会派遣役員
○ジュニア対象の教室 協会員を対象とした講習会の実施　９～１２月ごろ 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　7月ごろ 協会合宿を開催（10／２～３）ユニトピアササヤマ30名 女性スポーツ委員 並河　絹子 篠卓クラブ
　（別途日時等、理事会で検討） 第33回府民総体卓球大会参加予定

新会員募集の活動の啓蒙を引き続き行う（ＨＰ等の充実）

平成２１年度決算、２２年度予算報告
収入 平成２１年度各クラブ部長名簿
項目 ２１年度予算額 ２１年度決算額 増減 ２２年度予算額 増減 クラブ名 部長 部員数

体協補助金 120,000          129,220         9220 129,000          -220             マロン 村山　英紀 20
大会参加費 1,135,000       1,256,200      121,200  1,320,000       63,800          西台クラブ 秋山　龍作 19
協会登録料 100,000          105,700         5,700      110,000          4,300            亀岡リバティ 谷村　幸子 18
謝礼 48,000           48,000           -            48,000           -                  サタデピンポン 松本　皓義 17
雑収入 2,000             1,367            -633       2,000             633               園部卓友会 道浦　賢治 14
３０周年記念事業 400,000          955,245         555,245  -955,245       亀岡卓研 河村　次郎 14
前年度繰越金 203,182          203,182         -            173,835          -29,347         スマッシュ大井亀岡 塩瀬　潮実 12
計 2,008,182       2,698,914      690,732  1,782,835       -916,079       亀高ＯＢ 奥村　一郎 12

支出 亀陵クラブ 関口　貴之 10
項目 ２１年度予算額 ２１年度決算額 増減 ２２年度予算額 増減 Ｈ・ＭＴＴＣ 段安　義彦 9

体協分担金 10,000           10,000           -            10,000           -                  さくらクラブ 堀　裕治 9
事業運営費 940,000          1,052,968      112,968  1,078,000       25,032          篠卓クラブ 安井　鈴子 8
３０周年記念事業 400,000          898,412         498,412  - - ほのぼのクラブ 清水　勇蔵 8
事務費 110,000          155,498         45,498    150,000          -5,498          稗田野クラブ 美馬　正信 7
会議費 120,000          144,871         24,871    120,000          -24,871         卓球つつじ 山岡　良右 6
交際費 10,000           5,000            -5,000    10,000           5,000             オ－ル亀岡 塩見裕子代行 6
報償費 110,000          85,000           -25,000  100,000          15,000          遊び心亀千代 俣野由美子 6
慶弔費 5,000             31,000           26,000    5,000             -26,000         亀岡市役所 八田　恭尚 5
雑費 10,000           42,330           32,330    10,000           -32,330         個人 6
予備費 193,182          -193,182 199,835          199,835         計 206
積立金 100,000          100,000         -            100,000          -                  
計 2,008,182       2,525,079      516,897  1,782,835       -742,244       

2,698,914円－2,525,079円＝173,835円
100,000+100,000+100,000＝300,000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29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

菅原清司（亀陵クラブ） 関口　貴之（亀陵クラブ） 品川暢男（亀岡卓研）

岩崎豊（西台クラブ） 高向亮二（H・MTTC） 堀裕治（さくらクラブ）

塩瀬潮美（スマッシュ大井亀岡） 東海千恵（さくらクラブ） 谷村幸子（亀岡リバティー）

宮井富子（さくらクラブ） 片山福(亀岡リバティー) 古川美千子（園部卓友会）

6月21日 第29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

秋山龍作（西台クラブ） 津田喜瑛（京都学園大） 関口　貴之（亀陵クラブ） 小栗栖恵子（個人） 深田美代子（個人） 古川美千子（園部卓友会）

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

吉田智幸（京都学園大） 西野未好（マロン） 三宅一雄（南丹高校） 奥村多紀子（篠卓クラブ） 瀬本千賀子（オール亀岡） 上山美和（園部卓友会）

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

中尾　浩朗（サタデーピンポン）岡田直晃（ディナモ） 水越啓之（サタデーピンポン） 高山弘美（西台クラブ） 並河絹子（篠卓クラブ） 重田治子（篠卓クラブ）

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

梅垣一弥（サタデーピンポン） 小川祐宜（個人） 近藤政男（遊び心亀千代） 長澤京子（亀岡リバティー） 工藤美香（サタデーピンポン） 小泉恵（H・MTTC）

種目 一般男子ダブルスＡ級 種目 一般女子ダブルスＡ級

富田・下間（京都学園大） 徳山・川井（京都学園大） 関口・菅原（亀陵クラブ） 古川・堂本（園部卓友会） 岡本・上山（園部卓友会） 小栗栖・深田（個人）

種目 一般男子ダブルスＢ級 種目 一般女子ダブルスＢ級

品川・俣野（亀岡卓研） 林・松尾（個人） 三宅・浜村（南丹高校） 瀬本・永田（オール亀岡） 重田・並河（篠卓クラブ） 高山・石山（西台クラブ）

種目 中学男子 種目 中学女子

春木信哉(亀岡中学） 高山徹(大成中学） 三保大紀(大成中学） 人見紗帆(大成中学） 小原千亜季（亀岡中学） 高尾実波（大成中学）

長谷川裕(亀岡中学） 関口かれん（亀岡中学）

8月23日 第30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） 後田真（西台クラブ） 関口貴之（亀陵クラブ） 小栗栖恵子（個人） 田村とよ子（亀岡リバティー） 深田美代子（個人）

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

井上敏洋（西台クラブ） 鶴尾明大（亀岡中学） 品川暢男（亀岡卓研） 人見紗帆（大成中学） 小林風音（高校生） 山内菊代（マロン）

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

岡田ひろあき（ディナモ） 田村直人（亀岡高校） 森本仰喜（亀岡高校） 尾野安恵（マロン） 村上真弓（亀岡高校） 永田尚生（オール亀岡）

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

庵常男（スマッシュ大井亀岡） 平井寛（サタデーピンポン） 竹原康造 （ サタデーピンポン） 西田琴美（亀岡高校） 境ユキコ（篠卓クラブ） 河北恵（ほのぼの）

種目 中学男子 種目 中学女子

春木信哉（亀岡中学） 三俣大紀（大成中学） 太田滉基（大成中学） 関口かれん（亀岡中学） 山本有紗（大成中学） 湯浅千夏（大成中学）

大倉勇也（亀岡中学） 小原千亜季（亀岡中学）

9月20日 第9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 東郷　直樹（亀岡卓研） 俣野　真一郎（亀岡卓研） 吉田　松緑（亀岡リバティー）

女子 小杉山　登代美（西台クラブ） 岡　貞美(マロン） 山根　いづ美（Ｈ・ＭＴＴＣ）

10月12日 第23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 M@il 山城クラブ グリーンクラブ 山城クラブ 西山高校　Ｂ 北斗クラブ

２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ トミー卓親会 園部卓友会　A 京都KOTOくま ウィングス　B 青春クラブ　Ａ 青春クラブ　Ｂ

３位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 亀岡卓研（めだか） 長岡しらゆき 久世卓球クラブ 亀高OB 亀岡リバティー　B 亀岡リバティー　C

11月29日 第32回府民総体卓球大会亀岡市代表 (京都府立体育館）   
監督 堀田　稔（亀岡卓研） 男子　　正選手 関口　貴之 女子　　正選手 小栗栖　恵子

男子　　正選手 関口　善隆 女子　　正選手 段本はつみ

５０歳以上男子 秋山　龍作 女子　　正選手 田村　とよこ

補欠正選手 森圭三 補欠正選手 奥村　多紀子

1月31日 第29回口丹波卓球大会
種目 男子団体戦 種目 女子団体戦

１位グル－プ 西台クラブ（A） 亀陵クラブ（A） 亀高OB（A） １位グル－プ ウィングス 亀岡リバティー（A） オール亀岡（A）

種目 中学男子団体戦 種目 中学女子団体戦

亀岡中学校（A） 大成中学校（A） 大成中学校（B） 大成中学校（A） 東輝中学校（田立） 東輝中学校（川瀬）

3月28日 第22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

大槻満  （チームいかる） 菅原　清司   （亀陵クラブ） 長門義隆  （きらくクラブ） 永原栄子  （チームいかる） 武内元江  （個人） 松岡優子  （紫クラブ）

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

渡部広幸  （卓翔会） 須川源輝   （卓翔会） 中阿地道史  （京都元西クラブ） 幡司佐知　（卓翔会） 岡本やすみ　（園部卓友会） 南優子　（ミックス洛西）

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

飯母和彦  （たなばた卓球クラブ） 戸田豊  （ラピュータ） 佐藤隆治  （京都元西クラブ） 増田幸子　（たなばたクラブ） 泉外志江  （長岡しらゆき） 安井陽子  （スリーダイヤ）

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

福田正剛  （京都元西クラブ） 田井直之  （スマッシュ大井） 段安義彦  （ H・MTTC） 久保多恵子  （ピンキューズ） 矢野秀子  （篠山wed） 大對早百合 （ 篠山wed）

種目 一般男子シニア級（60歳以上） 種目 一般女子シニア級（60歳以上）
木村明久 （ 川西ギャラントム） 吉崎信一  （綾部卓研） 橋谷正伸  （京都KOTOクラブ） 木村二三  （木犀クラブ） 田中美代  （榛名クラブ） 松岡さだ子  （スリーダイヤ）
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