
　　　（亀岡市卓球協会）

役  職 氏名 所属
名 誉 会 長 遠山 泰之 亀高ＯＢ
会 長 堀田  稔 亀岡卓研
副 会 長 塩瀬　潮実 スマッシュ大井亀岡
理 事 長 関口　貴之 亀陵クラブ
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
理 事（副事務局長） 柿谷　孝夫 ほのぼのクラブ
理 事 （ 主 会 計 ） 美馬　正信 薭田野クラブ
理 事（ｻﾎ ﾟｰﾄ会 計） 森岡　明美 亀岡卓研
理 事（ｻﾎ ﾟｰﾄ会 計） 中川　恵美子 サタデーピンポン
理 事 （ 審 判 長 ） 八木田　茂 西台クラブ
理 事 （ 副 審 判 長 ） 菅原　清司 亀陵クラブ
理 事 中野　好夫 スマッシュ大井亀岡
理 事 光木　淳一 サタデーピンポン
理 事 谷村　幸子 亀岡リバティー
理 事 石丸　啓子 亀岡リバティー

平成30年度事業計画 理 事 鶴尾　留賀 西台クラブ
理 事 瀬本 千賀子  オ－ル亀岡

大  会  名 会場 理 事 岩崎　明生 園部卓友会
04月30日（月・振替休日）協会春季卓球大会 小 理 事 滝波 美由紀 マロン
06月03日（日） 第38回市民卓球大会 大 会 計 監 査 脇田　勉 亀岡クラブ
07月08日（日） 第41回府民総体・マスターズ大会予選会 小 会 計 監 査 大槻　益美 マロン
08月05日（日） 第39回平和祭卓球大会 大
09月17日（日） 30年度マスターズ大会 島津アリーナ 協 会 推 奨 練 習 場
09月23日（日） 亀岡市卓球協会研修会 小
10月07日（日） 第32回亀岡オープン卓球大会（団体の部） 大 卓 球 場
10月21日（日） 30年度京都府民総合体育大会卓球の部 向日市体育館
11月04日（日） 第18回会長杯卓球大会 小 亀岡市体育協会派遣役員
11月25日（日） 第8回中部広域卓球大会 大
01月27日（日） 第37回口丹波卓球大会 大 評 議 委 員 山岡　良右 卓球つつじ
03月10日（日） 第31回亀岡オープン卓球大会（個人の部） 大 京 都 卓 球 協 会 理 事 北村　和夫 マロン

各種卓球教室を開催（日程詳細は理事会で検討）
○初心者教室を始めとする社会人対象の教室 ○協会機関紙「スマッシュ」を発刊

○ジュニア対象の教室 ○新会員募集、活動の啓蒙を引き続き行う（ＨＰ等の充実）
○協会員対象のプロによる研修会 ○亀岡市卓球協会ホームページ・アドレス

http://kametaku.o.oo7.jp/

平成29年度決算報告、30年度予算計画 平成30年度各クラブ部長名簿
収入 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(B)

項目 29年度予算額 29年度決算額 増減 30年度予算額 増　減 クラブ名 部長 部員数
体協補助金 100,000 85,920 -14,080 100,000 14,080 西台クラブ 浅田佳裕 26
大会参加費 1,570,000 1,550,540 -19,460 1,490,000 -60,540 亀岡リバティー 長澤京子 17
協会登録料 110,000 4,500 -105,500 110,000 105,500 サタデーピンポン 松本皓義 19
謝礼 30,000 20,000 -10,000 30,000 10,000 亀陵クラブ 関口貴之 15
総体代 50,000 0 -50,000 0 0 園部卓友会 道浦賢治 14
雑収入 150,000 261,741 111,741 150,000 -111,741 スマッシュ大井亀岡 田井直之 12
その他 0 25,350 25,350 0 -25,350 マロン 畑中政勝 13
繰越金 212,608 212,608 0 102,860 -109,748 亀岡卓研 堀田稔 17
計 2,222,608 2,160,659 -61,949 1,982,860 -177,799 ほのぼのクラブ 清水勇蔵 13

支出 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(B) 卓球つつじ 伊藤匡 13
項目 29年度予算額 29年度決算額 増減 30年度予算額 増　減 オール亀岡 平野利子 7

体協分担金 13,000 11,000 -2,000 11,000 0 富本クラブ 中川淳男 9
事業運営費 1,520,000 1,698,918 178,918 1,220,000 -478,918 トータス 山本要 6
事務費 100,000 106,185 6,185 100,000 -6,185 薭田野クラブ 美馬正信 5
会議費 50,000 31,500 -18,500 50,000 18,500 H・MTTC 段安義彦 5
交際費 50,000 19,160 -30,840 30,000 10,840 計 15クラブ 191名
報償費 80,000 49,800 -30,200 50,000 200

慶弔費 5,000 0 -5,000 5,000 5,000

雑費 152,000 15,886 -136,114 20,000 4,114
その他 0 25,350 25,350 100,000 74,650
積立金 100,000 100,000 0 200,000 100,000
繰越金 152,608 102,860 -49,748 196,860 94,000
計 2,222,608 2,160,659 -61,949 1,982,860 -177,799

記念式典積立金額 300,000 円

理事長　関口　貴之

平成29・30年度・役員

開　催　日

西 台 卓 球 場 ,

亀岡市卓球協会
会 長 堀田 稔
発行人 関口 貴之
編集人 石丸 啓子

山岡 良右

http://kametaku.o.oo7.jp/


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

北村和夫 マロン 八木田茂 西台クラブ 後田真 西台クラブ

横須賀豊子 西台クラブ 船越美紀 マロン 小栗栖恵子 亀陵クラブ

大槻俊州 亀陵ｸﾗﾌﾞ 中川淳男 富本クラブ 木村勝二 亀岡クラブ

6月11日 第37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 秋山龍作 西台クラブ 下間平裕 今西卓球センター 小栗栖恵子 亀陵ｸﾗﾌﾞ 岡本やすみ 園部卓友会 高山弘美 西台クラブ

種目 一般男子シングルスＢ級 関口貴之 亀陵ｸﾗﾌﾞ 種目 一般女子シングルスＢ級 猪田昌子 マロン

林裕輝 個人 上坊光輝 亀岡高校 中野好夫 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 飯島博子 薭田野クラブ 新谷梅乃 薭田野クラブ 石田桃子 亀岡卓研

種目 一般男子シングルスＣ級 中山裕葵 亀岡高校 種目 一般女子シングルスＣ級 佐藤聡子 亀岡卓研

佐々木晃 個人 勢井晴斗 亀岡高校 荻野篤哉 薭田野クラブ 村上智美 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 長澤京子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 木下順子 ほのぼの

種目 一般男子シングルスＤ級 植勉 富本クラブ 種目 一般女子シングルスＤ級 中川恵美子 サタデー

川村隆也 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 真下晴 卓球つつじ 浅田武則 サタデー 明田保子 富本クラブ 磧本菜那 亀岡高校 岡村徳子 サタデー

種目 一般男子ダブルスＡ級 水口邦雄 サタデー 種目 一般女子ダブルスＡ級 秋田洋子 富本クラブ

中村剛 神内厚志 秋山龍作 小栗栖恵子 岡本やすみ 中川美也子

八木田茂 長谷川清博 後田真 林弥須子 吉川文子 村上智美

浅田佳裕 関口かれん

種目 一般男子ダブルスＢ級 芦田浩久 種目 一般女子ダブルスＢ級 川口賞子

中村松太郎 秦秀一 堀田稔 石田桃子 飯島博子 藤本肇子

宮川正志 中尾浩朗 藤川佐吉 佐藤聡子 新谷梅乃 永井保子

畑忠幸

種目 一般男子ダブルスＣ級 大槻俊州 種目 一般女子ダブルスＣ級　

勢井晴斗 佐々木晃 植勉 中川恵美子 飯田はるみ 飯田久美子

池本琢馬 川勝芳嗣 光畑保夫 岡村徳子 坂本紀子 長澤京子

中川淳男 音峰千文

種目 中学男子 人見承明 種目 中学女子 俣野由美子

吉田拓人 育親中学校 西田大貴 育親中学校 芦田健佑 西台クラブ 佐藤鈴奈 南桑中学校 清水菜々 大成中学校 大前愛華 育親中学校

喜田せかい 大成中学校 小島彩 育親中学校

8月6日 第38回平和祭卓球大会 （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

関口貴之 亀陵ｸﾗﾌﾞ 後田真 西台クラブ 南貴公 亀陵ｸﾗﾌﾞ 小栗栖恵子 亀陵ｸﾗﾌﾞ 岡本やすみ 園部卓友会 高山弘美 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

藤井宏太 亀岡高校 松浦勝也 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 林裕輝 西台クラブ 森岡明美 亀岡卓研 船越美紀 マロン 石田桃子 亀岡卓研

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

畑中優希 南丹高校 松本征史郎 南丹高校 松本圭司 亀陵ｸﾗﾌﾞ 中川恵美子 サタデー 音峰千文 亀岡卓研 磧本菜那 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

西村信夫 ほのぼの 岡本一樹 個人 樋口守 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 岡村徳子 サタデー 田中恵子 ほのぼの 橋本淳子 マロン

種目 中学男子 種目 中学女子

吉田拓人 育親中学校 西田大貴 育親中学校 芦田健佑 西台クラブ 柴山幸 東輝中学校 大前愛華 育親中学校 白澤櫻子 大成中学校

辻晴仁 大成中学校 安藤百花 大成中学校

9月3日 第17回会長杯卓球大会 （会員限定） （1チーム3名・男女別３ダブルス戦）

男子の部 女子の部

チーム名 第1選手 第2選手 第3選手 チーム名 第1選手 第2選手 第3選手

優勝 園部卓友会 神内厚志 松尾敏仁 長谷川清博 優勝 亀陵ｸﾗﾌﾞ 関口かれん 川口賞子 桂美沙紀

2位 亀陵ｸﾗﾌﾞ 畑忠幸 大槻俊州 南貴公 2位 スマッシュ大井亀岡西台 上田千津子 宮下幸子 鶴尾留賀

3位 亀岡卓研A 中島清和 藤川佐吉 堀田稔 3位 薭田野・亀陵クラブ 飯島博子 小栗栖恵子 中西たみ子

10月8日 第31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 UNITY １位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ なごみ

２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 翠嵐クラブ 卓友クラブ スマスマB ２位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ NIT 西台クラブB 亀岡卓研A

３位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ スマスマA 亀陵クラブ 左京友の会花組 ３位ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ 桂花クラブ マロンB

11月12日 第40回府民総体卓球大会亀岡市代表 (舞鶴文化公園体育館）   
監　督 関口貴之 男子選手 中村剛 男子選手 南貴公 女子選手 土岐翠 女子選手 関口かれん

男子選手 秋山龍作 男子選手 伊藤匡 女子選手 小栗栖恵子 女子選手 高山弘美

11月19日 第7回中部広域卓球大会 （1チーム２～３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）

西台クラブA 綾部卓研A 亀陵クラブA 西台クラブA 亀岡高校 トータス

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）

亀岡卓研A 卓研西台 亀岡高校A Ｈ・ＭＴＴＣ マロンA

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

亀岡卓研C 亀岡卓研B 亀岡高校B モンブランA 薭田野クラブ 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰB

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

2018年 猪名川中学校 西台園部中学 園部中学A 大成中学校A 大成中学校C 南桑中学校

1月28日 第36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 フリーズ 亀陵クラブ 西台クラブ 亀岡卓研 マロン

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）

富本クラブ 亀岡高校C ほのぼの

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）

西台クラブ 東輝中学校 大成中学校A 大成中学校A 東輝中学校 詳徳中学校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）

2018年 大成中学校C 大成中学校B

3月4日 第30回亀岡オープン卓球大会（個人の部） （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 NEX'TAGE 小川真央 京都産業大学 臼井文 ＳＣＪ－ＴＴＣ 中田悠理 TTC きさらぎ 真鍋佳子 洛西クラブ 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

那谷槙之丞 金剛ピンポンクラブ 田村典照 ダイハツ京都 大槻拓翔 NEX'TAGE 吉田弘美 MT 山岡香里 アプロディール 榮木茂美 豊岡卓球サークル

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

四方聡 篠山wed. 堀大河 今西ファミリー 田村耕志 ダイハツ京都 木村咲葵 今西ファミリー 渡邉優美 壱球倶楽部 村上智美 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡

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

紙本知明 明友卓球クラブ 田渕菊仙 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 藤原凌高 明友卓球クラブ 矢吹幸子 TTCK 川端万尋 今西ファミリー 岡垣明美 ＯGUＲA T・R・Ｋ

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 安田晴夫 紫水クラブ 久野文雄 ダイハツ京都 実施せず

優勝 ２位 ３位

西台クラブ 園部卓友会 西台クラブ

優勝 ２位 ３位

チキータドラゴン KOTO卓球スタジオ はちみつレモンA assort（アソート）

亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ

亀陵ｸﾗﾌﾞ
出場4チームによるリーグ戦を実施

亀岡高校 個人 富本クラブ サタデー ほのぼの 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ

亀岡卓研 薭田野クラブサタデー

スマッシュ大井亀岡

ｽﾏｯｼｭ大井亀岡

オール亀岡サタデー

富本クラブ 亀岡卓研

３位

西台クラブ 亀陵ｸﾗﾌﾞ

亀陵ｸﾗﾌﾞ 園部卓友会

西台クラブ 亀岡卓研

優勝 ２位 ３位 優勝 ２位

優勝 ２位

優勝 ２位 ３位

３位

ｽﾏｯｼｭ大井亀岡

2017（H29）年度、各種大会入賞者一覧

３位優勝 ２位 ３位 優勝 ２位

優勝 ２位 優勝 ２位 ３位３位

優勝 ２位 ３位
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( １３～１７）年度別卓球大会参加者


