
平成30・31年度　名誉会長

氏名 役職

桂川　孝裕 亀岡市長

平成30・31年度　名誉副会長

氏名 役職

大槻　秧司 財団法人　亀岡市体育協会　元会長

三好祐一郎 財団法人　亀岡市体育協会　元会長

小川　  博 財団法人　亀岡市体育協会　元会長

橋詰　澄雄 財団法人　亀岡市体育協会　元会長

平成30・31年度　顧問

氏名 役職名

田中　英夫 京都府議会議員

中村　正孝 京都府議会議員

石野　　茂 亀岡市副市長

田中　太郎 亀岡市教育委員会教育長



平成30・31年度　参与　名簿

（競技） （地域）

№ 加盟団体 氏名 № 加盟団体 氏名

1 亀岡市軟式野球連盟 櫻井　俊則 19 亀岡地区東部体育振興会 岡本　保文

2 亀岡市柔道連盟 漆葉　龍信 20 亀岡地区中部体振連合 山下　　清

3 亀岡市相撲連盟 石野　正作 21 東別院町体育振興会 石田　智士

4 亀岡市ソフトテニス連盟 山内　照幸 22 西別院町体育振興会 廣瀬　一夫

5 亀岡スキークラブ 桂　 　政彦 23 曽我部町体育振興会 小森　誠治

6 亀岡市バレーボール協会 渡邉　裕文 24 吉川町体育振興会 藤村　稔治

7 亀岡市バドミントン協会 松浦　美津雄 25 薭田野町体育振興会 麻田　英明

8 亀岡市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 西口　純生 26 本梅町体育振興会 村上　信夫

9 亀岡山岳会 梅井　俊治 27 宮前町体育振興会 太田　由紀子

10 亀岡市ボウリング協会 三宅　一宏 28 東本梅町体育振興会 中西　修司

11 亀岡ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 山田　信吾 29 大井町体育振興会 中村　友洋

12 亀岡市サッカー協会 淺野　滿夫 30 千代川町体育振興会 八木　堅次

13 亀岡市ソフトボール協会 上原　良夫 31 馬路町体育振興会 畑　　喜教

14 亀岡市卓球協会 堀田　　稔 32 旭町体育振興会 蔭山　正樹

15 府ゲートボール連合亀岡支部 吉田　邦男 33 千歳町体育振興会 松田　弘和

16 亀岡ﾌﾗｲﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 竹田　幸生 34 河原林町体育振興会 岸　　隆平

17 亀岡市ゴルフ協会 湊　　泰孝 35 保津町体育振興会 河村　義久

18 亀岡市インディアカ協会 濱田　都久満 36 篠町体育振興会 石野　善司

37 東つつじヶ丘体育振興会 山内　知行

38 西つつじヶ丘体育振興会 名倉　真也



平成30・31年度　役　員

№ 役職 加盟団体 氏　　名

1 会　長 亀岡市陸上競技協会 關本　卓男

2 副会長 つつじ地区（南つつじ） 山下　雅一

3 副会長 学識経験者（体育協会） 俣野　妙子

4 副会長 亀岡市軟式野球連盟 京谷　和夫

5 副会長 亀岡バスケットボール協会 関　　吉廣

6 専務理事 体育協会専務理事 辻村　修二

7 理　事 亀岡市柔道連盟 矢田　敏男

8 〃 亀岡市テニス協会 波多野　博

9 〃 亀岡市バレーボール協会 美馬　信彦

10 〃 亀岡市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 畑　　博見

11 〃 亀岡市スポーツ少年団本部 北尾　宜史

12 〃 亀岡地区（中部） 山城　廣行

13 〃 南部地区（曽我部） 福知　英司

14 〃 中部地区（薭田野） 森中　貞行

15 〃 西部地区（畑野） 辻村　輝男

16 〃 川東地区（千歳） 古林　峰夫

17 〃 篠地区（篠） 家里　道治

18 〃 学識経験者（市スポ推） 奥野　正三

19 〃 学識経験者（高体連） 美馬　勝博

20 〃 学識経験者（小・中体連） 東　　佳明

21 〃 学識経験者（生涯学習部長） 田中　秀門

平成30・31年度　監　事

№ 役職 加盟団体 氏　　名

1 監事 亀岡市ソフトボール協会 山下　勝美

2 〃 亀岡市会計管理室会計課課長 井上　幸子



平成28～31年度　評議員　

№ 加盟団体 氏　　名

1 亀岡市軟式野球連盟 齋田己知男

2 亀岡市陸上競技協会 森永　正幸

3 亀岡市ソフトテニス連盟 入江　　誠

4 亀岡市バレーボール協会 冨井　光夫

5 亀岡市バドミントン協会 金田　　功

6 亀岡バスケットボール協会 沼田　克彦

7 亀岡市サッカー協会 原田　正己

8 亀岡市ソフトボール協会 藤森　博彦

9 亀岡市卓球協会 山岡　良右

10 亀岡市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ協会 森　　金彌

11 亀岡市インディアカ協会 廣瀬　直人

12 亀岡市スポーツ少年団本部 紺谷　義一

13 亀岡市スポーツ推進課 三宅　泰宏

14 亀岡地区東部体育振興会 石垣ツタエ

15 曽我部町体育振興会 須田　崇之

16 千代川町体育振興会 平井　明彦

17 吉川町体育振興会 柳田　　剛

18 本梅町体育振興会 今井　清和

19 宮前町体育振興会 柿谷　正幸

20 馬路町体育振興会 堤　　勝明

21 旭町体育振興会 加茂　陽史

22 篠町体育振興会 中尾　芳雄

23 東つつじヶ丘体育振興会 楠瀬　典男

24 西つつじヶ丘体育振興会 廣田　　勇
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