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卓球 6 シモウチ ヤスコ トキオカ シゲノブ カトウ エイジ ウライリ ケンイチロウ ナカバヤシ ヨシコ

下内 康子 65 城陽市 時岡 重信 74 舞鶴市 河東 英治 74 宇治市 浦入 賢一郎 64 八幡市 仲林 よし子 74 大山崎町

コニシ ヒトミ

小西 ひとみ 70 宇治市

テニス 6 キタムラ トシオ ヒラノ ナオキ ナカハラ ミチコ ホシ ヒロコ マスイ ケン

北村 敏雄 73 亀岡市 平野 直樹 72 福知山市 中原  倫子 67 宇治市 星 弘子 64 城陽市 升井  賢 62 木津川市

オザキ カツヒコ

尾崎 勝彦 64 木津川市

ソフトテニス 6 ムラタ シゲル ワタナベ ヒロユキ フジサワ トモコ ヨシモト ジュンコ モリシタ マサヒコ

村田 茂 67 城陽市 渡辺 裕之 63 城陽市 藤澤 智子 61 亀岡市 吉本 順子 63 亀岡市 森下  政彦 71 舞鶴市

ムラカミ ヒデコ

村上 秀子 74 舞鶴市

ソフトボール 15 ハヤシ シロウ アダチ トシロウ シメ ヨシタカ ヤマグチ ノリオ ドテ トシミチ

林 志郎 73 宮津市 足立 敏朗 71 福知山市 志馬 義高 75 舞鶴市 山口 典夫 69 宮津市 土手 敏通 61 福知山市

カナヤ シゲキ フジワラ マサアキ クラハシ コウジ ニシオカ ヒトシ モリガキ マサユキ

金谷 繁樹 60 与謝野町 藤原 昌明 68 京丹後市 倉橋 浩治 63 福知山市 西岡 均 61 舞鶴市 森垣 正幸 72 福知山市

フジヤマ トヨカズ ヤマグチ ヒロシ ヨシダ カオル ヒラノ タイチ コニシ タカアキ

藤山 豊一 73 舞鶴市 山口 弘 61 舞鶴市 吉田 香 67 与謝野町 平野 太一 71 舞鶴市 小西 孝明 62 与謝野町

ゲートボール 18 オダニ イチヒコ イトイ キクオ ニシムラ ヒサユキ クスダ ヤエコ オカガキ シズエ

小谷 維智彦 83 与謝野町 糸井 喜久男 79 与謝野町 西村 壽之 78 与謝野町 楠田 八重子 79 与謝野町 岡垣 静枝 79 与謝野町

オクムラ カズトヨ キザキ ミヨコ タカオカ クニフミ イシダ エツコ ヤマガミ ミチコ

奥村 一豊 79 与謝野町 城崎 美代子 81 与謝野町 高岡 邦文 63 亀岡市 石田 悦子 81 亀岡市 山上 美智子 79 亀岡市

ヒロセ イクコ ナカジマ キミサブロウ モリヤマ マサキ ウラデ イサオ イヌイ ルミコ

広瀬 郁子 71 亀岡市 中嶋 公三郎 73 亀岡市 森山 正樹 78 南山城村 裏出 功 83 南山城村 乾 留美子 74 南山城村

ワチ　マサハル ヤブウチ　テツオ タナカ　チヨコ

和智　正治 79 南山城村 薮内　鉄夫 80 精華町 田中　千代子 79 和束町

ペタンク 4 アシダ セイコ オオツキ マサル サシハラ トシアキ サワダ タヅコ

芦田 成子 74 宇治市 大槻 優 74 綾部市 指原  利章 66 大山崎町 澤田 たづ子 74 長岡京市

ゴルフ 3 イマニシ トシヒコ ウノ クニオ スミノ ヒロコ

今西 敏彦 67 木津川市 宇野 久二男 76 亀岡市 ⻆野 廣子 65 舞鶴市

マラソン 5 アダチ ヒデオ シミズ マサオ キヌガワ シズオ ヒガシヤマ イサミ キヌガサ チカシ

足立 秀雄 81 亀岡市 清水 正夫 85 京丹後市 衣川 靜雄 75 与謝野町 東山 いさみ 69 亀岡市 絹傘 近 64 宇治市

弓道 7 コレサワ ノリコ ムラタ マチコ タケムラ ユウイチ ヒラマツ カズヒサ マツモト テルオ

是澤 典子 62 城陽市 村田 町子 69 宇治市 武村 雄一 74 八幡市 平松 計久 79 宇治市 松本 輝雄 72 宇治市

シミズ クニキ ツジノ レイコ

清水 国城 83 宇治市 辻野 玲子 62 宇治市

剣道 5 タムラ キミノブ フジイ マキオ イワミ マサノリ マツヨシ トモミ キリムラ ケンジ

田村 公伸 75 城陽市 藤井 牧生 62 八幡市 石見 正典 64 綾部市 松芳 具視 67 木津川市 桐村 建治 69 福知山市

水泳 8 シンカイ マサル ナガイ マサオ オクムラ ミノル ナカモト ヒロシ キノシタ エイコ

新貝 勝 82 城陽市 長井 政雄 73 舞鶴市 奥村 実 73 向日市 中本 廣志 67 城陽市 木下 惠子 89 綾部市

マツモト ヨシコ ヒロエ スミコ アリタ カナコ

松本 喜子 79 亀岡市 廣江 崇子 79 宇治市 有田 加奈子 63 向日市

グラウンド・ゴルフ 6 マツナシ シンイチ ドヒ ヤスマサ イリエ シロウ フジイ ノボル ウエヤマ カズトシ

松梨 信一 75 京丹後市 土肥 靖昌 81 京丹後市 入江 志郎 76 京丹後市 藤井 登 70 京丹後市 上山 一俊 70 京丹後市

ヨシオカ アツシ

吉岡 厚司 69 京丹後市

ラグビーフットボール 25 ヤナギタ シゲヨシ モリ ミノル マタノ マサミ カタヤ ヨシオ シマダ ツヨシ

栁田 繁好 69 京都市 森 實 89 宇治市 俣野 昌美 83 亀岡市 片矢 善雄 81 亀岡市 島田 毅 80 宇治市

クリタ ジュンジ ヤマシタ ベンザブロウ オオイシ アキヒコ サイトウ ヒロム チハラ ナリキ

栗田 淳二 76 宇治市 山下 辨三良 72 宇治市 大石 明彦 67 宇治市 斉藤 弘 67 亀岡市 千原 成記 66 京田辺市

ヒルガミ タケフミ ナカオカ リュウゴ イタヤマ コウジ ノムラ ノブオ カトウ キヨカ

昼神 猛文 66 向日市 長岡 龍吾 65 亀岡市 板山 幸治 63 宇治市 野村 伸夫 76 京都市 加藤 雪香 75 京都市

タナカ タカシ ヤマカワ ヨシアキ オオヒラ コウ フタミ ケンタロウ コテラ サトシ

田中 孝 73 京都市 山川 義昭 72 京都市 大平 晃 66 京都市 二見 健太郎 63 京都市 小寺 智之 66 京都市

コウ ヤスヒロ ツジ ハルチカ ツカガミ キミアキ ヒライ クニヤス ハセガワ ヒデキ

孔 泰寛 63 京都市 辻 晴親 62 京都市 塚上 公昭 62 京都市 平井 邦保 64 京都市 長谷川 秀樹 71 京都市

ソフトバレーボール 8 タナカ テルオ サトウ マサル イノウエ ノブユキ オエ ヒデキ サトウ マリコ

田中 照男 66 京丹後市 佐藤 勝 72 京丹後市 井上 信行 63 京丹後市 尾江 秀樹 64 京丹後市 佐藤 まり子 67 京丹後市

シモダ エイコ タニグチ ノリコ コンドウ キヨミ

下田 栄子 65 京丹後市 谷口 範子 64 京丹後市 近藤 清美 66 京丹後市

なぎなた 4 ツジイ ヤスコ ナカガワ クミコ ナカガミ フミコ イワムラ ユミ

辻井 康子 73 木津川市 中川 久美子 70 木津川市 仲上 文子 76 京都市 岩村 由美 65 京都市

ウォークラリー 5 アシダ ヨシコ タケダ ノブコ ハシモト サユリ タケウチ カズヨ サカモト フミエ

芦田 美子 75 南丹市 武田 のぶ子 73 南丹市 橋本 早百合 72 南丹市 竹内 和代 68 京丹波町 坂本 二三惠 73 南丹市

ターゲット・バードゴルフ 4 ハタノ マサノブ スギヤマ マサイチ ハヤシ コウイチ コタニ ミチコ

波多野 正信 82 舞鶴市 杉山 正一 78 舞鶴市 林 幸一 78 舞鶴市 小谷 道子 80 舞鶴市

パークゴルフ 4 ノグチ ヒサユキ カワラバヤシ トキオ ノマ ヨシロウ ノマ ユキエ

野口 久之 78 京丹波町 河原林 時雄 78 亀岡市 野間 芳朗 81 京丹波町 野間 幸栄 75 京丹波町

囲碁 3 サノ タクヤ ミワ シンヤ イザキ ヤエコ

佐野 太久也 61 長岡京市 三輪 眞也 86 長岡京市 井﨑 やゑ子 75 大山崎町

将棋 3 ヨシムラ ユキオ タナカ ソウシチ ミズノ タモツ

吉村 幸夫 78 八幡市 田中 壮七 76 宇治市 水野 保 73 八幡市

健康マージャン 4 シンガキ ヨシタカ フルカワ コウジ フタクチ タカオ シマヅ マサミチ

新垣 善孝 66 久御山町 古川 宏司 80 宇治市 二口 隆男 79 大山崎町 嶋津 正道 73 亀岡市

参加派遣者　＜総計＞ 149

ねんりんピックかながわ２０２２ 10

ヨシオカ マチコ オオツキ シゲヨシ スダ サチコ カワシマ ヒロコ オカノ ケイドウ

美術展出品作品 吉岡 眞智子 69 宇治市 大槻 重義 82 綾部市 須田 サチ子 92 向日市 川島 博子 81 宇治市 岡野 桂道 85 宮津市

（年齢：令和４年４月１日時点） ヨシサト ミチコ ホテハマ ミチコ ネモト マサオ ヒグチ ミツオ

𠮷里 美智子 71 向日市 保手浜 道子 74 京田辺市 根本 昌郎 76 宇治市 樋口 光男 81 福知山市

ミウラ イクコ

　 三浦 郁子 98 京丹後市

工芸 書
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