
4月29日 協会春季卓球大会 （会員限定）
２０１１年４月２９日　　　　　　　　　スマッシュ　　　　　　　　　                  　　  　　　　　　　 第１６号 種目 混合ダブルス団体戦

優勝 ２位 ３位
大石文彦（亀陵クラブ） 北村和夫（マロン） 塩瀬潮実（スマッシュ大井亀岡）

上田千津子（スマッシュ大井亀岡） 山内菊代（マロン） 新谷梅乃（稗田野クラブ）

並河絹子（篠卓クラブ） 近藤政男（スマッシュ大井亀岡） 芦田浩久（西台クラブ）

酒井勲（H・MTTC） 吉川文子（園部卓友会）

5月30日 第30回市民卓球大会

優勝 ２位 ３位 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） 菅原清司（亀陵クラブ） 森圭三（亀陵クラブ） 小栗栖恵子（個人） 深田美代子（個人） 田村とよ子（亀岡リバティー）

会長　　堀田　稔 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

鶴尾明大（亀岡中学校） 岡田直晃（ディナモ） 俣野真一郎（亀岡卓研） 植田妙子（篠卓クラブ） 高山弘美（西台クラブ） 横須賀豊子（西台クラブ）

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

川勝大輔（亀岡高校） 池田義明（H・MTTC） 芦田浩久（西台クラブ） 八木亜佑美（スマッシュ大井亀岡）並河絹子（篠卓クラブ） 関口かれん（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

竹原康造（サタデー） 野々口次郎（サタデー） 畑中政夫（マロン） 村上千恵子（さくらクラブ） 堺ユキコ（篠卓クラブ） 稲富朝江（ほのぼのクラブ）

今年の3月11日に東日本大震災が発生、震災と津波、原発原子炉放射能漏洩と、トリプル災害に襲 種目 一般男子ダブルスＡ級 種目 一般女子ダブルスＡ級

われ、1千年に1回あるかどうかの未曾有の大災害になりました。 関口貴之（亀陵クラブ） 秋山龍作（西台クラブ） 西村祐介（亀高OB） 田村とよ子（亀岡リバティー） 岡本やすみ（園部卓友会） 湯浅恵子（園部卓友会）

まずは、東日本大震災の災害に遭われました方々に、心よりお見舞い申しあげますと共に、早期の 関口善隆（亀陵クラブ） 後田真（西台クラブ） 安田隆志（亀高OB） 大石八重子（亀岡リバティー） 堂本怜子（園部卓友会） 吉川文子（園部卓友会）

復興・復活を ～ 心より願っております。 種目 一般男子ダブルスＢ級 種目 一般女子ダブルスＢ級

亀岡市卓球協会としても、3月20日のオープン大会において、選手のみなさんに震災義援金のご 平成23．24年度・役員 田村則夫（亀陵クラブ） 川勝大輔（亀岡高校） 杉本俊博（西台クラブ） 並河絹子（篠卓クラブ） 石山千秋（西台クラブ） 川口賞子（亀岡高校）

協力をお願い申し上げました。義援金を含め、2万4,634円を被災地に送らせていただきました。 役  職 氏名 所属 畑忠幸（亀陵クラブ） 森本仰喜（亀岡高校） 芦田浩久（西台クラブ） 重田治子（篠卓クラブ） 高山弘美（西台クラブ） 関口かれん（亀岡高校）

皆様方のご協力に対して、心から御礼申しあげます。 名　誉　会　長 遠山 泰之 亀高ＯＢ 種目 中学男子 種目 中学女子

会  長 堀田  稔 亀岡卓研 春木信哉（亀岡中学校） 高山徹（大成中学校） 大倉勇也（亀岡中学校） 湯浅千夏（大成中学校） 山本有紗（大成中学校） 田立茜（東輝中学校）

先般、平成２３年４月３日”ガレリアかめおか”にて、平成２２年度の評議委員会を開催、 副　会  長 秋山 龍作 西台クラブ 太田滉基（大成中学校） 杉本結奈（東輝中学校）

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(兼任) 堀田  稔 亀岡卓研 8月29日 第31回平和祭卓球大会
本年度は、新たな役員体制で～協会設立３２年目を迎えることになります。 副  理  事  長 塩瀬　潮実 スマッシュ大井 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

２２年度の事業は、協会員および関係者のご協力により、すべての行事が計画通り遂行出来ました。副  理  事  長 山内　玲子 オ－ル亀岡 菅原　清司（亀陵クラブ） 秋山龍作（西台クラブ） 下間　平裕（京都学園大学） 小栗栖　恵子（個人） 深田　美代子（個人） 大石　八重子（亀岡リバティー）

全事業の試合総人数１,２３０名の参加を頂き、大会を大いに盛りあげていただき感謝申し上げます。事 務 局 長 山岡　良右 卓球つつじ 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

教室では、ジュニアに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、指導者には、副事務局長 中尾　浩朗 西台クラブ 田中　勝也（三石クラブ） 宮本　良一（篠卓クラブ） 高向　亮二（Ｈ・ＭＴＴＣ） 尾野　安恵（マロン） 田口　和世（篠卓クラブ） 宮本　ヒデ子（篠卓クラブ）

新たな技を習得してもらって、研修会・合宿等を開催いたしました。 会  計 津田　和久 サタデ－ピンポン 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

また、会員対象の大会では、参加者に抽選会（ビンゴゲーム）を実施、少しは楽しんでいただけたと副 会 計 美馬　正信 稗田野クラブ 中村　啓佑（亀高ＯＢ） 段安　義彦（Ｈ・ＭＴＴＣ） 田井　直之（スマッシュ大井亀岡） 関口　かれん（亀岡高校） 新谷　梅乃（稗田野クラブ） 畑　捺希（亀岡高校）

思います。　～　京都・亀岡交流卓球大会、亀岡オープン卓球大会では、亀岡外からの多数の参加 審 判 長 菅原　清司 亀陵クラブ 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

選手と、試合を通じて各選手間の親睦を計りました。 理  事(留任） 中尾　浩朗 西台クラブ 平井　寛（サタデー） 平井　堅一（亀岡卓研） 田村　勲（篠卓クラブ） 村上　千恵子（さくらクラブ） 船越　美紀（マロン） 中道　くるみ（ほのぼのクラブ）

この大会を機会としての交流会も果敢に行われ、友達の輪が進んでおります。 理  事(留任） 美馬　正信 稗田野クラブ 種目 中学男子 種目 中学女子

本年度も、新たな企画も盛り込み、より一層の飛躍を目指して邁進してまいりますので、会員皆様 理  事(留任） 菅原　清司 亀陵クラブ 大倉　勇也（亀岡中学校） 春木　信哉（亀岡中学校） 大江　卓矢（東輝中学校） 山本　有紗（大成中学校） 湯浅　千夏（大成中学校） 川瀬　奈々（東輝中学校）

方はじめ、関係者方々様の、ご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 理  事(留任） 堀　裕治 さくらクラブ 高山　徹（大成中学校） 杉本　結奈

最後に、一期二年間会長を勤めて頂き、協会の発展に貢献され～今回で退任されました、段本前 理  事(留任） 塩瀬　潮実 スマッシュ大井 9月20日 第11回会長杯卓球大会 （会員限定）
会長様はじめ、前役員の方々には、大変ご苦労様でした。改めまして厚く御礼申しあげます。 理  事(留任） 津田　和久 サタデ－ピンポン 種目 シングルス（１位リーグ）

理  事（新任） 山岡　良右 卓球つつじ 男子 東郷　直樹（亀岡卓研） 村田篤朗（亀高OB） 秦　秀一（西台クラブ）

平成2３年度事業計画 理  事（新任） 倉橋　欣男 サタデ－ピンポン 女子 山根　いづ美（Ｈ・ＭＴＴＣ） 高山弘美（西台クラブ） 小杉山登代美（西台クラブ）

開催日 大  会  名 会場 理  事（新任） 猪田　昌子 マロン
4月29日  （金） 協会春季卓球 小 理  事（新任） 石山　千秋 西台クラブ 11月14日 第24回京都・亀岡交流卓球大会
5月29日  （日） 第31回市民卓球大会 大 理  事（新任） 高向　亮二 Ｈ・ＭＴＴＣ 種目 男子団体戦 種目 女子団体戦

8月21日  （日） 第32回平和祭卓球大会 大 理  事（新任） 田口　和世 篠卓クラブ １位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 山城クラブ 翠嵐クラブ 川西ギャラントムＡ（） 川西ギャラントムＡ 卓友クラブＡ ナッツ

9月18日  （月） 第34回府民総体予選会、第11回会長杯卓球大会 小 理  事（新任） 神内　厚志 園部卓友会 ２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 亀陵クラブＢ らんざん 希望峰 西山Ａ 西山Ｂ 卓友クラブＢ

10月16日 （日） 第25回亀岡・京都交流卓球大会 小 理  事（新任） 山内　玲子 オ－ル亀岡 ３位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 学園クラブ 長岡しらゆき 園部卓友会 トレンディ めいりん 本能クラブ

11月27日 （日） 第1回京都中部広域卓球大会 小・大 理  事（新任） 藤本　肇子 亀岡リバティー
1月29日  （日） 第31回口丹波卓球大会 大 理  事（新任） 長澤　京子 亀岡リバティー 11月28日 第33回府民総体卓球大会亀岡市代表 (京都府立体育館）   
3月18日 （日） 第24回亀岡オープン卓球大会 小・大 会 計 監 査 和田　光夫 亀岡卓研 監督 堀田　稔（亀岡卓研） 男子　　正選手 関口　善隆 女子　　正選手 田村　とよこ

会 計 監 査 松本　幸枝 亀岡リバティ 男子　　正選手 大石　文彦 女子　　正選手 奥村　多紀子

各種卓球教室を開催 市体育協会親子大会への運営支援 相　談　役 黒川　啓吉 亀岡リバティ 男子　　正選手 秋山　龍作 女子　　正選手 小栗栖　恵子

○初心者教室を始めとする社会人対象の教室（秋予定） 亀岡市民体育館での生涯ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰの指導  4/9　5/14 顧　問 清水　勇蔵 亀岡卓研 補欠正選手 森  圭三 補欠正選手 深田　美代子

○ジュニア対象の教室 協会機関紙「スマッシュ」を、4/29発刊予定 1月30日 第30回口丹波卓球大会
○協会員対象のプロによる研修会　7月3（日）か 協会合宿を開催（10／1～2）ユニトピアササヤマ30名 亀岡市体育協会派遣役員 種目 男子団体戦 種目 女子団体戦

 　7月10（日）　（別途日時詳細等、理事会で検討） 第34回府民総体卓球大会参加予定 評議委員 清水　勇蔵 亀岡卓研 １位グル－プ TTCのむのむ 京都学園卓球クラブB 亀陵クラブ　（A） 園部卓友会（A） OKG 園部卓友会（B）

新会員募集の活動の啓蒙を引き続き行う（ＨＰ等の充実） 女性スポーツ委員 石山　千秋 西台クラブ 種目 中学男子団体戦 種目 中学女子団体戦

平成２２年度決算、２３年度予算報告 大成中学校（A） 西台クラブ 大成中学校（B） 東輝中学校 大成中学校（A） 亀岡中学校A

収入 増減=（23予算-22決算）
項目 ２２年度予算額 ２２年度決算額 増減 ２３年度予算額 増減 平成２３年度各クラブ部長名簿 3月20日 第23回亀岡オープン卓球大会

体協補助金 129,000 113,380 -15,620 113,380 0 1 クラブ名 部長 部員数 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

大会参加費 1,320,000 1,215,200 -104,800 1,303,000 87,800 2 西台クラブ 秋山　龍作 20 今西雅昭（今西ファミリー） 安井寿（京都中央信用金庫） 大畑諒輔（長岡京卓球クラブ） 後藤眞理子（今西ファミリー） 大橋美紗子（moonクラブ） 三田美枝（トミー卓親会）

協会登録料 110,000 106,200 -3,800 110,000 3,800 3 亀岡リバティー 石丸　啓子 19 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

謝礼 48,000 48,000 0 48,000 0 4 サタデーピンポン 松本　皓義 17 木村明久（川西ギャラントム） 鶴尾明大（亀岡中学校(個人)） 出射達郎（ダイハツ） 宇原弘子（洛竹(ラクチク)） 人見紗帆（亀岡高校） 上田満美（篠山wed）

雑収入 2,000 686 -1,314 2,000 1,314 5 園部卓友会 道浦　賢治 14 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

前年度繰越金 173,835 173,835 0 160,213 -13,622 6 亀陵クラブ 関口　貴之 13 弦川聖（今西ファミリー） 小松春樹（今西ファミリー） 森政男（MET） 清水佳江（優クラブ） 福岡淳子（篠山wed） 内智恵美（洛竹(ラクチク)）

計 1,782,835 1,657,301 -125,534 1,736,593 79,292 7 スマッシュ大井亀岡 田井　直之 13 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

支出 8 亀岡卓研 河村　次郎 11 弦川修（今西ファミリー） 野々口次郎（サタデー） 小谷口勝（京北クラブ） 松澤文香（今西ファミリー） 塔本日出子（スリーダイヤ） 音峰千文（遊び心亀千代）

項目 ２２年度予算額 ２２年度決算額 増減 ２３年度予算額 増減 9 卓球つつじ 山岡　良右 9
体協分担金 10,000 10,000 0 10,000 0 10 マロン 村山　英紀 9
事業運営費 1,078,000 1,097,345 19,345 1,015,000 -82,345 11 さくらクラブ 堀　裕治 9
事務費 150,000 75,359 -74,641 110,000 34,641 12 稗田野クラブ 美馬　正信 7
会議費 120,000 60,468 -59,532 100,000 39,532 13 Ｈ・ＭＴＴＣ 段安　義彦 7
交際費 10,000 13,000 3,000 13,000 0 14 篠卓クラブ 重田　治子 6
報償費 100,000 128,000 28,000 110,000 -18,000 15 ほのぼのクラブ 清水　勇蔵 6
慶弔費 5,000 0 -5,000 5,000 5,000 16 遊び心亀千代 音峰　チ文 6
雑費 10,000 2,916 -7,084 10,000 7,084 17  オ－ル亀岡 平野　利子 6
予備費 199,835 10,000 -189,835 263,593 253,593 18 亀岡市役所 八田　恭尚 5
積立金 100,000 100,000 0 100,000 0 19 サンスポクラブ 中村　忠 5
計 1,782,835 1,497,088 -285,747 1,736,593 239,505 20 個人 - 8

計 190

1,657,301円－1,497,088円＝160,213円

100,000+100,000+100,000+100,000＝400,000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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