
2015年度 優勝 準優勝
１月１６日（金） 大島・釘宮（城山ＴＳ） 里見・斎藤（ＩＴＣ・城山ＴＳ）

１月２７日（火） 柴田・山下（ユニバー神戸） 小林・西村（TEAM   MARS・ユニバー神戸）

２月　６日（金） 井上・大島（城山ＴＳ） 宅見・籠谷（城山ＴＳ）

２月１７日（火） 平澤・古舞（ＴＣ三田・ステップワン） 細川・鈴木（協同学苑・わくわく稲美）

2月27日（金） 山下・柴田（ユニバー神戸） 中西・井上（ユニバー神戸）

3月10日（火） 中塚・平石（TEAM MARS・三木ロイヤル） 籠谷・宅見（城山TS）

3月20日（金） 里見・水鳥（ITC・フリー） 水谷・松村（ユニバー神戸・フリー）

3月31日（火） 小森・細川（テンインドア・協同学苑） 森崎・田原（城北TC・TS書写）

4月　7日（火） 山崎・岡嶋（協同学苑・ロイヤルヒル） 堀・正井（すま離宮）

4月17日（金） 芝山・川田（TGT） 井上・渡瀬（香枦園・須磨離宮）

4月28日（火） 前野・山岡（ユニバー神戸） 小森・細川（テンインドア・協同学苑）

5月　1日（金） 荒木・川口（協同学苑・ロイヤルヒル） 遠藤・堀池（ユニバー神戸）

５月２２日（金） 相澤・菊池（ロイヤルヒル・トップラン） 中西・井上（ユニバー神戸）

5月29日（金） 奥主・西村（トップラン・書写） 浜床・土井（ロイヤルヒル）

6月　9日（火） 小森・二羽（協同学苑） 小森・細川（協同学苑）

6月16日（火） 篠崎・李（TC三田・城山TS） 小稲・太田（協同学苑）

7月14日（火） 鈴木・吉田（協同学苑・わくわく稲美） 菊谷・林（ロイヤルヒル）

7月21日（火） 増田・李（稲美わくわく・城山公園TS） 横田・柳田（ユニバー神戸）

7月31日（金） 古舞・大矢根（ステップワン） 賀集・林（すま離宮TS・城山TS）

8月　4日（火） 仲西・増田（わくわく稲美TC） 村上・長谷川（垂水グリーン・いぶきの森）

８月２１日（金） 松尾・伊東（三木ロイヤル・星和高原） 森本・松村（BEBE）

9月　1日（火） 坂本・丹田（わくわく稲美・ユニバー神戸） 中田・佐藤（城北グリーン・ノアＢＭ）

9月　８日（火） 雲丹亀・小森（協同学苑・テンインドア） 古舞・山野（ステップワン・城山公園TS）

９月１５日（火） 梶川・橋本（ユニバー神戸） 川内・梶本（ノア加古川・フリー）

９月２９日（火） 相澤・山崎（ロイヤルヒル・三木ロイヤル） 後藤・林（ロベリア）

１０月　２日（金） 賀集・林（すま離宮TS・城山TS） 日尾・有沢（城山TS）

１０月　９日（金） 田中・田原（ＴＳ書写） 小森・前田（協同学苑・テンインドア）

１０月１６日（金） 中居・河野（ロイヤルヒルTS） 吉富・吉富（芦屋シーサイド・フリー）

１０月２３日（金） 遠藤・堀池（ユニバー神戸） 前田・山下（テンインドア）

１０月３０日（金） 川口・増田（ロイヤルヒル・わくわく稲美） 寺口・山縣（わくわく稲美・アオノ）

１１月１０日（火） 寺口・山縣（わくわく稲美・アオノ） 川内・梶本（ノア加古川・フリー）

１１月２４日（火） 横山・川井（ひまわり・TeamＥ） 開地・倉地（ＴＣ・ＥＧＧ）

１２月１８日（金） 濱野・中西（協同学苑） 岡田・山内（城山ＴＳ・ＩＴＣスカイコート）

１２月２５日（金） 寺口・山縣（わくわく稲美・アオノ） 井内・伊藤（すずらんローンＴＣ・ＴＥＡＭ　ＭＡＲＳ）

2015年度 優勝 準優勝
１月９日（金） 島村・柳本（ＩＴＣ西神・ＩＴＣいぶき） 谷口・丹田（ユニバー神戸）

１月２０日（火） 浅田・高澤（ノアＢＭ） 工藤・林（城山公園ＴＳ・城山ＴＳ）

２月１０日（火） 大山・雲丹亀（協同学苑） 太田・筧（協同学苑）

２月２０日（金） 川崎・宮森（協同学苑） 濱田・亀井（すま離宮）

3月　6日（金） 小森・雲丹亀（協同学苑） 西村・筒井（協同学苑・城山ＴＳ）

3月13日（金） 丹田・谷口（ユニバー神戸） 白石・細見（すま離宮TS・AM'S）

3月17日（火） 岡田・山内（城山公園TS・ITCスカイコート） 山田・清水（フリー）

3月27日（金） 太田・小稲（協同学苑） 佐伯・三和（いぶきの森・タルミグリーン）

4月　3日（金） 熊里・賀集（いぶきの森・すま離宮TS） 小稲・南野（協同学苑）

４月２１日（火） 賀集・林（すま離宮TS・城山TS） 森高・中村（ロイヤルヒル）

5月　8日（火） 西村・浜辺（神出竹取TC・アオノ） 城戸・松原（タルミグリーン・すま離宮TS）

5月15日（金） 神先・三田（すま離宮・フリー） 青木・井上（わくわく稲美・ノアインドア）

5月26日（火） 賀集・上野（すま離宮TS） 鈴木・谷頭（協同学苑）

6月　2日（火） 南野・太田（協同学苑） 柏木・村上（垂水グリーンテニスクラブ・いぶきの森）

６月１２日（金） 宮路・前田（内海会） 桜井・影本（協同学苑）

６月２３日（火） 白瀬・濱田（協同学苑・DRIVE.BB） 新井・菅（すま離宮TS）

６月３０日（火） 大平・永松（フリー） 太田・筧（協同学苑）

７月２４日（金） 三田・団野（フリー・トップラン） 平野・水谷（フリー）

７月２８日（火） 芦田・辻尾（城山TS） 長谷川・本郷（トップラン）

８月　７日（金） 山崎・吉村（協同学苑・YYF） 荒木・森﨑（協同学苑・フリー）

８月２８日（金） 濱田・亀井（すま離宮TS） 新井・小森（天王ダム）

9月　4日（金） 三和・佐伯（いぶきの森・ＴＧＴ） 青木・倉橋（チームＦ）

９月１１日（金） 笠松・熊里（いぶきの森） 迎山・白飯（城山TS・Ｃ＆Ｄ）

９月１８日（金） 有沢・日尾（城山TS） 西田・長谷川（すま離宮TS）

９月２５日（金） 瀧野・宮下（ユニバー） 石井・岡野（ＩＴＣ西神）

１０月　６日（火） 白瀬・谷頭（協同学苑） 鈴木・青木（協同学苑・わくわく稲美）

１０月１３日（火） 徳山・田中（すま離宮TS） 井澗・橋間（三木ロイヤル）

１０月２０日（火） 渡部・橋爪（Ｃ＆Ｄ） 根木・溝口（フリー）

コープこうべ協同学苑テニススクール   大会結果
ＢＣ級女子ダブルス

ＣＤ級女子ダブルス



１０月２７日（火） 西田・長谷川（すま離宮TS） 山崎・山田（協同学苑・アオノTS）

１１月　６日（金） 太田・三野（協同学苑） 鳩場・姫野（TLT）

１１月１３日（金） 倉橋・筧中（フリー・松田塾） 白石・中山（すま離宮TS）

１１月２０日（金） 伊川・森本（フリー・ノアＢＭ） 森高・佐藤（ロイヤルヒル）

１１月２７日（金） 加納・有吉（協同学苑・ノア加古川） 羽倉・尾崎（ユニバー）

１２月　８日（火） 瀧野・横田（ユニバー・フリー） 山田・清水（フリー）

１２月２２日（火） 山崎・安田（協同学苑） 石井・岡野（ＩＴＣ西神）

2015年度 優勝 準優勝
２月　３日（火） 山田・清水（フリー） 檜田・永松（フリー）
５月１９日（火） 三野・永尾（協同学苑） 碩・椚田（Ｋ.Ｔ.Ｃ）
9月１０日（木） 塚本・平石（フリー・協同学苑） 井上・多月（ノアＢＭ）

１０月　８日（木） 筧中・倉橋（松田塾・チームＦ） 瀬・田房（ＴＬＴ）
１１月１２日（木） 三野・金森（協同学苑） 西山・達冨（C＆Ｄ）
１２月１０日（木） 米村・永尾（協同学苑） 塩屋・山下（フリー）

2015年度 優勝 準優勝
１月２５日（日） 永久   達也（フリー） 安部   昇司（ＦＨＩＮ）

２月２２日（日） 仁井   敏夫（フリー） 占部   佳裕（フリー）

3月22日（日） 弘中　信幸（協同学苑） 道端　裕介（フリー）
4月12日（日） 窪田　響真（MTC） 占部   佳裕（フリー）
5月4日（祝月） 能瀬　靖（イーチタイム） 水元　聡一（フリー）
5月31日（日） 吉田　修（フリー） 嶋村　邦彦（フリー）

６月２８日（日） 金川　旭（城北テニスクラブ） 熊田　雅之（フリー）
7月26日（日） 金川　旭（城北テニスクラブ） 嶋村　邦彦（フリー）
8月　8日（土） 西田　孝平（フリー） 熊田　雅之（フリー）
９月２６日（土） 永田　剛（フリー） 嶋谷　弘毅（協同学苑）

１０月１８日（日） 志方　功一（SNTG） 小野　亮介（フリー）
１１月２９日（日） 渡辺　新悟（フリー） 小野　亮介（フリー）
１２月２７日（日） 上村　清仁（城北テニスクラブ） 岩間　俊拓（フリー）

2015年度 優勝 準優勝
１月１８日（日） 山之内・平林（Ｒising☆Ｓtars） 嶋谷・小林（協同学苑）
２月１５日（日） 長谷・安部（ＩＴＣ） 萩原・三輪（ＩＴＣねぶ谷）
３月１４日（土） 谷田・細川（協同学苑） 梶本・三好（お気楽テニス倶楽部）
4月26日（日） 安部・山本（ITC神戸） 梶本・三好（お気楽テニス倶楽部）
5月　2日（土） 三村・寒川（なかよし） 明尾・岡野（内海会）
５月２４日（日） 實井・浜野（フリー） 嶋谷・中島（協同学苑）
6月14日（日） 安部・長谷（ITC神戸） 石井・千葉（イーチタイム・城北TC）

７月２０日（祝月） 松木・山口（フリー） 萩原・春海（すま離宮TS・フリー）
８月　２日（日） 飯島・八田（侍組） 村上・後藤（協同学苑）
９月１３日（日） 小野・山元（フリー） 芝本・浅田（協同学苑・フリー）

１０月　４日（日） 吉田・星野（わくわくテニスサークル） 辻尾・赤沼（Ｃ＆Ｄ）
１１月２８日（土） 田口・松田（Risng☆Stars） 西本・杉原（協同学苑）
１２月１３日（日） 井上・糸賀（フリー） 戸越・石川（トーカロ）

2015年度 優勝 準優勝
１月１０日（土） 上野・山本（フリー） 浜口・田中（フリー）

２月　８日（日） 田中・吉山（ＩＴＣスカイコート・ユニバー神戸） 小林・才本（城山公園ＴＳ・フリー）

５月２３日（土） 中光・上野（TMH） 中谷・山岡（高砂TC・ユニバー神戸）
６月２０日（土） 芝山・川田（TGT） 影本・鎌谷（協同学苑・フリー）
７月１８日（土） 鎌谷・長谷川（フリー） 奥平・谷口（ユニバー神戸）
８月３０日（日） 押野・大林（Team E・わくわく稲美） 塩道・萩原（すま離宮TS）
９月１９日（土） 芝山・川田（TGT） 桝田・宮脇（偶）

１０月２４日（日） 曽根・石田（城山TS・ステップワン） 絹本・丸山（協同学苑）
１１月１５日（日） 藤井・高畑（協同学苑・城山ＴＳ） 山岡・中谷（ユニバー神戸・高砂ＴＣ）
１２月１２日（土） 石井・山本（タルミグリーン） 奥平・谷口（ユニバー神戸）

2015年度 優勝 準優勝
１月２４日（土） 蒲池・阪本（協同学苑・オアシス） 賀集・浅野（すま離宮ＴＳ）
２月２８日（土） 中谷・小川（協同学苑） 正井・阪本（オアシス）
３月２８日（土） 井村・吉田（ノア姫路・トップラン） 桝田・秋山（フリー）
４月１１日（土） 藤野・塩屋（フリー） 前川・鎌谷（フリー）
５月１６日（土） 秋山・桝田（フリー） 絹本・藤定（協同学苑）
６月１３日（土） 加納・弘中（協同学苑） 若林・山村（フリー）
７月１１日（土） 南野・小稲（協同学苑） 藤森・堀本（アオノ）
8月２２日（土） 若林・山村（フリー） 柳・藤井（ＩＴＣ神戸）
９月　５日（土） 迎山・黒川（城山TS） 川田・栗原（ＴＧＴ）

９月２１日（祝月） 山内・長澤（アミスタ） 石井・山本（タルミグリーン）
１０月１０日（土） 芝山・山本（ＴＧＴ） 秋山・平野（フリー）
１１月　７日（土） 絹本・藤定（協同学苑） 正井・船引（フリー・協同学苑）
１２月　６日（日） 政木・椿原（フリー） 山村・梶本（フリー）

日曜・祝日   Ｃ級男子ダブルス

ＤＥ級女子ダブルス

日曜・祝日   Ｃ級男子シングルス

日曜・祝日   Ｂ級女子ダブルス

日曜・祝日   Ｃ級女子ダブルス



2015年度 優勝 準優勝
１月１７日（土） 中島・永松（フリー） 柳・藤井（ＩＴＣ神戸）

２月１４日（土） 松盛・松田（アオノ） 竹内・藤森（広野田園・アオノ）

３月１５日（日） 倉垣・大樫（ミルキー） 小川・有澤（協同学苑・フリー）
４月２５日（土） 大平・永松（フリー） 柳・藤井（ＩＴＣ神戸）
５月　９日（土） 前川・隅本（ノアBM） 日下部・我如古（協同学苑）
７月　４日（土） 小林・山口（酒井テニス企画） 柳・藤井（ＩＴＣ神戸）
9月12日（土） 檜田・大柳（フリー） 石井・松嶋（タルミグリーン）

１０月　３日（土） 出口・多田（ＬＵＦ） 植之原・山本（協同学苑・フリー）
１２月　５日（土） 柳・藤井（ＩＴＣ神戸） 日高・下浦（マイテニス・フリー）

2015年度 優勝 準優勝
２月２１日（土） 中江・望月（ＡＧＴＣ・すま離宮） 荒川・大中（フリー）

3月　7日（土） 多田・前田（広野田園） 詫摩・丸山（広野田園・フリー）
4月18日（土） 藤澤・魚澤（ノア名谷・TEAM MARS） 浜口・浜口（ノア西宮）
5月17日（日） 宇梶・重谷（CAST） 松本・立谷（フリー）
６月２７日（土） 土屋・井上（ＩＴＣ神戸） 加藤・加藤（ファミリーコート）
7月　5日（日） 出口・北住（Ｆ☆ＳＨＯＴ） 自露中・西田（英球会）
８月　１日（土） 藤澤・魚澤（ノア名谷・TEAM MARS） 出口・北住（Ｆ☆ＳＨＯＴ）

９月２３日（祝水） 治田・治田（フリー） 福井・福井（フリー）
１０月３１日（土） 小寺・辻井（辻井科研） 中村・田口（Rising☆Stars）
１１月２２日（日） 狩谷・木村（Peach boys） 辻・油野（フリー）
１２月２６日（土） 加藤・加藤（フリー） 近藤・佐藤（フリー）

2015年度 優勝 準優勝
１月１１日(日） 小林・絹本（協同学苑） 井上・井上（高丘テニスクラブ）

２月　１日（日） 津末・大原（フリー） 自露中・西田（フリー）

3月21日（土） 山田・延沢（フリー） 豊田・絹本（フリー・協同学苑）
5月10日（日） 久保・宮脇（フリー） 井上・井上（フリー）
5月30日（土） 安部・小松（ITC神戸・KFC） 佐藤・肥越（15-0）
6月21日（日） 藤本・藤本（ＪＯＪＯ） 伊勢・中谷（フリー・協同学苑）
7月12日（日） 鉄谷・宮路（フリー） 田村・下山（協同学苑・TC神戸）
8月23日（日） 小川・中谷（フリー・協同学苑） 自露中・西田（フリー）

９月２２日（祝火） 上木戸・上木戸（フリー） 西上・水杉（Ｄｆ）
１０月１２日（祝月） 森廣・今井田（フリー） 吉川・井上（フリー）
１１月３日（祝火） 関・福井（フリー） 倉本・倉本（フリー）
１１月２１日（土） 船引・藤定（協同学苑） 青木・田中（ユニバー神戸・ITC神戸）
１２月２０日（日） 藤本・山田（フリー） 藤原・藤原（フリー）

2015年度 優勝 準優勝
１月１２日（祝月） 小野・前田（フリー） 松本・塚本（ＭＴＳ１２）

２月　７日（土） 森廣・今井田（フリー） 安部・中西（ＩＴＣ神戸）

3月　8日（日） 藤井・赤松（フリー） 安藤・安藤（フリー）
4月　4日（土） 藤本・藤本（フリー） 安部・中西（ITC神戸）
5月5日（祝火） 藤原・藤原（フリー） 神田・平石（フリー・協同学苑）
6月　7日（日） 橋本・魚澤（ノア名谷・フリー） 佐竹・清川（フリー）
７月２５日（土） 高橋・吉田（トップラン・わくわく稲美TC） 塩山・廣田（ノア・ニック）
8月　９日（日） 藤本・石井（フリー） 米田・羽賀（サタスマ）
９月２７日（日） 松本・塚本（ＭＴＳ１２・フリー） 小川・小川（フリー・協同学苑）

１０月１１日（日） 藤本・梶原（フリー） 藤原・柴峠（フリー）
１０月２５日（日） 松田・塚本（ＭＴＳ１２） 徳田・塩屋（フリー）
１１月　１日（日） 梶本・亀井（協同学苑・お気楽テニス倶楽部） 寺西・坂本（わんきーず）
１２月１９日（土） 小川・小川（フリー・協同学苑） 林・林（フリー・協同学苑）

ＤＡＴＥ   ＆   ＬＶ 優勝 準優勝
１月２９日（木）   ＡＢ級 Ｙ'ours   Ｋobe（磯奥・北野・飯田・末岡） ベテランになりたいチーム（小島・岡部・安藤・平石）
２月　５日（木）   ＣＤ級 チームカメカメ（水谷・松村・原・濱田） うる声やつら（長谷川・萩原・神先・西田）
２月１２日（木）   ＢＣ級 チョコレートマカロン（篠崎・季・小薮・小室） ファイテン（平田・前川・﨑浴・関口）
3月12日（木）　ＤＥ級 百家TC（碩・椚田・山田・大庫） つくし（上野・福田・黒江・鳴島）
4月　2日（木）　ＢＣ級 フロランタン（大前・岩崎・西山・田口） いっぱい決めてねfrom城山TS（赤松・奥野・林・福井）

4月16日（木）　ＣＤ級 冷凍たまご（小森・橋本・雲丹亀・細川） ごっつあんです！（吉村・山崎・中村・岡嶋）
4月30日（木）　ＣＤ級 今年はボレー極め隊（酒井・徳山・佐伯・城戸） よつ葉（山崎・山田・西村・浜辺）
5月21日（木）　ＣＤ級 美ぃしか見えない（吉田・西川・坂本・前田） 近ちゃんランド（鈴木・森・青木・近藤）
6月18日（木）　ＣＤ級 ごっつあんです！（吉村・山崎・中村・岡嶋） 天使のささやき（吉田・西川・森・鈴木）

７月　２日（木）　ＢＣ級 パワー全開！！（田原・宮脇・五百蔵・東坂） パッセンジャーズ（中田・福嶌・小林・堀）
７月１６日（木）　ＣＤ級 キャビックゴーゴー（鈴木・吉田・福田・前田） チーム CHINO（塩谷・山田・浜辺・西村）
7月３０日（木）　ＣＤ級 温泉へ行こう（原・濱田・井上・島田） よつ葉ちゃん（山崎・西村・山田・浜辺）
８月　６日（木）　ＢＣ級 マンゴーフラッペ（篠崎・平田・前川・野崎） もんだいガアル（古舞・大矢根・山野・籠谷）
１０月１５日（木）　ＣＤ級 Team LINK （宮路・前田・山田・山崎）　 もっちーず（太田・荒木・櫻井・小稲）
１０月２２日（木）　ＤＥ級 Team Ｍ･Ｋ（倉橋・筧中・平峰・李）　 フルファミ（岡野・石井・柳本・島村）
１１月 ５日（木）　ＢＣ級 スマイルオータムジャー（篠崎・増田・松村・島田） りかちゃんハウス（西川・坂本・松本・鈴木）
１１月１９日（木）ＣＤ級 すま離宮TSうる声やつら（萩原・神先・西田・長谷川） かっぱえびせん（太田・櫻井・荒木・小稲）
１２月１７日（木）ＣＤ級 半分リケ女☆（城戸・肥越・佐伯・木下） チームＭ･Ｋ（倉橋・筧中・平峰・李）　

日曜・祝日   初心女子ダブルス

平日女子団体戦

日曜・祝日   Ｂ級ＭＩＸダブルス

日曜・祝日   Ｃ級ＭＩＸダブルス

日曜・祝日   初心ＭＩＸダブルス



２０１６年度
１月　7日（木）ＢＣ級 チームオウロ（磯・西川・吉田・鈴木） 城山TS特戦隊（釘宮・大島・島田・篠崎）

２０１５年度 優　勝 準優勝
１０月２９日（木） 伊川　友美（フリー） 渡部　裕子（Ｃ＆Ｄ）
１２月２４日（木） 松本　明子（ノア加古川） 谷口　公子（フリー）

Ｃ級　女子シングルス


