
第35回 亀岡オープン卓球大会(級別) 男子174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 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ

1 真鍋　友佑 ぬくもり 佐々木 大志 壱球倶楽部 吉見　保男 ほのぼの

2 中川 利幸 壱球倶楽部 川原 龍人 壱球倶楽部 〇 廣瀬 琥珀 壱球倶楽部 〇

3 青木 星空 壱球倶楽部 〇 畑中　政勝 マロン 〇 中川　怜 園部中学校 〇

4 中川 利空 壱球倶楽部 〇 西野　未好 マロン 〇 下間　穂澄 園部中学校 〇

5 西村　桧 南丹高校 北川　拓歩 南丹高校 片岡　孝太郎 園部中学校 〇

6 吉田　悦夫 西台クラブ 小坂　誠士郎 南丹高校 谷口　陽路 園部中学校

7 藤川　佐吉 希卓部 山口　慎太郎 個人(山口) 〇 西井　孝高 園部中学校

8 堀 偉月 希卓部 後田　真 西台クラブ 石川　将志 園部中学校 〇

9 芦田健佑 個人(芦田) 浅田　佳裕 西台クラブ 杉本　遥音 東輝5人衆

10 岡下　裕史 個人(岡下) 品川　暢男 希卓部 北村　楓真 東輝5人衆

11 齋藤　史都 亀岡高校 〇 山口　誠二 希卓部 山形　星海 東輝5人衆

12 辻　直紀 亀岡高校 〇 中野　好夫 スマッシュ大井亀岡 香西　慶人 東輝5人衆

13 樋口　順平 亀岡高校 〇 倉橋　欣男 スマッシュ大井亀岡 今西　暁久 東輝5人衆

14 勢籏　隆生 亀岡高校 〇 竹原　康造 スマッシュ大井亀岡 柿谷　孝夫 希卓部

15 山下　克人 亀陵クラブ 田井　直之 スマッシュ大井亀岡 澤井　龍彦 希卓部

16 下田　修寛 亀陵クラブ 上村　昊 NEX'TAGE 〇 増山　茂治 希卓部

17 金子　竜也 亀陵クラブ 〇 芦田　浩久 個人(芦田) 〇 木下  豊 西山同好会

18 安田　隆志 亀陵クラブ 〇 富田　征聖 TJD 井上   善順 西山同好会

19 西村　祐介 亀陵クラブ 〇 岸谷　哲治 TJD 細野  章 西山同好会

20 大村　康夫 亀陵クラブ 〇 林　裕輝 亀岡高校 〇 井上　俊祐 大手前大学

21 伊藤　匡 卓球つつじ 石川　祐大 亀岡高校 〇 藤原　凌高 山城クラブ 〇

22 高向　亮二 H･MTTC 〇 尾林　遼樹 亀岡高校 〇 植　勉 富本クラブ

23 臼井　文 ＳＣＪ－ＴＴＣ 永田　朋律 亀岡高校 〇 人見　承明 富本クラブ

24 豕瀬　将秀 ＳＣＪ－ＴＴＣ 〇 浦川　陽心 亀岡高校 〇 岡本　浩 富本クラブ

25 三好　陽太 ＳＣＪ－ＴＴＣ 菅原　清司 亀陵クラブ 外山　貴都 亀岡高校

26 秋光　亮佑 印南TTC 山本　要 亀陵クラブ 宮出　柏 亀岡高校 〇

27 印南　束哉 印南TTC 片山　潤 SEIWA CLUB 齊藤　光汰 亀岡高校 〇

28 藤原　千温 亀岡卓研 〇 森本　仰喜 SEIWA CLUB 岡本　旭陽 亀岡高校 〇

29 小田　大和 亀岡卓研 〇 近藤　秀樹 SEIWA CLUB 大槻　俊州 亀陵クラブ

30 橋本　匠峰 亀岡卓研 〇 安井　正 わからん 九里　和宏 SEIWA CLUB

31 下間　平裕 今西ファミリー 〇 山本　義昭 卓球つつじ 吉村　興河 SEIWA CLUB

32 小松　春樹 今西ファミリー 寿　優悟 ＳＣＪ－ＴＴＣ 〇 堀川　博明 SEIWA CLUB

33 小原　高志 今西ファミリー 天野　椋 勧修オールスターズ 〇 今西　勉 SEIWA CLUB

34 野本　能司 今西ファミリー 柳瀬　博一 御室 岡本　有司 SEIWA CLUB

35 松田　隆太郎 今西ファミリー 西田　麻馬 印南TTC 佐竹　恒 SEIWA CLUB

36 坂田　巧 今西ファミリー 和田　圭右 印南TTC 半場　功 わからん

37 伊藤　盤 今西ファミリー 堀田　稔 亀岡卓研 伊藤　幹夫 わからん

38 久保田　仁 京都先端科学大学附属 二宮　芳信 個人(二宮) 〇 長尾　和彦 卓球つつじ

39 布宮　優斗 京都先端科学大学附属 〇 渡邊　一生 篠山ウェンズディー 光畑　保夫 H･MTTC

40 小林　汰雅 京都先端科学大学附属 〇 下垣　和夫 篠山ウェンズディー 福田　正剛 らんざん

41 松本　愛介 京都先端科学大学附属 〇 小宮　悠太 四日市大学OB会 前田　暢 ＳＣＪ－ＴＴＣ

A級 B級 C級



氏名 クラブ名 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ

A級 B級 C級

42 織田　元気 京都先端科学大学附属 〇 金津　直記 任天堂 松田　琉聖 勧修オールスターズ 〇

43 松田　飛雅 京都先端科学大学附属 〇 平松　孝太 京都先端科学大学附属 〇 大枝　陽翔 勧修オールスターズ 〇

44 杉田　禮心 京都先端科学大学附属 〇 瀧本　雅敏 京都先端科学大学附属 〇 潮田　倫太郎 雅クラブ

45 四倉　好那 京都先端科学大学附属 〇 島袋　太遥 京都先端科学大学附属 〇 樋渡　祥平 任天堂

46 藏本　楓 京都先端科学大学附属 〇 下村　佳佑 京都先端科学大学附属 〇 中住　大輝 東稜クラブ 〇

47 荻野　裕典 和久湧久工房 〇 濱松　大地 京都先端科学大学附属 〇 佐々木　遼大 東稜クラブ

48 上野　頼幸 みんなの卓球部 濵田　大河 京都先端科学大学附属 〇 黒瀬　優太 東稜クラブ

49 山下　輝 みんなの卓球部 〇 辻本　真至 京都先端科学大学附属 〇 畠中　伸一 サタデー

50 永井　卓弥 みんなの卓球部 〇 大原　利生 個人(大原) 〇 佐藤　巧 ジュニオール

51 種本　哲夫 Woody 〇 森田　玲央 ジュニオール 村谷　廉 ジュニオール

52 橋本　福見 Woody 〇 加茂　咲人 ジュニオール 〇 村上　興弘 亀岡卓研

53 井手　毅 Woody 〇 田中　皓介 ジュニオール 紙本　知明 K.T

54 新谷　圭吾 個人(新谷) 〇 高橋　泰地 ジュニオール 藤井　克憲 スマッシュクラブ

55 高橋　祐貴 鳴滝クラブ 岡野　匠 同志社高等学校

56 出射　達郎 個人(出射) 向　達哉 マロン

57 小野田　良朗 ディフィート 〇

58 福井　彪巨 個人(福井)

59 小泉　敬 今西ファミリー

60 田　龍べい スマッシュクラブ

61 岡田　直晃 個人(岡田)

62 岡部　叡季 同志社高等学校

63 中川　優星 同志社高等学校

64 大槻　駿 同志社高等学校



第35回 亀岡オープン卓球大会(級別) 女子134名

女子シングル 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 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ

1 猪田　昌子 マロン 〇 木下　順子 ほのぼの 片山　喜美子 ほのぼの

2 尾野　安恵 マロン 〇 寺尾　敦子 ほのぼの 杉本 廣恵 壱球倶楽部

3 大槻　益美 マロン 〇 谷村　香澄 ぬくもり 市田 愛桜 壱球倶楽部 〇

4 岡　貞美 マロン 〇 長谷出　笑里 ぬくもり 中川 凛 壱球倶楽部 〇

5 山内　菊代 マロン 〇 細川 陽菜 壱球倶楽部 〇 橋本　淳子 マロン 〇

6 寺井　詞子 西台クラブ 〇 中谷 菫 壱球倶楽部 〇 猪田　愛良 マロン 〇

7 髙山　弘美 西台クラブ 〇 森田　こころ 園部中学校 白藤　優芽 田阪卓研 〇

8 段本　はつみ 西台クラブ 竹中　希音 園部中学校 松本　莉愛 園部中学校

9 小杉山　登代美 西台クラブ 今西　ももこ 園部中学校 〇 谷山　颯希 園部中学校

10 岩嶋　裕子 亀岡リバティー 木村　小雪 園部中学校 山下　華穂 園部中学校

11 大石　八重子 亀岡リバティー 鶴尾　留賀 西台クラブ 〇 坂矢　心月 園部中学校

12 田村　とよ子 亀岡リバティー 西尾　みどり グリーンネット 〇 室田　小百合 園部中学校

13 松本　幸枝 亀岡リバティー 飯田　久美子 亀岡リバティー 川野　未羽 園部中学校

14 永田　尚生 オール亀岡 長澤　京子 亀岡リバティー 増田　陽佳 園部中学校

15 関口　恵子 亀陵クラブ 中村　知子 亀岡リバティー 古川　妙子 グリーンネット 〇

16 林　弥須子 亀陵クラブ 村上　ちゑ子 亀岡リバティー 〇 小南　佳乃琶 京都聖カタリナ高校

17 脇田　かれん 亀陵クラブ 永井　保子 亀岡リバティー 小南　知琵乃 京都聖カタリナ高校

18 桂　美沙紀 亀陵クラブ 瀬本　千賀子 オール亀岡 荻田　好子 気楽

19 石田　桃子 SEIWA CLUB 中川　美優 NEX'TAGE 〇 池田　チヨ子 気楽

20 木村　優希 勧修オールスターズ 〇 村上　乙葉 亀岡高校 〇 梅津  恭子 西山同好会

21 春木　あかね ピンフレンズ 〇 畑山　史佳 亀岡高校 〇 前田  啓子 西山同好会

22 齋藤　あき 平野クラブ 上田　愛梨 亀岡高校 〇 大谷  恵美子 西山同好会

23 植田　妙子 亀岡卓研 岡 敏江 朱雀セブン 藤本　肇子 亀岡リバティー

24 辻 瑠美衣 卓道会 二木　郁代 朱雀セブン 猪越　正枝 オール亀岡

25 𠮷原　未侑 京都先端科学大学附属 〇 丸山　裕子 朱雀セブン 河戸　しおり 平野クラブ

26 高瀬　歩花 京都先端科学大学附属 〇 高橋　和子 朱雀セブン 山根　一乃 NEX'TAGE 〇

27 本郷　真希 京都先端科学大学附属 〇 山本　由美子 卓球つつじ 佐藤　美枝子 個人(佐藤)

28 勝部　鈴奈 京都先端科学大学附属 〇 中山　彩圭 卓球つつじ 〇 河野　未來 TJD 〇

29 丸山　椋子 京都先端科学大学附属 〇 福吉　葉菜 勧修オールスターズ 〇 棈松　伸子 富本クラブ

30 前田　晴香 京都先端科学大学附属 〇 佐藤　佳音 勧修オールスターズ 〇 八木　幸子 富本クラブ

31 岡田　香穂 京都先端科学大学附属 〇 佐藤　聡子 亀岡卓研 永田　眞理子 SEIWA CLUB

32 青木　優香里 京都先端科学大学附属 〇 俣野　春美 亀岡卓研 永冶　眞弓 SEIWA CLUB

33 坂田　蒼 京都先端科学大学附属 〇 山内　利子 篠山ウェンズディー 大城　未玖 SEIWA CLUB

34 九里　有咲 京都先端科学大学附属 〇 福岡　淳子 篠山ウェンズディー 森　真澄 篠山ウェンズディー 〇

35 石橋　茉由子 京都先端科学大学附属 〇 坂本　恭子 篠山ウェンズディー 藤原　文子 篠山ウェンズディー

36 森山　美恵子 個人(森山) 渡邊　美保 篠山ウェンズディー 永井　星来 篠山ウェンズディー 〇

37 岡本　やすみ 園部卓友会 小宮　友美 四日市大学OB会 大原　千恵子 COMFY ARENA 〇

38 道下　裕衣 ジュニオール 〇 岩見 咲幸 乙訓女子クラブ 〇

39 加茂　美咲 ジュニオール 〇 堀北 菜月 乙訓女子クラブ 〇

40 杉森　秋子 ジュニオール 松村 沙羅 乙訓女子クラブ 〇

41 上堀　華凜 同志社高等学校 山根 厚美 乙訓女子クラブ

A級 B級 C級



氏名 クラブ名 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ 氏名 クラブ名 Tリーグ

A級 B級 C級

42 谷口　真央 同志社高等学校 山根 汐夏 乙訓女子クラブ 〇

43 川瀬　芽衣 同志社高等学校 道下　環奈 ジュニオール 〇

44 久保田　絢 同志社高等学校 石田　有唯里 ジュニオール

45 沖塩　陽菜 同志社高等学校 高畠　佳音 同志社高等学校

46 筒井　佳奈 同志社高等学校

47 加藤　美結 同志社高等学校

48 藤井　柚羽 同志社高等学校

49 東岸　美紗都 同志社高等学校

50 鎌田　舞美 同志社高等学校

51 川井　れい子 同志社高等学校

52 谷　愛莉 同志社高等学校


