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　　　（亀岡市卓球協会）

新緑の色増す季節となり、会員の皆々様におかれましては、ますますご清栄で
お過ごしのこととお慶び申し上げます。
亀岡市卓球協会も今年で、３7年目となりました。 役  職 氏名 所属

ひとえに、会員皆々様のご支援・ご協力のたまものと、厚く御礼申し上げます。 名誉会長 遠山 泰之 亀高ＯＢ
会   長 堀田  稔 亀岡卓研

先般、平成２８年４月３日”ガレリアかめおか”にて、平成２７年度の評議委員会を開催、 副会長・理事長 塩瀬　潮実 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡

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。 副理事長 山本　要 トータス
理事（事務局長） 山岡　良右 卓球つつじ

Ｈ２７年度事業は、協会員および関係者のご協力により、すべて計画通り遂行出来ました。 理事（副事務局長） 脇田　勉 亀陵クラブ

全事業の参加総人数は、１,５７７名（前年比Δ57名）で大会を大いに盛りあげていただき感謝いたします。理事（事務局） 田口　良市 サタデ－ピンポン

さて、今年２月の”世界卓球２０１６マレーシア大会”で、日本は予選から～手に汗握る凄いラリーの熱戦で、理事（会計） 菅谷　三恵子 亀岡リバティー

観戦した日本国民に、感動と興奮を、そして ～ 結果、接戦を勝ち抜いた男女共に、準優勝に輝きました。 理事（副会計） 大槻　益美 マロン

なかでも、大活躍の伊藤選手は、まだ あどけさの残る１５才の中学３年生で、日本卓球界のエースとして、理事(競技力向上・責) 松尾　敏仁 園部卓友会

”伊藤美誠（みま）” の名が世界に轟（とどろく）く日も、そう遠くないでしょう！ 理事(競技力向上・副) 大村　康夫 亀陵クラブ
理事(競技力向上・副) 後田　真 西台クラブ

本年度（Ｈ２８）も卓球強化研修会、合宿（篠山ユニトピア）を計画しております。奮ってご参加願います。理事（広報・責） 美馬　正信 薭田野クラブ

また、Ｈ28年度府民総体卓球競技会場に亀岡市が決定しました。今回で、２回目となりますが、協会全体で 理事（広報・副） 品川　暢男 亀岡卓研

総力をあげて取り組み、無事に終わらせたいと、切に願っています。 理事（大会準備・責） 湯浅　晶子 亀岡リバティー

来るべき４０周年を念頭に、今年も更なる飛躍が一歩づつでもと、ひそかに期待しています。 理事（大会準備・副） 永田　尚生 オール亀岡

本年度も、会員皆々様方はじめ、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（備品管理・責） 光畑　保夫 さくらクラブ
理事（保健・救護） 高山　弘美 西台クラブ

最後に、顧問の清水勇蔵氏がH27年度で退任されました。卓球協会・再建まもないＳ53年から～Ｈ27年までの理事（記録） 津田　和久 サタデ－ピンポン

36年間に亘り協会役員を歴任、協会の礎を築き、発展に尽力、Ｈ8年には中国蘇州市卓球交流・国際親善相互
訪問を、当時の理事長として実現に貢献、長きにわたる協会役員任務をを全うされ誠にご苦労様でした。 会計監査 段安　義彦 Ｈ・ＭＴＴＣ

会計監査 永井　保子 亀岡リバティー
平成２８年度事業計画
開催日 大  会  名 種目 亀岡運動公園体育館
04月29日（金・祝） 協会春季卓球大会　 混合W 小 亀岡市卓球協会ホームページ　アドレス
06月12日（日） 第36回市民卓球大会 Ｓ・Ｗ 大 http://homepage3.nifty.com/kametaku/
07月10日（日） 第39回府民総体予選会、第16回会長杯卓球大会 代表選考Ｓ，Ｓ 小
08月07日（日） 第37回平和祭卓球大会 Ｓ 大 亀岡市体育協会派遣役員
09月11日（日） 卓球協会研修会 研修会 小 運 営 委 員 山岡良右 卓球つつじ
10月09日（日） 第30回亀岡オープン卓球大会（団体の部） 団体 大 女性スポーツ委員 高山弘美 西台クラブ

卓球協会合宿研修会 １泊研修会 （ユニトピア篠山）
11月27日（日） 第6回中部広域卓球大会 団体 大 平成２8年度各クラブ部長名簿
平成29年01月29日（日） 第35回口丹波卓球大会 団体 大 クラブ名 部長 部員数
平成29年03月12日（日） 第29回亀岡オープン卓球大会（個人の部） Ｓ 大 亀陵クラブ 関口貴之 21

各種卓球教室を開催 西台クラブ 浅田佳裕 18
◎ジュニア対象の教室（順次西台卓球場で受付） ○卓球合宿、協会主催で復活（募集定員30名、コーチを要請） サタデーピンポン 松本皓義 18
◎年配者対象の教室（順次西台卓球場で受付） ○協会機関紙「スマッシュ」を発刊（春季大会に会員へ配布） 亀岡リバティー 中村知子 18
○亀岡運動公園体育館で生涯ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰの指導 （年1回） ○新会員募集の活動啓蒙を引き続き行う（ＨＰ等の充実） マロン 畑中政勝 16
○亀岡運動公園体育館でｽﾎﾟｰﾂ少年団の指導 （年1回） 園部卓友会 道浦賢治 14

亀岡卓研 河村次郎 14
平成２７年度決算、２８年度予算報告 ほのぼのクラブ 清水勇蔵 12

収入 (Ａ) (Ｂ) (Ｂ) - (Ａ) (Ｃ) (Ｃ) － (Ｂ) 卓球つつじ 伊藤匡 12
項目 27年度予算額 27年度決算額 増減 28年度予算額 増減 スマッシュ大井亀岡 田井直之 12

体協補助金 100,000 179,480 79,480 100,000 -79,480 薭田野クラブ 美馬正信 7
大会参加費 1,400,000 1,361,650 -38,350 1,540,000 178,350 トータス 山本要 7
協会登録料 110,000 106,000 -4,000 110,000 4,000 オール亀岡 平野利子 7
謝礼 30,000 20,000 -10,000 30,000 10,000 亀岡市役所 八田恭尚 5
雑収入 150,000 152,983 2,983 150,000 -2,983 H・MTTC 段安義彦 5
繰越金 180,723 180,723 0 93,086 -87,637 サンスポクラブ 岩崎貞子 4
計 1,970,723 2,000,836 30,113 2,023,086 22,250 個人 0

支出 (Ａ) (Ｂ) (Ｂ) - (Ａ) (Ｃ) (Ｃ) － (Ｂ)

項目 27年度予算額 27年度決算額 増減 28年度予算額 増減 計 190

体協分担金 13,000 13,000 0 13,000 0
事業運営費 1,227,000 1,392,830 165,830 1,350,000 -42,830
事務費 100,000 88,082 -11,918 85,000 -3,082
会議費 200,000 335,873 135,873 200,000 -135,873
交際費 30,000 13,000 -17,000 30,000 17,000
報償費 100,000 52,000 -48,000 100,000 48,000
慶弔費 5,000 0 -5,000 5,000 5,000
雑費 50,000 12,965 -37,035 50,000 37,035
積立金 100,000 0 -100,000 100,000 100,000
繰越金 145,723 93,086 -52,637 90,086 -3,000
計 1,970,723 2,000,836 30,113 2,023,086 22,250

積立金残額 400,000円

監査の結果、上記のとおり相違ありませんでした。
会計監査員

会計監査員 永井　保子

平成28年3月13日 段安　義彦

理事長　　塩瀬 潮実

10月29日（土）～30日（日）

平成２８年度・役員

亀岡市卓球協会

会 長 堀田 稔

発行人 塩瀬潮実

編集人 清水勇蔵

理事長 塩瀬潮実
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4月29日 協会春季卓球大会 （会員限定） （1チーム３～4名の３Ｄ戦）

種目 混合ダブルス団体戦

１位グループ 関口貴之 亀陵ｸﾗﾌﾞ 大槻幸作 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 菅原清司 亀陵ｸﾗﾌﾞ

大槻益美 マロン 田村とよ子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 飯島博子 薭田野クラブ

永井保子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 山木勝己 ほのぼのｸﾗﾌﾞ 田口良市 サタデーﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

6月7日 第３５回市民卓球大会 （男女・ランク別、シングルス・ダブルス戦）

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

中村剛 西台クラブ 下間平裕 龍尾T.T.C 菅原清司 亀陵クラブ 中村輝子 西台クラブ 関口かれん 亀陵クラブ 岡本やすみ 園部卓友会

種目 一般男子シングルスＢ級 秋山龍作 西台クラブ 種目 一般女子シングルスＢ級 高山弘美 西台クラブ

大野晃寛 トータス 前野和貴 スマッシュ大井亀岡 大槻幸作 スマッシュ大井亀岡 横須賀豊子 西台クラブ 飯島博子 薭田野クラブ 小泉恵 亀岡卓研

種目 一般男子シングルスＣ級 品川暢男 亀岡卓研 種目 一般女子シングルスＣ級 田口和世 さくらクラブ

俣野真一郎 亀岡卓研 堀ノ内宏文 サタデーピンポン 大槻俊州 亀陵クラブ 船越美紀 マロン 永井保子 亀岡リバティー 中道くるみ ほのぼのクラブ

種目 一般男子シングルスＤ級 三好義男 卓球つつじ 種目 一般女子シングルスＤ級 長澤京子 亀岡リバティー

平井實 サタデーピンポン 田口良市 サタデーピンポン 西村信夫 ほのぼのクラブ 佐藤聡子 亀岡卓研 井上和子 亀陵クラブﾞ 安川乃里子 ほのぼのクラブ

種目 一般男子ダブルスＡ級 河北隆司 ほのぼのクラブ 種目 一般女子ダブルスＡ級 菅谷三恵子 亀岡リバティー

中村剛 下間平裕 後田真 中村輝子 段本はつみ 小栗栖恵子

八木田茂 秋山禎宏 伊藤匡 高山弘美 小杉山登代美 林弥須子

森圭三 植田妙子

種目 一般男子ダブルスＢ級 南貴公 種目 一般女子ダブルスＢ級 小泉恵

塩瀬潮実 岩崎豊 中野好夫 俣野春美 片山福 田口和世

大槻幸作 松崎光隆 倉橋欣男 佐藤聡子 藤本肇子 村上ちゑ子

松浦勝也 飯島博子

種目 一般男子ダブルスＣ級 田井直之 種目 一般女子ダブルスＣ級 新谷梅乃

光畑保夫 澤田勲 田口良市 中道はるか 田中惠子 音峰千文

林実 堀ノ内宏文 平井實 木崎蘭 坂本紀子 俣野由美子

三好義男 菅谷三恵子

種目 中学男子 谷口吉男 種目 中学女子 永井保子

太田一晴 南桑中学校 清水海璃 南桑中学校 永田諒 大成中学校 清水真子 大成中学校 段本まなみ 南桑中学校 出垣内夕菜 大成中学校

奥西一元 育親中学校 新木本菜央 大成中学校

7月12日 第１５回会長杯卓球大会 （会員限定） （1チーム3名・男女別団体戦、Ｄ→Ｓ→Ｓ）

男子の部 女子の部

チーム名 第1選手 クラブ 第2選手 クラブ チーム名 第1選手 クラブ 第2選手 クラブ

優勝 西台クラブB 後田　真 西台クラブ 八木田　茂 西台クラブ 優勝 亀陵クラブA 小栗栖　恵子 亀陵クラブ 林　弥須子 亀陵クラブ

2位 西台クラブA 秋山　龍作 西台クラブ 浅田　佳裕 西台クラブ 2位 亀岡卓研A 植田　妙子 亀岡卓研 小泉　恵 亀岡卓研

3位 園部卓友会 神内　厚志 園部卓友会 長谷川清博 園部卓友会 小崎　茂 園部卓友会 3位 園部卓友会B 林　妙子 園部卓友会 湯浅　恵子 園部卓友会

3位 亀陵クラブB 西村　祐介 亀陵クラブ 安田　隆志 亀陵クラブ 3位 亀陵クラブB 川口　賞子 亀陵クラブ 桂　美沙紀 亀陵クラブ

8月23日 第３６回平和祭卓球大会

種目 一般男子シングルスＡ級 （男女・ランク別、シングルス戦） 種目 一般女子シングルスＡ級

秋山 龍作 西台クラブ 後田 真 西台クラブ 関口 貴之 亀陵クラブ 大石 八重子 亀岡リバティー 髙山 弘美 西台クラブ 小栗栖 恵子 亀陵クラブ

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

大槻 幸作 スマッシュ大井亀岡 中野 好夫 スマッシュ大井亀岡 中島 清和 亀岡卓研 澤 彩香 西京高校 林 妙子 園部卓友会 田口 和世 さくらクラブ

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

松浦 勝也 スマッシュ大井亀岡 中山 裕葵 亀岡高校 大槻 俊州 亀陵クラブ 岡本 咲紀 亀岡高校 永井 保子 亀岡リバティー 佐藤 聡子 亀岡卓研

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

田口 良市 サタデーピンポン 澤井 龍彦 サタデーピンポン 木村 勝二 亀陵クラブ 井上 和子 亀陵クラブ 岡村 徳子 サタデーピンポン 加賀山 千代 ほのぼのクラブ

種目 中学男子 種目 中学女子

太田 一晴 南桑中学校 川勝 強志 亀岡中学校 吉田 純 東輝中学校 清水 真子 大成中学校 段本 まなみ 南桑中学校 新木本 菜央 大成中学校

永田 諒 大成中学校 岡本 みな美 南桑中学校

11月8日 第２９回亀岡オープン卓球大会（団体の部） （1チーム３～4名の、ＤＳＳ戦）

種目 男子団体戦 種目 女子団体戦

１位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ おはよう卓球S・A 西台クラブA イミテーションA １位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 翠嵐クラブ 佛教大学 柴クラブ

２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 翠嵐クラブ 龍尾T.T.C 左京友の会A ２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 京田辺スカイ ふかきち マロンA

３位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 左京友の会B ｽﾏｯｼｭ大井亀岡A たなばた ３位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ さくら 園部卓友会 長岡しらゆき

11月22日 第３８回府民総体卓球大会亀岡市代表 (伏見港公園総合体育館）   予選ﾘｰｸﾞ2位(3ﾁｰﾑ)                 ２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ

監　督 男子　　選手 中村　剛 男子　　選手 秋山　龍作 女子　　選手 小栗栖恵子 川口賞子   対 井出町 5-0 勝        第１試合 対 久御山町  3-2 勝

秋山　龍作 男子　　選手 関口貴之 男子50歳以上 伊藤　匡 女子　　選手 高山弘美 段本はつみ   対 福知山 0-5 負        第２試合 対 木津川市  0-3 負

府民総体マスターズ卓球大会亀岡市代表（伏見港総合体育館） ６ﾌﾞﾛｯｸで予選ﾘｰｸ後、予選１位・２位・３位の各ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦実施

監　督 男子　　選手 八木田茂 男子60歳以上 塩瀬潮実 女子　　選手 俣野春美 女子60歳以上 小杉山登代美

塩瀬潮実 男子　　選手 中野好男 男子65歳以上 大槻幸作 女子　　選手 横須賀豊子 女子65歳以上 大石八重子

11月22日 第5回中部広域卓球大会 （1チーム2名の、ＤＳＳ戦）

種目 一般男子の部（1位トーナメント） 種目 一般女子の部（1位トーナメント）

能勢ELC 川西ギャラントム 龍尾T.T.C 篠山wed.Y.H 篠山wed.F.Y 西台クラブ

種目 一般男子の部（２位トーナメント） 種目 一般女子の部（２位トーナメント）

西台クラブA フリーズ トータス 篠山wed.S.O 薭田野クラブ 亀岡リバティーA

種目 中学男子の部（１，２位トーナメント） 種目 中学女子の部（１，２位トーナメント）

園部中学校B 西台クラブ 大成中学校A 西台クラブ 園部中学校A 大成中学校A

’2016

1月24日 第３４回口丹波卓球大会 （1チーム２～3名の、ＤＳＳ戦）

種目 一般男子の部（１・２位トーナメント） 種目 一般女子の部（１・２位トーナメント）

西台クラブA トータス 亀陵ｸﾗﾌﾞB 西台クラブB 園部卓友会 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰA

種目 一般男子の部（３・４位トーナメント） 種目 一般女子の部（３・４位トーナメント）

ｽﾏｯｼｭ大井亀岡A 卓球つつじクラブ 薭田野クラブ 亀岡卓研 オール亀岡 薭田野クラブ

種目 中学男子の部（１・２位トーナメント） 種目 中学女子の部（１・２位トーナメント）

東輝中学校A 園部中学校A 殿田中学校A 園部中学校A 南桑中学校L 大成中学校A

種目 中学男子の部（３・４位トーナメント） 種目 中学女子の部（３・４位トーナメント）

大成中学校B 大成中学校D 殿田中学校B 大成中学校B 大成中学校C 園部中学校B

’2016
2月28日 第２８回亀岡オープン卓球大会 （男女・ランク別シングルス戦）

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

飯田英樹 卓球道場わからん 田阪謙治 鴨沂クラブ 中村剛 西台クラブ 中村輝子 西台クラブ 泉佐織 チョコミルク 中田悠理 TTC・きさらぎ

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

澤近真人 UWAクラブ 森隆博 綾部卓研 和田泰幸 卓球道場わからん 段本まなみ 西台クラブ 加藤侑子 卓球道場わからん 岡貞美 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

坂本智也 愛好会 清水直輝 今西ファミリー 中野翔太 卓球道場わからん 八田梨緒 今西ファミリー 矢野秀子 篠山wed. 森岡明美 亀岡卓研

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

岡康史 NET-IN 堀大河 今西ファミリー 中嶋美行 豊岡卓球サークル 岸岡千枝子 YMT夢城卓研 足立美佐子 福卓シニア 佐藤聡子 亀岡卓研

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）

大槻幸作 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 久野文雄 羽束師卓研 美馬正信 薭田野クラブ 実施せず

大成中OB

３位２位 ３位 優勝 ２位

３位

優勝 ２位 ３位

３位

優勝

優勝 ２位

２位 ３位

２位 ３位

優勝 ２位優勝

３位 優勝 ２位

優勝

２位 ３位

西台クラブ 亀陵クラブ西台クラブ

３位

亀岡卓研

龍尾T.T.C 西台・つつじ

２位 ３位

２位

優勝

スマッシュ大井亀岡西台クラブ

優勝

優勝

西台クラブ

卓球つつじ

亀岡卓研

薭田野クラブ

亀岡リバティー

亀陵クラブ

亀岡リバティー さくらクラブ

ほのぼのクラブﾞ

スマッシュ大井亀岡

スマッシュ大井亀岡

さくら・Ｈ・Ｍ サタデーピンポン サタデーピンポン 亀岡卓研

（'10 ～'15）


