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会長挨拶
亀岡市卓球協会会員のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症の完全終息には至っていませんが、みなさまお元気でお過ごしですか。
昨年度、9回の各種大会を計画しましたが、実際に開催できたのは、第2回理事長杯大会、第42回平和祭大会、第2回

亀岡オープン年代別大会、第40回口丹波大会の4大会にとどまりました。数少ない大会開催でしたが、ベテランの皆さん
とともに若い出場者が目に付き心強く感じました。開催できた大会でも、小体育館使用ということで参加チーム・人数の上
限を設けたところ、短時日の間に定員一杯となったこともあり申し分けなかったと考えています。
日常の協会の運営では「協会規約」を遵守する事を常に心がけ、協会ホームページの充実、LINE・メールの活用などデ

ジタル化を大胆に進めてきました。
今期においても10回の大会・事業を計画し、全て会場が確保できました。コロナの終息を願いつつ、コロナに負けない

体力づくりのために日常的なスポーツを、とりわけ卓球を楽しみたいと思います。会員のみなさまの、ご健康と協会事業へ
のご協力を心から願っています。昨年度、協会の会長・名誉会長として長年にわたりお力添えを頂いた遠山泰之氏がご逝
去されました。ここにご冥福をお祈りします。大変お世話になりました。

２０２２年４月 亀岡市卓球協会 会長 山岡 良右（りょうすけ）

会長 山岡 良右

亀岡市卓球協会

https://kametaku.work

大会情報、参加申し込み
大会結果･写真

協会書類･規約は
「亀岡市卓球協会」
ホームページから

協会ホームページ
QRコード

2022年度 事業計画 60⇒60歳以上、エ⇒エンジョイの部、中⇒中学生以下

会場

級別 年代別

4月10日 (日) 2022年度協会員親睦卓球大会 小 複3 区分無し 〇 × × 無し 3月23日 (水)

5月15日 (日) 第42回市民卓球大会 大 〇 ABCエ中 〇 〇 × 無し 4月27日 (水)

6月12日 (日) 第36回亀岡オープン卓球大会(団体) 大 複1単2 区分無し 〇 〇 〇 100チーム 5月25日 (水)

7月10日 (日) 第3回理事長杯卓球大会(府民総体亀岡市予選会) 小 〇 一般60 無し 6月22日 (水)

8月21日 (日) 第43回平和祭卓球大会 大 〇 ABCエ中 〇 〇 × 無し 8月3日 (水)

9月25日 (日) 第22回会長杯卓球大会 大 複3 一般･中 〇 〇 × 無し 9月7日 (水)

10月30日 (日) 2022年度亀岡市卓球協会 研修会 小 － － － 〇 中高生のみ × 無し 10月12日 (水)

12月18日 (日) 第3回亀岡オープン卓球大会(年代別シングルス) 大 〇 一般60中 〇 〇 〇 300人 11月30日 (水)

1月22日 (日) 第41回口丹波卓球大会 大 複1単2 一般･中 〇 〇 × 無し 1月4日 (水)

3月12日 (日) 第35回亀岡オープン卓球大会(級別シングルス) 大 〇 ABC 〇 〇 〇 300人 2月22日 (水)

大会間隔をなるべく均等にするとともに、同じような種目の大会が連続しないように大会順を決定

今年度より、会長杯に中学生以下の部を追加し、口丹波卓球大会とともに会場を大体育館で開催

初心者の方に参加しやすいように、市民大会･平和祭のエンジョイの部を男女別に変更

申し込み

〆切

亀岡市内在住・在勤・在学の社会人と大学生

↑記号

試合区分

(男女別)

人数

制限

大会種目
亀岡

運動公園

体育館

団体戦
個人戦

協会員
亀岡市

南丹市

京丹波町

大会月日 大会名

出場対象者

左記以外

府民総体関連の予定

大会名

9月4日 (日) 第45回京都府民総体マスターズ大会

11月13日 (日) 第45回京都府民総合体育大会

大会日

島津アリーナ

宮津市民体育館

会場

2021･2022年度・協会役員
役  職 氏名 所属

会 長 山岡　良右 卓球つつじ

副 会 長 倉橋　欣男 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 品川　暢男 希卓部

事 務 局 長 段本　圭一 西台クラブ

副事務局長 山口　重次 薭田野クラブ

会 計 植田　妙子 亀岡卓研

副 会 計 村上　ちゑ子 亀岡リバティー

理 事 吉見　保男 ほのぼの

理 事 岡本　浩 富本クラブ

理 事 下田　修寛 亀陵クラブ

理 事 小杉山  登代美 西台クラブ

理 事 今西　一美 サタデー

理 事 松本　幸枝 亀岡リバティー

理 事 永田　尚生 オール亀岡

理 事 橋本　淳子 マロン

理 事 𠮷川　文子 園部卓友会

相 談 役 堀田　稔 亀岡卓研

会 計 監 査 中川  美也子 スマッシュ大井亀岡

会 計 監 査 美馬　正信 薭田野クラブ

亀岡市スポーツ協会派遣役員

亀岡市スポーツ協会評議委員 山岡　良右(卓球つつじ)

2022年度　各クラブ人数と部長、評議委員 2022年4月1日現在

クラブ名 人数 前年差 部長名

1 亀陵クラブ 22人 +5人 関口　貴之 畑　忠幸 関口　恵子

2 西台クラブ 21人 -1人 後田　真 中尾　浩朗 寺井　詞子

3 SEIWA CLUB 20人 +6人 中島　清和 立石　美勇 近藤　秀樹

4 亀岡リバティー 17人 0人 永井　保子 飯田　久美子 谷村　幸子

5 ほのぼの 14人 +1人 清水　勇蔵 田中　恵子 吉岡　貞恵

6 卓球つつじ 14人 +3人 伊藤　匡 川村　隆也 長尾　和彦

7 マロン 13人 -1人 畑中　政勝 三科　元孝 尾野　安恵

8 亀岡卓研 11人 0人 堀田　稔 村上　興弘 小田　大和

9 サタデー 10人 -3人 松本　皓義 中川　恵美子 藤本　まき江

10 園部卓友会 10人 -1人 長谷川　清博 岩﨑　明生 道浦　賢治

11 富本クラブ 10人 0人 中川　淳男 西村　卓子 中川　淳男

12 スマッシュ大井亀岡 10人 +2人 田井　直之 竪谷　昌之 村上　智美

13 希卓部 7人 +2人 品川　暢男 藤川　佐吉 －

14 オール亀岡 4人 0人 平野　利子 猪越　正枝 －

15 H･MTTC 4人 0人 段安　義彦 段安　義彦 －

16 薭田野クラブ 4人 0人 美馬　正信 飯島　博子 －

17 個人会員 3人 +2人

194人 +15人

評議委員

合計

https://kametaku.work/


2021年度決算 2022年度予算

10月10日(日)亀岡オープン
(年代別シングルス)

8月8日(日)平和祭卓球大会
昨年度唯一の大体育館

亀岡市卓球協会のLINE公式アカウントを開設しました。
登録していただきますと大会情報･結果が届きます。

友だち募集中
(お名前等は登録･管理されません
のでお気軽に登録してください）

亀岡市卓球協会
LINE公式アカウント

2021年大会実績
大会名 参加人数

4月29日 (木) 協会員親睦春季大会 中止

6月6日 (日) 第41回市民卓球大会 中止

7月11日 (日) 第2回理事長杯卓球大会(第44回府民総体予選) 50人

8月8日 (日) 第42回平和祭卓球大会 168人

9月19日 (日) 第21回会長杯卓球大会 中止

9月20日 (月) 第44回京都府民総合体育大会マスターズ大会 中止

10月10日 (日) 第2回亀岡オープン卓球大会(年代別シングルス) 112人

11月21日 (日) 第44回京都府民総合体育大会 開催

1月16日 (日) 第40回口丹波卓球大会 89人

2月6日 (日) 第35回亀岡オープン卓球大会(団体の部) 中止

3月6日 (日) 第34回亀岡オープン卓球大会(シングルス) 中止

その他　協会の活動実績
7月29日,30日 京都府中学校府下大会　延べ協会員48人の審判協力

開催日

2022年
1月16日 (日) 第40回口丹波卓球大会

チーム名 氏名 氏名 氏名

男子 亀陵クラブA 下田　修寛 山下　克人 金子　竜也

女子 西台クラブ 小杉山　登代美 鶴尾　留賀 段本　はつみ

男子 亀陵H･MTTC 西村　祐介 安田　隆志 高向　亮二

女子 亀岡リバティーA 田村　とよ子 大石　八重子 岩嶋　裕子

男子 亀岡卓研A 小田　大和 藤原　千温 橋本　匠峰

女子 園部卓友会 𠮷川　文子 上山　美和 湯浅　恵子
3位

優勝

2位

7月11日 (日) 第2回理事長杯卓球大会(府民総体･マスターズ亀岡市予選会)

𠮷田　智幸 SEIWA CLUB

芦田　浩久 個人

桂　美沙紀 亀陵クラブ

段本　はつみ 西台クラブ

山本　要 トータス

品川　暢男 希卓部

飯島　博子 薭田野クラブ

村上　ちゑ子 亀岡リバティー

8月8日 (日) 第42回平和祭卓球大会

四方　聡 SEIWA CLUB

伊藤　匡 卓球つつじ

関口　恵子 亀陵クラブ

段本　はつみ 西台クラブ

吉岡　幸大 希卓部

品川　暢男 希卓部

山本　由美子 卓球つつじ

上田　愛梨 亀岡高校

山本　義昭 卓球つつじ

近藤　秀樹 SEIWA CLUB

永田　眞理子 SEIWA CLUB

安川　乃里子 ほのぼの

川田　和歌子 卓球つつじ

今西　勉 SEIWA CLUB

原　佑季 大成中学校

宮川　楓真 詳徳中学校

松尾　光優香 八木中学校

岩﨑　玲奈 詳徳中学校

10月10日 (日) 第2回亀岡オープン卓球大会(年代別シングルス)

立石　美勇 SEIWA CLUB

下田　修寛 亀陵クラブ

関口　かれん 亀陵クラブ

寺井　詞子 西台クラブ

中島　清和 SEIWA CLUB

浅田　佳裕 西台クラブ

植田　妙子 亀岡卓研

森岡　明美 亀岡卓研

女子 亀陵クラブ関口　恵子 西台クラブ髙山　弘美

優勝 ２位 ３位

男子 西台クラブ中村　剛 SEIWA CLUB立石　美勇

女子 亀岡リバティー岩嶋　裕子 亀岡リバティー田村　とよ子

優　勝 ２位

男子 SEIWA CLUB中島　清和 希卓部藤川　佐吉

男子 上田　雅之 亀陵クラブ 柴　穣次 SEIWA CLUB

３位

男子 加藤　未有 SEIWA CLUB 下間　平裕 SEIWA CLUB

女子 木下　順子 ほのぼの 藤本　肇子 亀岡リバティー

堀川　博明 SEIWA CLUB 山森　勝也 SEIWA CLUB

一般

男子 山下　克人 亀陵クラブ 金子　竜也 亀陵クラブ

男子 名倉　洸太朗 SEIWA CLUB 小野　駿 大成中学校

女子 九里　有咲 SEIWA CLUB 松下　未來 大成中学校

C級

中学生

エンジョイの部

スマッシュ大井亀岡

女子 猪田　昌子 マロン 岩嶋　裕子 亀岡リバティー

女子 関口　恵子 亀陵クラブ 岸本　朋子 SEIWA CLUB

60歳以上

男子 秋山　龍作 西台クラブ 大槻　幸作

優　勝 ２位 ３位

一般

60歳以上

A級

B級

女子 村上　智美 スマッシュ大井亀岡 𠮷川　文子 園部卓友会

女子 下間　操 SEIWA CLUB 岡本　やすみ 園部卓友会

男子 橋本　匠峰 亀岡卓研 山本　要 トータス

11月21日(日)第44回京都府民総合体育大会

亀岡市代表 結果：2位トーナメント １回戦惜敗

監督 関口　貴之 亀陵クラブ 関口　恵子 亀陵クラブ

中村　剛 西台クラブ 髙山　弘美 西台クラブ

𠮷田　智幸 SEIWA CLUB 桂　美沙紀 亀陵クラブ

伊藤　匡 卓球つつじ 段本　はつみ 西台クラブ

南丹市代表 結果：3位トーナメント １回戦惜敗

松尾　敏仁 園部卓友会 岡本　やすみ 園部卓友会

長谷川　清博 園部卓友会 𠮷川　文子 園部卓友会

山口　重次 薭田野クラブ 寺井　詞子 西台クラブ

京丹波町代表 結果：4位トーナメント １回戦惜敗

監督 川上　勝 マロン 猪田　昌子 マロン

西野　未好 マロン 岡　貞美 マロン

畑中　政勝 マロン 大槻　益美 マロン

松木　寿広 マロン 尾野　安恵 マロン

女子

女子

男子

男子 女子

男子

収入の部 支出の部

'21年予算額 '21年決算額 '22年予算 備考 '21年予算額 '21年決算額 '22年予算 備考

亀岡市スポーツ協会補助金 100,000 63,000 93,320 '20年総体中止で’21年決算減 亀岡市スポーツ協会分担金 11,000 11,000 11,000 スポーツ協会分担金・賛助金

大会参加費 1,360,000 353,600 1,279,300 事業運営費 1,235,000 403,826 1,079,325

親睦大会 80,000 0 68,800 大会使用料 180,000 41,460 234,000 体育館使用料

市民大会 250,000 0 150,000 '21年よりシングルスのみの大会 昼食代 120,000 38,350 110,500 理事大会弁当

理事長杯・府民総体予選会 40,000 45,500 45,500 賞品代 460,000 106,616 319,825 賞品・賞状代

平和祭 170,000 134,700 135,000 資料代 180,000 34,091 100,000 大会プログラム

会長杯 60,000 0 120,000 '22年から中学生可、大体育館 保険代 60,000 17,085 60,000 傷害保険代

亀岡オープン（年代別） 180,000 96,600 200,000 用具代 60,000 28,800 50,000 試合球

口丹波大会 140,000 76,800 120,000 '22年から大体育館 総体代 160,000 137,424 120,000 選手活動・交通費

亀岡オープン（団体） 200,000 0 200,000 その他 15,000 0 85,000 理事手当(5000円×17人)

亀岡オープン(個人) 240,000 0 240,000 弁当立替金 16,900 7,150 0

研修会 0 0 0 事務費 90,000 36,119 80,000

弁当代立替 16,900 7,150 0 通信費 50,000 13,748 40,000 郵送料

協会登録料 90,500 95,500 100,000 200人 消耗品費 40,000 22,371 40,000 コピー・事務用品代

謝礼金 20,000 0 0 会議費 30,000 6,469 10,000 評議員会・部長会会場費

雑収入 500 500 500 ゼッケン代 交際費 5,000 0 5,000 亀岡市スポーツ協会

前年度繰越金 51,825 51,825 100,251 報償費 80,000 0 30,000 研修会コーチ謝礼

1,639,725 571,575 1,573,371 慶弔費 5,000 1,760 5,000

繰越金等 雑費 15,000 0 10,000

'21年収入合計 '21年支出合計 差引繰越額 協会登録料 5,000 5,000 0 '22年度より支部会費不要

571,575 471,324 100,251 積立金 100,000 0 100,000 積立金

100,000 予備費 46,825 0 243,046

6,700 繰越金 0 100,251 0

1,639,725 571,575 1,573,371合計

項目項目

合計

'22年度繰越額

積立金(周年行事用)

クオカード(大会中止賞品)


