
第3回 亀岡オープン卓球大会(年代別シングルス) 男子188名

男子シングルス 問い合わせ先：亀岡市卓球協会 事務局長 段本(TEL:090-2283-4493)

氏名 クラブ名 氏名 クラブ名 氏名 学校名

1 嶋田　叶夢 トムーズ 吉見　保男 ほのぼの 加茂　咲人 ジュニオール

2 脇　真輝 トムーズ 岸本　昇 ほのぼの 田中　晧介 ジュニオール

3 原　世煕 トムーズ 西村　信夫 ほのぼの 高橋　泰地 ジュニオール

4 西村　桧 南丹高校 秋山　龍作 西台クラブ 森田　玲央 ジュニオール

5 北川　拓歩 南丹高校 浅田　佳裕 西台クラブ 村谷　廉 ジュニオール

6 高田　涼音 南丹高校 後田　真 西台クラブ 佐藤　巧 ジュニオール

7 小坂　誠士郎 南丹高校 北村　和夫 マロン 杉本　遥人 東輝6人衆

8 岡田　莉也 南丹高校 木下  豊 西山 同好会 北村　楓真 東輝6人衆

9 卜部　隼人 立命館大学 井上  善順 西山 同好会 山形　星海 東輝6人衆

10 中村　剛 西台クラブ 細野  章 西山 同好会 香西　慶人 東輝6人衆

11 八木田　茂 西台クラブ 岡本　浩 富本クラブ 今西　暁久 東輝6人衆

12 中尾　浩朗 西台クラブ 大槻　幸作 スマッシュ大井亀岡 折中　透 東輝6人衆

13 山内　将裕 西台クラブ 中野　好夫 スマッシュ大井亀岡 山本　拓未 SEIWA CLUB

14 金津　直記 任天堂 倉橋　欣男 スマッシュ大井亀岡 中澤　優太 SEIWA CLUB

15 坂根　侑樹 大谷クラブ 竹原　康造 スマッシュ大井亀岡 三船　晴歩 SEIWA CLUB

16 神戸　俊希 大谷クラブ 中嶋　美行 豊岡卓球サークル 上羽　璃空 SEIWA CLUB

17 山本　一輝 大谷クラブ 近藤　秀樹 SEIWA CLUB 広田　大和 SEIWA CLUB

18 山本　莉空 大谷クラブ 山本　義昭 卓球つつじ 人見　維久 SEIWA CLUB

19 渡邉　諄海 大谷クラブ 大村　康夫 亀陵クラブ 都築　功明 大成中学校

20 森本　誠也 大谷クラブ 小野　実 PPハウス 上田　修也 大成中学校

21 西川　匠 ジュニオール 堀田　稔 亀岡卓研 藤尾　州視郎 大成中学校

22 西川　幹 ジュニオール 光畑　保夫 H･MTTC 岡本　櫂偲 大成中学校

23 中村　文音 ジュニオール 藤川　佐吉 希卓部 中澤　佳琉 大成中学校

24 清水　大輝 龍谷大学 品川　暢男 希卓部 永田　啓太 大成中学校

25 四方　聡 SEIWA CLUB 柿谷　孝夫 希卓部 俣野　瑛心 大成中学校

26 中田　基介 SEIWA CLUB 澤井　龍彦 希卓部 岡　秀磨 猪名川Jr

27 片山　潤 SEIWA CLUB 田辺 範宏 クローバー 中西　勇仁 猪名川Jr

28 九里　和宏 SEIWA CLUB 松浪　幸治 大原野体振 磯川　昊生 猪名川Jr

29 森本　仰喜 SEIWA CLUB 谷口　昌之 大原野体振 山本　翔 西台ジュニア

30 吉村　興河 SEIWA CLUB 岡島　泰彦 大原野体振 福永　和馬 聖徳中学校

31 真下　晴 卓球つつじ 森本　弘文 大原野体振 松田　琉聖 勧修オールスターズ

32 岡田　浩 登美屋サークル 森上　勘一 大原野体振 松田　瑞樹 勧修オールスターズ

33 山下　克人 亀陵クラブ 山口　重次 薭田野クラブ 田辺　祐将 松崎中学校

34 安田　隆志 亀陵クラブ 松本　皓義 サタデー 川野　颯佑 松崎中学校

35 菅原　清司 亀陵クラブ 坂本　秀史 篠山ウエンズディー 水本　有威 松崎中学校

36 西村　祐介 亀陵クラブ 下垣　和夫 篠山ウエンズディー 宮城　蓮 松崎中学校

37 岩田　守弘 スペシャルウィーク 池部　宏行 らんざん 池内　奏羽 松崎中学校

38 芦田　健佑 個人(芦田) 安井　正 わからん 黒瀬　佳利 松崎中学校

39 芦田　浩久 個人(芦田) 半場　功 わからん 福西　七斗 松崎中学校

40 上野　頼幸 みんなの卓球部 蒔田　博道 猪名川Jr 瀧口　智英 松崎中学校

41 大島　拓也 みんなの卓球部 勝見　勝博 笑福 上田　優 松崎中学校

42 北尾　真治 みんなの卓球部 吉田　昌夫 個人(吉田) 村谷　康介 松崎中学校

43 梶原　達也 みんなの卓球部 大田　真生 松崎中学校

44 木下　裕介 みんなの卓球部 瀬口　大空 松崎中学校

45 浜田　勇介 OGURA・TRK 北垣　柚大 松崎中学校

46 中村　寛 OGURA・TRK 武田　志輝 富田中学校

47 鍛本　剛志 OGURA・TRK 是常　有希 One  Arrow

48 折戸　佑綺 OGURA・TRK 小塚　一二三 天王山卓球場

一般 ６０歳以上 中学生以下



氏名 クラブ名 氏名 クラブ名 氏名 学校名

一般 ６０歳以上 中学生以下

49 小田　大和 亀岡卓研

50 橋本　匠峰 亀岡卓研

51 高向　亮二 H･MTTC

52 吉岡　幸大 希卓部

53 堀　偉月 希卓部

54 高橋　祐貴 鳴滝クラブ

55 原田　勇利 ほかほかクラブ

56 外窪　大地 ほかほかクラブ

57 馬　敏洋 登美屋サークル

58 高橋　一成 個人(小谷)

59 小谷　洋貴 個人(小谷)

60 伊藤　祐嗣 個人(小谷)

61 若林　孝太郎 個人(小谷)

62 床井　滉基 カモミール

63 湯沢　純一 カモミール

64 尾﨑　俊文 カモミール

65 前田　宏樹 カモミール

66 福田　正剛 らんざん

67 山口  大輔 BIG BEAR

68 丹正　淳文 TTCK

69 公山　和幸 TTCK

70 伊藤　盤 JTTC

71 小原　高志 JTTC

72 印南　束哉 JTTC

73 秋光　亮佑 佛教大学

74 西田　麻馬 個人(西田)

75 中嶋　晃大 東稜クラブ

76 中住　大輝 東稜クラブ

77 磯田　直良 東稜クラブ

78 水野　颯良 東稜クラブ

79 大野　翔陽 個人(大野)

80 嶋田　勝也 個人(嶋田)

81 竹本　宝 同志社高等学校

82 岡部　叡季 同志社高等学校

83 中川　優星 同志社高等学校

84 大槻　駿 同志社高等学校

85 粂田　一帆 同志社高等学校

86 佐竹　航之進 同志社高等学校

87 北野　颯翼 同志社高等学校

88 鍵山　明宏 同志社高等学校

89 木本　大貴 カイザースTTC

90 木村　圭佑 カイザースTTC

91 細見　直希 勧修オールスターズ

92 藤橋　直哉 なおやんず

93 秋月　勇人 なおやんず

94 湯淺　央輔 天王山卓球場

95 村上　琉太 天王山卓球場

96 舩戸　稜平 天王山卓球場

97 髙橋　宙生 天王山卓球場

98 湯淺　啓輔 天王山卓球場
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