
　　　（亀岡市卓球協会）
　なぜ美誠＆水谷ペアは圧倒的に強いのか？

　卓球、混合ダブルス独特の「速さ」と「早さ」

　世界ランキング2位・伊藤美誠選手と、
　日本の卓球界を牽引してきた水谷隼選手との
　コンビが内定している東京五輪の混合ダブルス代表

　協会設立40周年記念式を終え、２０２０年度の「スマッシュ」を発刊します。
昨年度は、亀岡市卓球協会４０周年記念式典を新しい形で運動公園体育館で挙行いたしました。
多くの亀岡市卓球協会員の皆様のご参加を頂き、亀岡市スポーツ協会会長の関本卓男氏を迎え、また
南丹市卓球協会会長岩崎明夫氏、京丹波町卓球協会会長北村和夫氏のご来賓参加を賜りました。
前半は式典、後半はアトラクションで元赤い風船メンバーよるフォークソングに酔いしれていただきました。
また長年協会にご尽力いただいた男女代表１名づつに感謝状を送り、会員の皆様には抽選会で賞品を
ささやかですが受け取って頂きました。 役  職 氏名 所属
協会員皆様をはじめ、協会役員、関係者の方々のご協力に厚く御礼申し上げます。 名 誉 会 長 遠山 泰之 亀高ＯＢ
昨年度は、事業計画の中でオープン大会においては、参加者人数を計画より多くの参加をいただきました。 会 長 堀田  稔 亀岡卓研
開催時間の都合上、止む無く３ゲーム、C級決勝戦では時間切れでジャンケンで決めるといった事態になり、 副 会 長 堀田  稔 亀岡卓研
当事者には大変ご迷惑をおかけしたこと反省しております。 理 事 長 関口　貴之 亀陵クラブ
また、恒例の研修会は、矢野コーチを迎え、各中学校の卓球担当先生のご努力により、多くの参加願い、 副 理 事 長 山本　要 トータス
実のある研修会を開くことが出来ました。アンケートご意見の多くは、前向きに新しい技を取り組む姿勢が 理 事 （ 事 務 局 長 ） 山岡　良右 卓球つつじ
芽生えました。 理 事（副事務局長） 白畠　信之 サタデー
２０２０年度は、新型コロナウイルス感染の影響により、世界中が非常事態宣言が発出され、外出が自粛に 理 事（副事務局長） 神内　厚志 園部卓友会
なり、当卓球協会も計画の春季大会、市民大会を中止せざるを得ませんでした。早い終息を願うばかりです。 理 事 （ 主 会 計 ） 中川　美也子 スマッシュ大井亀岡
本年の事業には、会員数を増やせる策をたてて、新しく理事長杯設け、オープン大会には年代別を設けて 理 事（ｻﾎﾟｰﾄ会計） 美馬　正信 薭田野クラブ
参加しやすい内容に変更しております。 理 事 （ 審 判 長 ） 菅原　清司 亀陵クラブ
また、会員登録も亀岡市外の方がクラブに所属していれば会員になれる道を築きました。 理 事 （ 副 審 判 長 ） 松木　寿広 マロン
ホームページアドレスを更新しました。ご確認下さい。 理 事 秦　秀一 西台クラブ
本年度は新たな企画を盛り込み、更なる飛躍を目指して推進してまいりますので、皆様方のご支援ご協力を 理 事 植　勉 富本クラブ
よろしくお願い申し上げます。 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
2020年度事業計画 理 事 岡村　徳子 サタデー

理 事 安川　乃里子 ほのぼのクラブ
会場 理 事 横須賀　豊子 西台クラブ

運動公園体育館（小） 理 事 猪越　正枝 オール亀岡
運動公園体育館（小） 会 計 監 査 柿谷　孝夫 ほのぼのｸﾗﾌﾞ
ガレリア研修室 会 計 監 査 森岡　明美 亀岡卓研
運動公園体育館（小）
運動公園体育館（大）
向日市体育館
運動公園体育館（小）
運動公園体育館（大）
運動公園体育館（大） 亀岡市スポーツ協会・京都卓球協会派遣役員
綾部市日東精工体育館
運動公園体育館（小） 山岡　良右 卓球つつじ
運動公園体育館（小） 山本　要 トータス
運動公園体育館（大）

各種卓球教室を開催（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」２５号を発刊
○ジュニア対象の教室 ○新会員募集、亀岡市外の方もクラブ員であれば登録できます。
○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・アドレスを変更しました

https://kametaku.site/

2019年度決算報告、2020年度予算計画 2020年度各クラブ部長名簿（4月1日現在）
収入 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(B)

項目 2019年度予算額 2019年度決算額 増減 2020年度予算額 増　減 クラブ名 部長 部員数
体協補助金 100,000 93,360 -6,640 100,000 6,640 1 西台クラブ 浅田佳裕 22
大会参加費 1,540,000 1,275,550 -264,450 1,328,000 52,450 2 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨ- 菅谷三恵子 18
協会登録料 110,000 98,900 -11,100 93,000 -5,900 3 亀陵クラブ 関口貴之 17
弁当代立替 0 16,900 16,900 16,900 0 4 ほのぼのクラブ 清水勇蔵 14
謝礼金 30,000 20,000 -10,000 20,000 0 5 園部卓友会 長谷川清博 14
40周年記念事業費 480,000 210,000 -270,000 0 -210,000 6 サタデー 松本皓義 13
雑収入 150,000 2,144 -147,856 500 -1,644 7 マロン 畑中政勝 13
前年度繰越金 116,290 116,290 0 162,955 46,665 8 卓球つつじクラブ 伊藤匡 13

2,526,290 1,833,144 -693,146 1,721,355 -111,789 9 亀岡卓研 堀田稔 13
支出 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(B) 10 スマッシュ大井亀岡 田井直之 12
項目 2019年度予算額 2019年度決算額 増減 2020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 1,330,000 1,206,264 -123,736 1,235,000 28,736 13 オール亀岡 平野利子 6
弁当代立替 0 16,900 16,900 16,900 0 14 トータス 山本要 5
事務費 100,000 86,301 -13,699 90,000 3,699 15 H・MTTC 段安義彦 5
会議費 50,000 30,913 -19,087 30,000 -913 16 希卓部 品川暢男 4
交際費 30,000 0 -30,000 5,000 5,000 計 １６クラブ 187名

報償費 50,000 79,600 29,600 80,000 400

慶弔費 5,000 0 -5,000 5,000 5,000
協会登録料 5,000 5,000 0 5,000 0
雑費 15,000 10,310 -4,690 15,000 4,690
40周年事業 680,000 223,901 -456,099 0 -223,901
積立金 100,000 0 -100,000 100,000 100,000
予備費 150,290 0 -150,290 128,455 128,455
繰越金 0 162,955 162,955 0 -162,955

2,526,290 1,833,144 -693,146 1,721,355 -111,789

計

計

第41回平和祭卓球大会

10月11日（日） 第34回亀岡オープン大会（団体の部）
11月01日（日） 第1回亀岡オープン卓球大会（年代別の部）
11月22日（日） 2020年度京都府民総合体育大会卓球の部
01月24日（日） 第39回口丹波卓球大会

09月20日（日） 第20回会長杯卓球大会

06月14日（日） 部長会
07月12日（日） 第１回理事長杯（府民総体・マスターズ代表選抜）
08月23日（日）
09月13日（日） 2020年度マスターズ大会

2019･2020年度・役員

　　会長　堀田　稔

04月26日（日）
06月07日（日） 第40回市民卓球大会（中止しました）

協会春季卓球大会（中止しました）
大  会  名開　催　日

亀 岡 市 ス ポ 協 評 議 委 員
京 都 卓 球 協 会 理 事02月07日（土） 亀岡卓球協会研修会

03月14日（日） 第33回亀岡オープン卓球大会（個人の部）

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

https://kametaku.site/


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

優勝 神内厚志 園部卓友会 猪田昌子 マロン
植勉
荻野篤哉

富本クラブ
薭田野クラブ

２位 山下克人 亀陵ｸﾗﾌﾞ 中川恵美子 サタデー 西村卓子 富本クラブ

３位 北村和夫 マロン 小栗栖恵子 亀陵ｸﾗﾌﾞ 片山福 亀岡リバティー

6月2日 第39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 山下克人 亀陵ｸﾗﾌﾞ 関口貴之 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 林弥須子 亀陵ｸﾗﾌﾞ

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 高山弘美 西台クラブ

白畠信之 サタデー 堀田稔 亀岡卓研 小崎茂 園部卓友会 柴山幸 亀岡高校 石田桃子 亀岡卓研 村上智美

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 瀬本千賀子 オール亀岡

堀川晃平 亀陵ｸﾗﾌﾞ 中川淳男 富本クラブ 岩本能知 サタデー 大下佑女 南丹高校 飯田久美子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 河原都子 SEIWA CLUB

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 木下順子 ほのぼの

村上興弘 亀岡卓研 西村信夫 ほのぼの 柿谷孝夫 ほのぼの 安川乃里子 ほのぼの 稲富朝江 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 種目 一般女子ダブルスＡ級 今西一美 サタデー

南貴公 中村剛 安田隆志 小栗栖恵子 中川美也子 高山弘美

下田修寛 八木田茂 西村祐介 林弥須子 村上智美 鶴尾留賀

関口貴之 寺井詞子

関口善隆 小杉山登代美

種目 一般男子ダブルスＢ級 種目 一般女子ダブルスＢ級

品川暢男 秦秀一 白畠信之 松本幸枝 湯浅恵子 長澤京子

藤川佐吉 中尾浩朗 宮川正志 村上ちゑ子 上山美和 菅谷三恵子

岸谷亮汰

野原久聖

種目 一般男子ダブルスＣ級 種目 一般女子ダブルスＣ級　

三好義男 植勉 富本クラブ 近藤秀樹 河原都子 秋田洋子 富本クラブ 永田眞理子 SEIWA CLUB

川村隆也 光畑保夫 Ｈ・ＭＴＴＣ 安藤祐二 畑山史佳 飯田はるみ ほのぼの 猪越正枝 オール亀岡

今西一美

畠中保子

種目 中学男子 種目 中学女子

荻野輝 大成中学校 辻直紀 大成中学校 井上晴喜 東輝中学校 清水千聖 大成中学校 山本愛彩花 大成中学校 上田愛梨 大成中学校

佐藤結士 大成中学校 小林奈々美 大成中学校

8月4日 第40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

山下克人 亀陵ｸﾗﾌﾞ 秋山龍作 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 関口かれん 亀陵ｸﾗﾌﾞ

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

松浦勝也 ｽﾏｯｼｭ大井亀岡 堀田稔 亀岡卓研 辻井風雅 亀陵ｸﾗﾌﾞ 川口賞子 亀陵ｸﾗﾌﾞ 桂美沙紀 亀陵ｸﾗﾌﾞ 湯浅恵子 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

岩本能知 サタデー 武井涼 南丹高校 川村隆也 卓球つつじ 飯田久美子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 長澤京子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 安川乃里子 ほのぼの

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

村上興弘 亀岡卓研 杉本俊博 西台クラブ 柿谷孝夫 ほのぼの 吉岡貞恵 ほのぼの 橋本淳子 マロン 秋田洋子 富本クラブ

種目 中学男子 種目 中学女子

芝村淳行 東輝中学校 長瀧谷飛仁 東輝中学校 鬼木翔麒 大成中学校 清水千聖 大成中学校 河原都子 SEIWA CLUB 山本愛彩花 大成中学校

佐藤結士 大成中学校 畑山史佳 SEIWA CLUB

9月23日 第33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 優勝 翠嵐クラブ 左京友の会 らんざん

２位 ２位 朱雀セブンA わからん 亀岡卓研園部A

３位 ３位 優クラブ ナカライ・スマッシュクラブ 亀岡卓研B

10月13日 第9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 女子一般の部

山下克人 亀陵クラブ 浅田琉翔 西京味噌いかる 安田健 紫水クラブ 寺井詞子 西台クラブ 安田結芽 紫水クラブ 浅田彩珠 紫水クラブ

種目 男子シニアの部 種目 女子シニアの部

関口貴之 亀陵クラブ 森政男 綾部卓研 中尾浩朗 西台クラブ 小栗栖恵子 亀陵クラブ 岡本やすみ 園部卓友会 石田桃子 亀岡卓研

種目 男子ベテランの部 種目 女子ベテランの部

後田真 西台クラブ 山本要 トータス 品川暢男 希卓部 猪田昌子 マロン 横須賀豊子 西台クラブ 岡貞美 マロン

種目 男子ゴールドの部 種目 女子ゴールドの部

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 秦秀一 西台クラブ 田村とよ子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 大石八重子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 堂本怜子 園部卓友会

種目 男子ジュニアの部 種目 女子ジュニアの部

芦田健佑 今西TTS 梅原亮斗 紫水クラブ 濱田幸寿朗 紫水クラブ 大下杏樹 八木中学校 村上乙葉 八木中学校 小泉結夢 園部中学校

望月颯 八木中学校 畑山史佳 SEIWA CLUB

11月10日 第41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 山下克人 女子選手 関口かれん 女子選手 川口賞子

男子選手 岸本正 男子選手 伊藤匡 女子選手 小栗栖恵子 女子選手 高山弘美

12月22日 第32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 山下克人 亀陵ｸﾗﾌﾞ 大槻拓翔 NEX’TAGE 青木則子 翠嵐クラブ 小野すず穂 NEX’TAGE 穂積璃乙 同志社女子高校

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

四方聡 SEIWA CLUB 堀大河 ジュニオール 芦田健佑 今西ファミリー 岸本朋子 篠山wed. 仲島美葵 春日丘中学校 作永里美 ZERO

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

長村奏生 個人 檀上将之 灘高校 池原夢萌 乙訓女子クラブ 山口斐南子 乙訓女子クラブ 山野美空 嵯峨野高校

松本幸太郎 嵯峨野高校

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

樋口耕一 個人 樋渡祥平 任天堂 岡本義生 個人 鈴鹿綾子 フレンズ 飯田莉々花 NEX’TAGE 中川美優 NEX’TAGE

種目 一般男子シニア級（60歳以上）

冨田満 綾部卓研 樋口栄一 ZERO 秋山龍作 西台クラブ

1月26日 第38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 亀陵ｸﾗﾌﾞA 下田修寛 山下克人 優勝 亀陵ｸﾗﾌﾞB 関口かれん 桂美沙紀

2位 SEIWA CLUB A 四方聡 立石美勇 2位 亀陵ｸﾗﾌﾞA 小栗栖恵子 林弥須子

3位 西台クラブA 秋山龍作 浅田佳裕 3位 西台クラブA 寺井詞子 段本はつみ

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位トーナメント）

優勝 詳徳中学校 石川祐大 松岡祐樹 優勝 八木中学校A 村上乙葉 大下杏樹

2位 東輝中学校 井上晴喜 石川兼心 長野岳琉 2位 SEIWA CLUB 畑山史佳 中澤知優 緒方陽菜

3位 八木中学校A 望月颯 岩上颯真 中村里輝 3位 大成中学校A 中村美羽 市原優羽

2月23日 第19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 第４選手

優勝 西台クラブA 芦田浩久 金子竜也 後田真 優勝 亀陵ｸﾗﾌﾞ 小栗栖恵子 林弥須子 関口かれん 桂美沙紀

2位 マロン 北村和夫 畑中政勝 松木寿広 2位 亀岡卓研A 石田桃子 森岡明美 俣野春美

3位 亀陵ｸﾗﾌﾞA 関口貴之 下田修寛 大槻俊州 3位 マロン 尾野安恵 大槻益美 岡貞美 橋本淳子

左京友の会C

ＳＥＩＷＡ ＣＬＵＢ ＆ 今西 合同チームB

京産大・大電通・あいくら

ＳＥＩＷＡ ＣＬＵＢ ＆ 今西 合同チームA

Fire Balls

左京友の会D

ナカライ・スマッシュクラブ

西京味噌いかる

希卓部 西台クラブ サタデー

左京友の会B

卓球つつじ SEIWA CLUB

1位トーナメント 2位トーナメント 3.4位トーナメント

亀岡高校

1位トーナメント 2位トーナメント

亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 園部卓友会 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ

SEIWA CLUB

サタデー

3.4位トーナメント

西台クラブ

亀陵ｸﾗﾌﾞ 西台クラブ

亀陵ｸﾗﾌﾞ 西台クラブ 亀陵ｸﾗﾌﾞ 亀陵ｸﾗﾌﾞ ｽﾏｯｼｭ大井亀岡


