
　　　（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 堀田  稔 亀岡卓研
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） 白畠　信之 サタデーピンポン
理 事（副事務局長） 神内　厚志 園部卓友会
理 事 （ 主 会 計 ） 中川　美也子 スマッシュ大井亀岡
理 事（ｻﾎﾟｰﾄ会計） 美馬　正信 薭田野クラブ
理 事 （ 審 判 長 ） 菅原　清司 亀陵クラブ
理 事 （ 副 審 判 長 ） 松木　寿広 マロン
理 事 秦　秀一 西台クラブ
理 事 植　勉 富本クラブ
理 事 村上　ちゑ子 亀岡リバティー
理 事 飯田　久美子 亀岡リバティー

2019年度事業計画 理 事 岡村　徳子 サタデーピンポン
理 事 安川　乃里子 ほのぼのクラブ

大  会  名 会場 理 事 横須賀　豊子 西台クラブ
04月29日（月） 協会春季卓球大会 （小） 理 事 猪越　正枝 オール亀岡
06月02日（日） 第39回市民卓球大会 （大） 会 計 監 査 柿谷　孝夫 ほのぼのｸﾗﾌﾞ
07月14日（日） 第42回府民総体・マスターズ大会予選会 （小） 会 計 監 査 森岡　明美 亀岡卓研
08月04日（日） 第39回平和祭卓球大会 （大）
09月08日（日） ４０周年記念事業 ガレリア２Ｆ 亀岡市体育協会・京都卓球協会派遣役員
09月15日（日） 31年度マスターズ大会 城陽市体育館
09月23日（月） 第33回亀岡オープン大会（団体の部） （大） 亀岡市体協評議委員 山岡　良右 卓球つつじ
10月13日（日） 第9回中部広域大会 （大） 京 都 卓 球 協 会 理 事 山本　要 トータス
11月10日（日） 31年度京都府民総合体育大会卓球の部 （大）
11月23日（土） 亀岡卓球協会研修会 さくら体育館 協 会 推 奨 練 習 場
12月22日（日） 第32回亀岡オープン卓球大会（個人の部） （大）
01月26日（日） 第38回口丹波卓球大会 （小） 卓 球 場
02月23日（日） 第19回会長杯卓球大会 （小）

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/

2018年度決算報告、2019年度予算計画 2019年度各クラブ部長名簿
収入 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(B)

項目 2018年度予算額 2018年度決算額 増減 2019年度予算額 増　減 クラブ名 部長 部員数
体協補助金 100,000 106,059 6,059 100,000 -6,059 1 西台クラブ 浅田佳裕 22
大会参加費 1,490,000 1,328,100 -161,900 1,540,000 211,900 2 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨ- 菅谷三恵子 18
協会登録料 110,000 99,500 -10,500 110,000 10,500 3 亀陵クラブ 関口貴之 17
謝礼 30,000 27,000 -3,000 30,000 3,000 4 ｻﾀﾃﾞｰﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 松本皓義 15
雑収入 150,000 160,955 10,955 150,000 -10,955 5 ほのぼのクラブ 清水勇蔵 15
その他 0 11,700 11,700 0 -11,700 6 マロン 畑中政勝 14
40周年記念事業費 0 0 0 480,000 480,000 7 卓球つつじクラブ 伊藤匡 14
繰越金 102,860 102,860 0 116,290 13,430 8 園部卓友会 道浦賢治 13
計 1,982,860 1,836,174 -146,686 2,526,290 690,116 9 スマッシュ大井亀岡 田井直之 13

支出 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(B) 10 亀岡卓研 堀田稔 13
項目 2018年度予算額 2018年度決算額 増減 2019年度予算額 増　減 11 富本クラブ 中川淳男 11

体協分担金 11,000 11,000 0 11,000 0 12 薭田野クラブ 美馬正信 7
事業運営費 1,320,000 1,453,153 133,153 1,330,000 -123,153 13 オール亀岡 平野利子 6
事務費 110,000 104,864 -5,136 100,000 -4,864 14 トータス 山本要 6
会議費 50,000 28,973 -21,027 50,000 21,027 15 H・MTTC 段安義彦 5
交際費 30,000 10,000 -20,000 30,000 20,000 計 15クラブ 189名
報償費 50,000 84,000 34,000 50,000 -34,000
慶弔費 5,000 5,000 0 5,000 0

雑費 20,000 11,194 -8,806 20,000 8,806
その他 0 11,700 11,700 100,000 88,300
40周年記念事業費 0 0 0 680,000 680,000
積立金 200,000 0 -200,000 0 0
繰越金 186,860 116,290 -70,570 150,290 34,000
計 1,982,860 1,836,174 -146,686 2,526,290 690,116

記念式典積立金額 200,000 円

西 台 卓 球 場 ,

開　催　日

2019･2020年度・役員

理事長　関口　貴之

亀岡市卓球協会
会 長 堀田 稔
発行人 関口 貴之
編集人 山岡 良右

平成から5月1日より令和に元号が変わりますね。

亀岡市卓球協会も本年度をもちまして40周年という節目を迎えます。

また今年より新理事さんを迎えて新しくスタートを切ります。

日本の卓球界もTリーグの開催や、JAPAN TOP 12が 地上波のゴール

デンタイムに放送されるなど 今までには 考えられないくらいの 盛り

上がりを 見せております。

亀岡市卓球協会主催の各大会におきましても、たくさんの方々に楽

しんで頂けるような 内容と運営を 目指していきたいと考えておりま

す。つきましては、協会員の皆様の ご理解とご協力をよろしくお願い

致します。

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


4月30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

優勝 南貴公 亀陵クラブ 桂美沙紀 亀陵クラブ 山内玲子 オール亀岡

２位 岩崎明生 園部卓友会 森岡明美 亀岡卓研 大槻俊州 亀陵クラブ

３位 大槻幸作 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 石山千秋 西台クラブ 秋田洋子 富本クラブ

6月3日 第38回市民卓球大会 （男女・ランク別、シングルス・ダブルス戦）

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

中村剛 西台クラブ 南貴公 亀陵ｸﾗﾌﾞ 菅原清司 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 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 後田真 西台クラブ 種目 一般女子シングルスＢ級 段本はつみ 西台クラブ

中野好夫 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 藤川佐吉 亀岡卓研 秦秀一 西台クラブ 船越美紀 マロン 石田桃子 亀岡卓研 村上智美 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡

種目 一般男子シングルスＣ級 小崎茂 園部卓友会 種目 一般女子シングルスＣ級 佐藤聡子 亀岡卓研

真下晴 卓球つつじ 大槻俊州 亀陵ｸﾗﾌﾞ 荻野篤哉 薭田野クラブ 明田彩良 亀岡高校 武井麻由 亀岡高校 俣野由美子 亀岡卓研

種目 一般男子シングルスＤ級 川村隆也 卓球つつじ 種目 一般女子シングルスＤ級 中道くるみ ほのぼの

木村勝二 卓球つつじ 村上興弘 亀岡卓研 樋口守 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 佐藤和江 卓球つつじ 木下順子 ほのぼの 秋田洋子 富本クラブ

種目 一般男子ダブルスＡ級 山口誠二 個人 種目 一般女子ダブルスＡ級 田中恵子 ほのぼの

中村剛 芦田浩久 南貴公 尾野安恵 横須賀豊子 大槻益美

八木田茂 後田真 西村祐介 猪田昌子 土岐翠 岡貞美

土岐和 小栗栖恵子

種目 一般男子ダブルスＢ級 林裕輝 種目 一般女子ダブルスＢ級 林弥須子

岩崎明生 松浦勝也 山口重次 片山福 石丸啓子 佐藤聡子

小崎茂 倉橋欣男 荻野篤哉 藤本肇子 湯浅晶子 音峰千文

岩﨑豊 中村知子

種目 一般男子ダブルスＣ級 中尾浩朗 種目 一般女子ダブルスＣ級　 村上ちゑ子

中川淳男 川勝耀介 田口良市 明田彩良 田中恵子 秋田洋子

人見承明 武井涼 光木淳一 武井麻由 木下順子 廣瀬千枝子

光畑保夫 俣野由美子

種目 中学男子 田渕菊仙 種目 中学女子 橋本淳子

中川竣介 亀岡川東学園 野村優太 東輝中学校 九里太基 亀岡川東学園 安藤百花 大成中学校 柴山幸 東輝中学校 大下佑女 大成中学校

野間大生 大成中学校 田中佑香 東輝中学校

8月5日 第39回平和祭卓球大会
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 （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

南貴公 亀陵ｸﾗﾌﾞ 関口貴之 亀陵ｸﾗﾌﾞ 林裕輝 西台クラブ 小栗栖恵子 亀陵ｸﾗﾌﾞ 岡本やすみ 園部卓友会 段本まなみ 亀岡高校

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

芦田健佑 西台クラブ 秦秀一 西台クラブ 小崎茂 園部卓友会 永田尚生 オール亀岡 石田桃子 亀岡卓研 藤本肇子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ

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

大槻俊州 亀陵ｸﾗﾌﾞ 岩本能知 サタデー 松本圭司 亀陵ｸﾗﾌﾞ 岡村徳子 サタデー 音峰千文 亀岡卓研 長澤京子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ

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

岡本一樹 個人 樋口守 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 松井基 個人 木下順子 ほのぼの 今西一美 サタデー 稲富朝江 ほのぼの

種目 中学男子 種目 中学女子

中川竣介 亀岡川東学園 藤井佑介 西台クラブ 九里太基 亀岡川東学園 柴山幸 東輝中学校 安藤百花 大成中学校 田中佑香 東輝中学校

植田蒼麻 東輝中学校 大下佑女 大成中学校

9月23日 第18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 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 西台クラブA 秋山龍作 八木田茂 浅田佳裕 優勝 亀陵ｸﾗﾌﾞB 関口かれん 川口賞子 桂美沙紀

2位 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡A 大槻幸作 中野好夫 倉橋欣男 2位 亀陵ｸﾗﾌAﾞ 小栗栖恵子 林弥須子 松本幸枝

3位 亀岡卓研B 河村次郎 澤井龍彦 関口貴之 3位 亀岡卓研A 森岡明美 俣野春美 石田桃子

10月7日 第32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

優勝 MOMO B 西台クラブC 優勝 西台クラブA YYO

２位 ろく翔クラブ 綾部卓研 フリーズ ２位 田阪塾 TTCK マロンB

３位 西台クラブA 亀陵ｸﾗﾌﾞ 亀岡卓研 ３位 翠嵐クラブ 亀岡高校 高野TC

11月12日 第40回府民総体卓球大会亀岡市代表 (向日市体育館）   
監　督 関口　貴之 男子選手 中村　剛 男子選手 岸本　正　 女子選手 関口　かれん 女子選手 小栗栖　恵子

男子選手 南　貴公 男子選手 伊藤　匡 女子選手 川口　賞子 女子選手 高山　弘美　

11月25日 第8回中部広域卓球大会 （1チーム2名の、ＤＳＳ戦）

優勝 ２位 ３位 優勝 ２位 ３位

種目 男子一般の部 種目 女子一般・女子シニアの部

大槻満 西京味噌いかる 四方聡 篠山ウェンズディ－金子竜也 個人(金子) 寺井詞子 西台クラブ 船越美紀 マロン 髙山弘美 西台クラブ

種目 男子シニアの部 種目 女子ベテランの部

森政男 綾部卓研 西垣嘉博 トータス 岩崎明生 園部卓友会 飯島博子 薭田野クラブ 森山美恵子 豊岡卓球サークル 永田尚生 オール亀岡

種目 男子ベテランの部 種目 女子ゴールド・女子ジュニアの部

蒔田博道 川西ギャラントム吉田悦夫 トータス 半田利和 川西ギャラントム 安田結芽 紫水クラブ 浅田彩珠 紫水クラブ 大西恵子 さわやか

種目 男子ゴールドの部

木村明久 川西ギャラントム大槻幸作 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 中野好夫 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡

種目 男子ジュニアの部

大槻巧輝 西京味噌いかる 濱口公希 猪名川中学 山口慎太郎 西台クラブ

19　1月27日 第37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位トーナメント） 種目 一般女子の部（位トーナメント）

優勝 四方聡 立石美勇 優勝 関口かれん 桂美沙紀

2位 下間平裕 下田修寛 2位 小栗栖恵子 林弥須子

3位 西村祐介 南貴公 山下克人 3位 段本まなみ 武井麻由

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）

優勝 芦田健佑 福井来夢 優勝 山本愛彩花 清水千聖

2位 森裕太朗 野村優太 小林朋哉 2位 松本香音 浅田彩夏 赤井響

3位 齋藤史都 園田隆之介 3位 小林奈々美 上田愛梨 杉本美羽

19　3月10日 第31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）

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

飯田英樹 NEX'TAGE 吉本健太 本町卓球センター 大槻拓翔 NEX'TAGE 古川絵里 アプロディール 小野すず穂 NEX'TAGE 木村真実 壱球倶楽部

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

青木美天 京都学園高等学校 角村翔 受験生 田村典照 ダイハツ 岩西純子 高槻クラブ 上倉仲代 MAXクラブ 松林利佳 TTCK

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

安藤航太朗 大手前高校 金子竜也 ホークスドリーム 大槻俊州 亀陵ｸﾗﾌﾞ 紀平智枝 THINK 小池悠加 乙訓女子クラブ 西尾みどり 壱球クラブ

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

中嶋美行 豊岡卓球サークル 宗像真一 宇治卓球クラブ 佐々木晃 壱球クラブ 久保聡美 フレンズ 岡垣明美 OGURA T･R･K 吉田壽美子 RASH

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）

勝見勝博 笑福 大槻幸作 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 上倉広宜 北斗クラブ 申込み少数のため第2希望に統合し、シニア級は実施せず

西台クラブB 大成中学校A

八木中学校A 大成中学校B

SEIWA CLUB B 亀陵ｸﾗﾌﾞA

SEIWA CLUB A 亀陵ｸﾗﾌﾞB

亀陵ｸﾗﾌﾞB 亀岡高校A

Ｈ・ＭＴＴＣ
亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ

亀岡卓研
マロン

3位トーナメント1位トーナメント

西台クラブ 西台クラブ 亀陵ｸﾗﾌﾞ

ほのぼの 富本クラブ

亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ園部卓友会

西台クラブ

南丹高校 サタデー 亀岡高校

ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 薭田野クラブ

マロン

亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ

西台クラブA 八木中学校A

1位トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント 2位トーナメント

西台クラブ 亀陵ｸﾗﾌﾞ

マロン 西台クラブ

京産大・大電通・アイクラ

亀岡卓研

兵庫県立・立命館・京都工芸繊維大学

富本クラブ


