
2016年度 優勝 準優勝
１月１２日（火） 山崎・安田（協同学苑） 岡嶋・中村（ロイヤルヒル）

１月２６日（火） 東坂・阪本（フリー） 西村・小林（ユニバー神戸・チームマーズ）

２月１２日（金） 迎山・渡部（城山ＴＳ・Ｃ＆Ｄ） 藤井・古井（フリー）

２月１９日（金） 福島・日浦（ロイヤルヒル８１・トップラン） 佐藤・東坂（ノア姫路・フリー）

２月２６日（金） 相澤・菊池（ロイヤルヒル・トップラン） 宮脇・田原（香寺ＴＣ・書写ＴＳ）

３月１１日（金） 小森・前田（協同学苑・テンインドア） 中西・濱野（協同学苑）

３月１８日（金） 宮脇・大橋（香寺ＴＣ・ＴＳ書写） 中村・浅井（城山ＴＳ・ル・クールＴＡ）

３月２５日（金） 吉田・城之園（阪急仁川・Ｍ`Ｓ） 篠崎・李（ＴＣ三田・城山ＴＳ）

４月　５日（火） 篠崎・島田（ＴＣ三田・アーバン六甲） 古舞・山野（ステップワン・城山公園ＴＳ）

４月１２日（火） 鳴島・川崎（わくわく稲美・ユニバー神戸） 佐藤・木村（ノア姫路・書写ＴＳ）

４月２６日（火） 白瀬・濱田（協同学苑・ＤＲＩＶＥ・ＢＢ） 中野・米村（協同学苑）

５月１３日（金） 田原・大橋（TS書写） 中西・濱野（協同学苑）

５月２０日（金） 福井・林（城山ＴＳ） 秋山・桝田（偶）

５月２７日（金） 山崎・高畑（協同学苑・城山ＴＳ） 長澤・櫻井（協同学苑）

６月１４日（火） 梶本・川内（フリー・ノア） 白瀬・南野（協同学苑）

６月２８日（火） 櫻井・川高（協同学苑・teamよっし～☆） 藤井・大山（協同学苑）

７月　１日（金） 藤井・岩本（フリー） 西田・山本（すま離宮）

７月　８日（金） 吉田・福嶌（阪急仁川・TEAM　MARS） 村上・長谷川（いぶきの森・垂水グリーン）

７月１５日（金） 中西・井上（ユニバー神戸） 藤井・岩本（フリー）

７月２９日（金） 小室・小薮（ロベリア・城山TS） 桜井・影本（協同学苑）

８月　９日（火） 仲西・川内（わくわく稲美テニスクラブ・ＮＯＡＡ） 雲丹亀・細川（協同学苑）

８月２３日（火） 鈴木・前田（協同学苑・わくわく稲美） 松下・山崎（三木ロイヤル・トップラン）

８月３０日（火） 出口・松岡（ノアＢＭ） 亀井・原（すま離宮ＴＳ）

９月　２日（金） 田原・鷲尾（TS書写・フリー） 山崎・石原（三木ロイヤル・トップラン）

９月１６日（金） 菊谷・川本（ロイヤルヒル） 新谷・魚澤（Ｓテニス）

９月２３日（金） 雲丹亀・細川（協同学苑） 伊藤・井内（TEAM MARS・すずらんローンＴＣ）

９月３０日（金） 森本・伊川（ノアＢＭ・フリー） 賀集・浅野（すま離宮ＴＳ・ロイヤルヒル）

１０月１１日（火） 平野・水谷（ＷＡＹ ＷＡＲＤ・フリー） 大山・藤井（協同学苑）

１０月２５日（火） 小室・小薮（ロベリア・城山TS） 櫻井・影本（協同学苑）

１１月１日（火） 松村・森本（ＢＥＢＥ） 久保・熊本（三木ロイヤル）

１１月１１日（金） 石川・水鳥（フリー・ミッキーズ） 久保・熊本（三木ロイヤル）

１１月１８日（金） 松本・金本（竹取ＴＣ） 宮森・川崎（協同学苑）

１１月２５日（金） 田嶋・嶋中（フリー・芦屋シーサイド） 角谷・柿崎（トップラン・ＴＳ書写）

１２月　６日（火） 出口・阪本（ノアＢＭ・フリー） 久保・熊本（三木ロイヤル）

１２月２０日（火） 桝田・秋山（偶） 佐伯・城戸（タルミグリーン・すま離宮ＴＳ）

2016年度 優勝 準優勝
１月１５日（金） 伊東・松下（星和高原・三木ロイヤル） 横田・澤田（TS書写）

１月２２日（金） 吉富・吉富（フリー・芦屋シーサイド） 石井・岡野（ＩＴＣ西神）

２月　２日（火） 大山・三野（協同学苑） 白石・松村（すま離宮TS・阪急仁川）

2月　9日（火） 細川・雲丹亀（協同学苑） 南野・吉田（協同学苑）

２月２３日（火） 石井・岡野（ＩＴＣ西神） 南野・吉田（協同学苑）

３月　１日（火） 南野・吉田（協同学苑） 白井・橋本（協同学苑）

３月　８日（火） 三村・佐藤（神出竹取テニスクラブ） 長谷川・本郷（トップラン）

3月２２日（火） 前田・鈴木（わくわく稲美・協同学苑） 白瀬・近藤（協同学苑・わくわく稲美）

３月２９日（火） 長谷川・本郷（トップラン） 影本・櫻井（協同学苑）

４月　８日（金） 水谷・平野（フリー・ＷＡＹ　ＷＡＲＤ） 桜井・影本（協同学苑）

４月１５日（金） 吉村・岡嶋（ノア加古川・ロイヤルヒル） 白石・吉田（すま離宮ＴＳ・協同学苑）

４月２２日（金） 城戸・佐伯（すま離宮ＴＳ・ＴＧＴ） 平峰・李（松田テニス塾・ＴＡＳＵ－club）

５月１０日（火） 長谷川・中安（垂水グリーン・ユニバー神戸） 姫野・田房（ＴＬＴ）

５月１７日（火） 佐伯・笠松（ＴＧＴ・ＩＴＣいぶきの森） 太田・坂口（協同学苑・テンインドア）

５月３１日（火） 影本・桜井（協同学苑） 木村・是枝（すま離宮ＴＳ・書写ＴＳ）

６月　３日（金） 牧野・澤田（ノアＢＭ・ＴＳ書写） 平峰・李（松田テニス塾・ＴＡＳＵ－club）

６月１０日（金） 万代・野田（城山ＴＳ） 平石・白石（協同学苑）

７月　５日（火） 山本・西田（すま離宮） 木村・是枝（すま離宮ＴＳ・書写ＴＳ）

８月１９日（金） 中元・迎山（ＮＡＳ・城山ＴＳ） 橋本・白井（協同学苑）

８月２６日（金） 松本・石井（竹取ＴＣ・ノアＢＭ） 木村・小谷（すま離宮ＴＳ・書写）

９月　６日（火） 木村・小谷（すま離宮ＴＳ・ＴＳ書写） 白瀬・金本（神出竹取ＴＣ）

９月２７日（火） 松本・金本（竹取ＴＣ） 木村・上岡（すま離宮ＴＳ・書写）

１０月４日（火） 尾崎・滝野（ユニバー） 小畑・出口（ノアＢＭ）

１０月１４日（金） 白瀬・影本（神出竹取ＴＣ・協同学苑） 平峰・李（松田テニス塾・ＴＡＳＵ－club）

１０月２１日（金） 辻・久保（三木ロイヤル） 西村・福田（わくわく稲美）

１１月１５日（火） 稲積・菅（すま離宮ＴＳ） 森本・前田（ノアＢＭ・すま離宮ＴＳ）

１１月２２日（火） 稲積・井上（すま離宮ＴＳ） 西川・南（フリー・リフレッシュ）

コープこうべ協同学苑テニススクール   大会結果
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１１月２９日（火） 延原・河石（ユニバー神戸） 小畑・出口（ノアＢＭ）

１２月２日（金） 佐藤・森高（ロイヤルヒル） 牧野・平野（ノアＢＭ）

１２月９日（金） 古井・北川（フリー・トップラン） 森崎・荒木（フリー・協同学苑）

１２月１６日（金） 竹尾・川井（フリー） 谷口・牧（ノアＢＭ）

2016年度 優勝 準優勝
１月１４日（木） 牧・平野（ノアＢＭ） 塩屋・氏原（フリー）
２月２５日（木） 石井・松本（ノアＢＭ・ノア加古川） 小畑・出口（ノアＢＭ）
３月１０日（木） 塚本・波多野（フリー） 井上・多月（ノアＢＭ）
４月１４日（木） 小野・塩屋（マーガレット） 吉田・堀川（マーガレット）
５月２６日（木） 小畑・出口（ノアＢＭ） 吉田・塚本（マーガレット）
６月　９日（木） 岡野・中村（トップラン） 坂井・向嶋（フリー）
７月１４日（木） 西元・平賀（竹取ＴＣ・ノア加古川） 金森・山中（協同学苑）

１０月１３日（木） 井上・渡瀬（フリー・テニスヒル仁川） 達冨・西山（Ｃ＆Ｄ）
１２月　８日（木） 藤田・亀岡（協同学苑） 永津・伏原（フリー）

2016年度 優勝 準優勝
１月３０日（土） 小野　亮介（フリー） 久保　公美真（フリー）
２月２７日（土） 小野　亮介（フリー） 井上　太一（ＷＳジャパン）
４月１６日（土） 熊田　雅之（フリー） 中木　恭平（ロイヤルヒル８１ＴＣ）
５月　１日（日） 仁井　敏夫（フリー） 尾下　大介（協同学苑）
5月２８日（土） 小林　佑次（フリー） 占部　佳裕（フリー）
６月２５日（土） 藤田　大士（フリー） 熊田　雅之（フリー）
７月２３日（土） 久保　公美真（フリー） 岩田　武（須磨離宮ＴＳ）
８月２８日（日） 熊田　雅之（フリー） 岩間　俊拓（フリー）
９月２５日（日） 岩田　武（須磨離宮公園） 大嶋　毅（フリー）

１０月２９日（土） 大嶋　毅（フリー） 久保　公美真（フリー）
１２月２５日（日） 山本　公三（姫路ローン） 倉富　純一（フリー）

2016年度 優勝 準優勝
１月１６日（土） 西原・青木（フリー） 井上・有吉（ＮＥＣ神戸）
２月２１日（日） 福田・三輪（フリー） 尾下・田畑（協同学苑・フリー）
３月１９日（土） 長谷川・福嶋（ノアブルーマウント） 三村・隅田（なかよし）
４月２４日（日） 松木・山口（フリー） 安部・長谷（ＷＬＭ）
５月４日（祝水） 小角・笹部（イエモン） 安部・須浪（ＷＬＭ）
５月１４日（土） 芝本・阪本（協同学苑・フリー） 松木・岡田（フリー・ノア加古川）
６月１２日（日） 石橋・日置（フリー） 安部・須浪（ＷＬＭ・ＴＧＴ）
8月２０日（土） 安部・長谷（ＷＬＭ） 児玉・寺尾（ＤＦ）
９月１１日（日） 芝本・浅田（協同学苑・フリー） 児玉・寺尾（ＤＦ）

１０月２３日（日） 長谷・安部（ＮＯ　ＮＡＭＥ） 三宅・南古（フリー）
１２月１１日（日） 須浪・長谷（ＮＯ　ＮＡＭＥ） 萩原・舞田（すま離宮ＴＳ）

2016年度 優勝 準優勝
１月１７日（日） 山本・上野（フリー） 萩原・塩道（すま離宮TS）
３月１３日（日） 萩原・塩道（すま離宮ＴＳ） 荒木・高畑（協同学苑・城山ＴＳ）
４月２３日（土） 絹本・藤定（フリー・協同学苑） 桝田・宮脇（偶）
５月１５日（日） 遠藤・上村（ユニバー神戸・ロベリア） 田中・吉山（Tasu-club・ユニバー神戸）
６月１１日（土） 山本・鎌谷（フリー） 大山・藤井（協同学苑）
７月１０日（日） 山本・鎌谷（フリー） 五百蔵・仲西（フリー・わくわく稲美）
８月　７日（日） 中谷・二羽（協同学苑） 藤定・影本（協同学苑）
９月１０日（土） 竹内・秀平（Ａｌｌ Ｆｒｅｅ・明石グリーン） 藤定・絹本（協同学苑・フリー）
１０月２日（日） 山崎・末廣（すま離宮ＴＳ・フリー） 田中・吉山（Tasu-club・ユニバー神戸）
１２月４日（日） 徳島・秀平（ＪＣＰ・明石グリーン） 南野・櫻井（協同学苑）

2016年度 優勝 準優勝
１月　９日（土） 秋山・平野（フリー） 山本・筧（協同学苑）
２月　７日（日） 前川・隅本（ノアＢＭ） 荒木・三野（協同学苑）
３月１２日（土） 前川・鎌谷（フリー） 藤森・堀本（アオノ）
４月　２日（土） 山本・鎌谷（フリー） 平石・白石（協同学苑）
４月３０日（土） 正井・鎌谷（フリー） 絹本・中島（フリー・協同学苑）
５月　８日（日） 藤定・堤（協同学苑） 荒木・桜井（協同学苑）
７月　２日（土） 佐々木・増田（フリー） 堤・中島（協同学苑・フリー）
７月３１日（日） 桜井・影本（協同学苑） 絹本・鎌谷（フリー）

１０月２２日（土） 絹本・鎌谷（Ｆ☆ＳＨＯＴ・フリー） 船引・山村（協同学苑・フリー）
１１月１２日（土） 蒲池・藤井（協同学苑） 藤森・堀本（アオノ）
１２月１０日（土） 坂井・亀山（アミスタ） 南野・辰巳（協同学苑）

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   Ｃ級男子ダブルス
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日曜・祝日   Ｃ級女子ダブルス



2016年度 優勝 準優勝
１月１０日（日） 森田・鍛冶（TEAM STAFF・TEAM-F） 安藤・新井（フリー）
２月　６日（土） 佐々木・増田（フリー） 前川・平石（フリー・協同学苑）
３月　６日（日） 山下・清田（フリー） 小川・赤松（協同学苑・フリー）
４月　３日（日） 植田・芦刈（ノア名谷） 梶野・山下（フリー）
５月　７日（土） 南・山下（フリー） 嶋谷・坂口（協同学苑・フリー）

６月　４日（土） 桝田・藤原（偶） 今井田・生月（ライズＴＣ）

７月　３日（日） 平石・塚本（協同学苑・フリー） 牧野・平野（ノアＢＭ）

７月３０日（土） 安野・栗岡（ＫＴＣ・トップラン） 小川・赤松（協同学苑・フリー）

９月１７日（土） 谷・二藪（テンインドアフィールド） 清水・岡本（協同学苑）

１０月１５日（土） 佐川・中右（サタ☆スマ∞） 坂井・歳森（フリー・Ｃ＆Ｄ）

１１月　６日（日） 柳井・谷口（ＳＮＴＧ） 平石・梶本（協同学苑・フリー）

１２月　３日（土） 前田・松岡（テニスコミュニケーション神戸） 中神・坂井（ＩＴＣ神戸）

2016年度 優勝 準優勝
１月３１日（日） 小林・絹本（協同学苑） 青木・田中（ユニバー神戸・ＩＴＣ神戸）
２月２８日（日） 原・本田（三菱重工・ノア加古川） 荒川・大中（フリー）
３月２６日（土） 三宅・梶田（芦屋シーサイド） 河野・片田（ホリゾン）
５月２９日（日） 土屋・井上（ＩＴＣ神戸） 新谷・多田（Ｆ☆ＳＨＯＴ）
６月２６日（日） 瀬川・河野（フリー・協同学苑） 荒川・大中（フリー）
７月２４日（日） 脇・角（フリー） 関・福井（フリー）
９月２４日（土） 宮野・古田（デスデ・フリー） 福井・福井（ラケットパル・フリー）

１０月１６日（日） 狩谷・木村（Peach Boys） 佐野・宮脇（GU）
１１月　５日（土） 近藤・長池（ＩＴＣ神戸） 土屋・井上（ＩＴＣ神戸）

2016年度 優勝 準優勝
１月２３日（土） 吉田・辻本（フリー） 今森・秋山（フリー）
３月２７日（日） 鈴木・鈴木（フリー） 佐竹・木村（ノア加古川）
４月１０日（日） 今森・秋山（偶） 藤林・山田（ＦＴＣ）
５月５日（祝木） 齋藤・丹野（フリー） 奥村・西村（フリー）

５月２２日（日） 吉川・井上（フリー） 高田・田口（六甲バーンズ・ノア加古川）

７月１６日（土） 伊勢・中谷（フリー・協同学苑） 河野・矢口（Ｄｆ）

８月２７日（土） 井上・鉤谷（フリー） 島村・島村（フリー・ＩＴＣ西神）

９月　４日（日） 島村・島村（フリー・ＩＴＣ西神） 田村・下山（協同学苑・フリー）

１０月　８日（土） 片岡・神谷（ラケットパル） 佐野・山本（偶）

１０月３０日（日） 新谷・武部（F☆SHOT） 尾下・竹田（協同学苑・フリー）

１１月２６日（土） 新谷・船引（フリー・協同学苑） 佐藤・肥越（１５-０）

１２月１８日（日） 小川・赤松（フリー） 田村・下山（協同学苑・フリー）

2016年度 優勝 準優勝
１月２４日（日） 島村・島村（フリー・ＩＴＣ西神） 半田・前川（フリー）
２月１４日（日） 林・林（フリー・協同学苑） 樋上・横田（フリー）
３月２０日（日） 山中・山中（ルーセント豊中・芦屋シーサイド） 下浦・下浦（フリー）
４月　９日（土） 小川・赤松（フリー） 野間・野間（フリー・ＩＴＣ西神）

４月２９日（祝金） 新谷・多田（F☆SHOT） 山下・山下（フリー）

５月２１日（土） 玉田・塚本（ＫＴＣ） 大谷・清田（ＴＮＰ）

６月１８日（土） 津田・小川（フリー・協同学苑） 大谷・清田（ＴＮＰ）

８月２１日（日） 藤原・岸本（ＹＤＫ） 寺尾・梅次（ＤＦ）

９月　３日（土） 三村・大庫（TEAM３６・竹取ＴＣ） 松田・小野（フリー）

１０月　９日（日） 長谷・田中（ＮＯ　ＮＡＭＥ） 井上・小野（フリー）

１１月２０日（日） 牧野・高澤（Ｌｕｎｄｉ） 濱本・市野（協同学苑）

１２月１７日（土） 大谷・清田（ＴＮＰ） 長谷・中谷（ＮＯ ＮＡＭＥ）

２０１６年度 優勝 準優勝
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）
１月２１日（木）ＣＤ級 かっぱえびせん（太田・荒木・櫻井・小稲） カムラッド（岸本・大庫・後藤・上村）
１月２８日（木）ＤＥ級 Ｍ＆Ｒ＆Ｍ＆Ｓ（黒田・松本・松本・西元） のぶちゃん一家①（安田・藤田・辰巳・桐原）
２月　４日（木）ＢＣ級 ＲＹＵＳＥＩ（福嶌・中田・東嶋・東） ねばーるくん（林・賀集・奥野・赤松）
２月１８日（木）ＣＤ級 ゆかいな仲間達（平田・荒川・原・菊繁） すま離宮大吉カルテット（城戸・肥越・山名・萩原）
３月　３日（木）ＢＣ級 お砂糖水（水島・朝倉・東坂・大橋） 晴れたらいいね！（寺口・山縣・李・篠崎）
３月１７日（木）ＣＤ級 あなたにお任せ！（城戸・池田・増田・佐伯） やめて～ぼ～こぼこ（細川・白井・小西・雲丹亀）
３月２４日（木）ＤＥ級 トッシーズ（坂井・歳森・渡部・西山） ＬＡ2010（岡野・塩屋・塚本・波多野）
５月１２日（木）ＢＣ級 お肌ピカピカ～♫（片山・福島・梶川・川崎） ファイト水５（小森・雲丹亀・橋本・細川）
５月１９日（木）ＣＤ級 キューピーさん（田原・田中・上岡・鷲尾） ＴＬＴ（根木・瀬・田房・柴峠）
７月　７日（木）ＢＣ級 突然の招集（梶川・山本・新井・廣田） ＨａｐｐｙＴｉｍｅ（吉井・木村・梶山・頓田）
７月２１日（木）ＣＤ級 のぼり坂４６（大山・増田・熊本・佐伯） トリプルアクセル（神先・高澤・箱根・浅田）
８月　４日（木）ＢＣ級 城山公園特戦隊（篠崎・李・山本・荒木） 須磨離宮城山ＴＳ（前川・関野・大島・釘宮）
８月１８日（木）ＣＤ級 Team,Ｍ☆Ｋ（筧中・平峰・李・倉橋） 凸凹シスターズ（佐伯・城戸・長谷川・村上）
１０月２０日（木）ＣＤ級 凸凹シスターズ（佐伯・城戸・村上・長谷川） チームローズ（高畑・藤井・清川・吉村）

平日女子団体戦

日曜・祝日   初心女子ダブルス

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



１１月１０日（木）ＢＣ級 チーム楽笑（竹内・三田・木村・鷲尾） ファイト水５（小森・雲丹亀・橋本・細川）
１１月１７日（木）ＣＤ級 ＴＡＤＥＲＡしすたーず（松本・田原・大澤・木村） 三木山ガールズ（茶屋・古我・蓬来・射場）

２０１6年度 優　勝 準優勝
３月３１日（木） 前田　久美（すま離宮） 森本　ふみよ（ノアＢＭ）
６月３０日（木） 中田　亜矢子（神戸ローンテニスクラブ） 東方　理恵（ユニバー神戸）
８月２５日（木） 白石　文香（協同学苑） 東方　理恵（ユニバー神戸）

１０月２７日（木） 谷口　公子（フリー） 奥田　久美子（すま離宮ＴＳ）

Ｃ級　女子シングルス


