
問い合わせ先：亀岡市卓球協会 事務局長 段本(TEL:090-2283-4493)

第41回口丹波卓球大会参加チーム名簿 男女合計 175名

男子　一般の部 男子 88名 女子　一般の部 女子 87名

申込クラブ チーム名 氏名 氏名 氏名 氏名 申込クラブ チーム名 氏名 氏名 氏名 氏名

1 サタデー サタデー 白畠　信之 光木　淳一 松本　皓義 1 オール亀岡 オール亀岡 永田　尚生 瀬本　千賀子 猪越　正枝

2 ほのぼの ほのぼの 吉見　保男 西村　信夫 野々口　次郎 2 ほのぼの ほのぼの 坂本　紀子 田中　恵子 飯田　はるみ

3 希卓部 希卓部A 藤川　佐吉 品川　暢男 柿谷　孝夫 3 亀岡リバティー 亀岡リバティーA 田村　とよ子 大石　八重子 岩嶋　裕子

4 希卓部 希卓部+SEIWA 澤井　龍彦 近藤　秀樹 安藤　祐二 4 亀岡リバティー 亀岡リバティーB 松本　幸枝 谷村　幸子 村上　ちゑ子

5 スマッシュ大井亀岡 スマッシュ大井亀岡 中野　好夫 倉橋　欣男 竪谷　昌之 5 気楽 気楽 荻田　好子 池田　チヨ子 八木　文代

6 卓球つつじ 卓球つつじ 伊藤　匡 山本　義昭 真下　晴 山岡　良右 6 卓球つつじ 卓球つつじ 山本　由美子 中山　彩圭 中山　和恵

7 SEIWA CLUB SEIWA CLUB A 中島　清和 木村　一弘 立石　美勇 片山　潤 7 SEIWA CLUB SEIWA CLUB 清水　佳江 寺村　美樹 石田　桃子

8 SEIWA CLUB SEIWA CLUB B 𠮷田　智幸 森本　仰喜 吉村　興河 8 SEIWA CLUB SEIWA&リバティー 河合　妙子 永田　眞理子 飯田　久美子 永井　保子

9 SEIWA CLUB SEIWA CLUB C 堀川　博明 田村　健司 今西　勉 岡本　有司 9 富本クラブ 富本クラブA 古川　美千子 明田　保子 秋田　洋子

10 富本クラブ 富本クラブ 植　勉 人見　承明 光畑　保夫 岡本　浩 10 富本クラブ 富本クラブB 廣瀬　千枝子 八木　幸子 棈松　伸子

11 亀岡卓研 亀岡卓研A 藤原　千温 橋本　匠峰 小田　大和 11 亀岡卓研 亀岡卓研 植田　妙子 俣野　春美 佐藤　聡子 森岡　明美

12 亀岡卓研 亀岡卓研B 堀田　稔 村上　興弘
美馬　正信(棄)

関口　貴之(代) 12 園部卓友会 園部卓友会 岡本　やすみ 𠮷川　文子 湯浅　恵子

13 園部卓友会 園部卓友会 長谷川　清博 神内　厚志 道浦　賢治 13 亀陵クラブ 亀陵クラブ 関口　恵子 林　弥須子 脇田　かれん 桂　美沙紀

14 亀陵クラブ 亀陵クラブA 下田　修寛 山下　克人 金子　竜也 14 西台クラブ 西台クラブA 髙山　弘美 鶴尾　留賀 段本　はつみ

15 亀陵クラブ 亀陵クラブB 安田　隆志 西村　祐介 大槻　俊州 15 西台クラブ 西台クラブB 寺井　詞子 横須賀　豊子 小杉山　登代美

16 西台クラブ 西台クラブA 秋山　龍作 八木田　茂 林　裕輝 16 亀岡高校 亀岡高校A 村上　乙葉 畑山　史佳 原田　莉緒

17 西台クラブ 西台クラブB 浅田　佳裕 後田　真 中尾　浩朗 山内　将裕 17 亀岡高校 亀岡高校B 人見　真由 斎藤　結 入江　琥珀 堀　絢羽

18 亀岡高校 亀岡高校 石川　祐大 辻　直紀 樋口　順平 浦川　陽心

19 亀岡高校 ヤー！パワー！ 勢籏　隆生 永田　朋律 宮出　柏

男子　中学生以下の部 女子　中学生以下の部

申込クラブ チーム名 氏名 氏名 氏名 氏名 申込クラブ チーム名 氏名 氏名 氏名 氏名

1 大成中学校 大成中学校A 上田　修也 都築　功明 藤尾　州視郎 1 大成中学校 大成中学校 曽我　くるみ 梅垣　美月 八木　優羽 長谷川　るか

2 大成中学校 大成中学校B 俣野　瑛心 岡本　櫂偲 中澤　佳琉 永田　啓太 2 園部中学校 園部中A 森田　こころ 今西　ももこ 竹中　希音

3 園部中学校 園部中A 石川　将志 中川　怜 下間　穂澄 3 園部中学校 園部中B 泉　琴音 辻本　美玖 久野　花音

4 園部中学校 園部中B 西井　孝高 谷口　陽路(棄) 片岡　孝太郎 堀木　玲璃(棄) 4 園部中学校 園部中C 奥村　莉子 松本　莉愛 米谷　マユ

5 八木中学校 八木中A 中井　康太 福井　悠人 山田　真幌 山名　幹仁 5 園部中学校 園部中D 坂矢　心月 谷山　颯希 西田　苺羽 後藤　福来

6 八木中学校 八木中B 塩貝　莉空 広瀬　悠一朗 松本　陽大 川勝　康介 6 園部中学校 園部中E 山下　華穂
室田　小百合(棄)

杉森　結寿葉(代) 増田　陽佳 川野　未羽

7 殿田中学校 殿田中学校A 山本　拓未 大沢　朔也 谷口　颯人 7 八木中学校 八木中A 松尾　光優香 今田　菜々虹 村上　花恋

8 殿田中学校 殿田中学校B(棄) 山田　凌雅(棄) 山田　秦雅(棄) 鳥巣　瑠唯(棄) 8 八木中学校 八木中B 吉田　朱里 松永　由有里 松本　瑠夏 大隅　　奏

9 八木中学校 八木中C 長尾　綾音 西岡　希唯 松本　咲音 田中　楓珈


