
2017年度 優勝 準優勝
１月１３日（金） 魚澤・新谷（Ｓテニス） 萩原・塩道（すま離宮ＴＳ）

１月２０日（金） 山下・北村（テンインドア・トップラン） 山本・田上（ユニバー神戸）

１月２７日（金） 牧野・澤田（ノアＢＭ・ＴＳ書写） 川崎・宮森（協同学苑）

２月　７日（火） 荒谷・迎山（城山ＴＳ） 藤井・大山（協同学苑）

２月１４日（火） 新頭・志牟田（書写ＴＳ・ノア姫路） 萩原・塩道（すま離宮ＴＳ）

２月２１日（火） 開地・倉地（ユニバー神戸・ＴＣ ＥＧＧ） 木村・久保田（ＩＴＣ・ロベリア）

３月　７日（火） 井上・八島（香枦園） 関野・竹谷（すま離宮テニススクール・ユニバー神戸）

３月１４日（火） 田原・木村（ＴＳ書写） 川田・芝山（フリー）

４月１４日（金） 宮下・武田（ユニバー神戸） 山下・北村（テンインドア・トップラン）

４月２１日（金） 井内・伊本（すずらんローン） 田原・竹内（TS書写）

４月２８日（金） 久保・熊本（三木ロイヤル） 久保田・木村（ロベリア・ＩＴＣ）

５月１６日（火） 横田・鳥井（ユニバー神戸） 宮森・川崎（協同学苑）

５月２３日（火） 西川・土井（ユニバー神戸） 伊原・松本（ノア加古川）

５月３０日（火） 雲丹亀・細川（協同学苑） 大山・藤井（協同学苑）

６月　９日（金） 秀平かおり・西牧佳子（ＡＧＴＣ・トップラン） 大山かおり・藤井早苗（協同学苑）

６月２３日（金） 桑嶋乃梨子・森梨沙（ＧＲ８・フリー） 沢辺悦子・長井真澄（フリー）

７月２８日（金） 白瀬千富・櫻井良恵（協同学苑） 川高恵子・濱田寿代（teamよっし～☆・すま離宮TS）

８月　４日（金） 仲西麻弥・恩田綾子（わくわく稲美・協同学苑） 石原まり子・北村ひろみ（フリー・トップラン）

８月２５日（金） 長井真澄・古瀬瞳（フリー） 雲丹亀裕子・細川聖美（協同学苑）

９月　８日（金） 田原清美・鷲尾ちえみ（ＴＳ書写・フリー） 橋本貴美子・小森由美（協同学苑・テンインドア）

９月１５日（金） 木村智美・久保田美鈴（ＩＴＣ・ロベリア） 松本智子・大澤美恵（書写ＴＳ）

９月２２日（金） 根木亜希・砂口美紀子（トップラン） 有沢とも子・日尾温子（Ｓテニス）

９月２９日（金） 佐伯菜央・小森由美（タルミグリーン・テンインドア） 川本ひとみ・竹内浩美（書写TS）

１０月１０日（火） 小山利枝・渡部裕子（チームマーズ・城山公園TS） 村上安子・長谷川　恵（いぶきの森・垂水グリーン）

１０月２４日（火） 鳴島由美子・川崎ちひろ（わくわく稲美・ユニバー神戸） 鈴木昌美・吉田聖子（協同学苑・わくわく稲美）

１１月１０日（金） 濱田寿代・川高恵子（すま離宮ＴＳ・西神ＴＣ） 根木亜希・漆原かおり（トップラン）

１１月１７日（金） 田原清美・阪本由紀子（ＴＳ書写・梅ヶ谷） 松本明子・小倉景子（ノア加古川・西神ＴＣ）

１１月２４日（金） 小森由美・佐伯菜央（テンインドア・タルミグリーン） 中野禎子・辻恵子（協同学苑・三木ロイヤル）

１２月１５日（金） 森本陽子・松村明子（ＢＥＢＥ） 神先みか・稲積聖美（すま離宮ＴＳ）

2017年度 優勝 準優勝
１月３１日（火） 平峰・李（松田テニス塾・ＴＡＳＵ-club） 谷口・牧（ノアBM）

２月１０日（金） 松本・大澤（書写TS） 桝田・柳（偶）

３月　３日（金） 松本・田原（書写TS） 山田・進藤（わくわく稲美・トップラン）

３月１０日（金） 溝口・瀬（ＴＬＴ） 蓬来・堀川（テン）

３月１７日（金） 谷郷・飯塚（ノア姫路・ＴＳ書写） 前川・隅本（ノアＢＭ）

３月２４日（金） 山﨑・瀧野（協同学苑・ユニバー） 白瀬・増田（協同学苑・ＳＴＣ）

４月１８日（火） 川内・安藤（ノア加古川・トップラン） 井上・横尾（チームマーズ・三木ロイヤルＴＳ）

４月２５日（火） 白石・細見（フリー・Ｒｕｎｕｐ） 白井・橋本（協同学苑）

５月１２日（金） 尾田・中谷（高砂ＴＣ） 田原・大澤（ＴＳ書写）

５月１９日（金） 上田・藤原（アイリバー） 井上・田中（ＩＴＣ神戸）

５月２６日（金） 細川・三野（協同学苑） 堀川・畠（三木ロイヤル・わくわく稲美）

６月　６日（火） 山田綾・進藤深雪（トップラン） 三野ひろ子・永尾清香（協同学苑）

６月２０日（火） 山田京子・進藤深雪（わくわく稲美・トップラン） 大澤美恵・川本ひとみ（書写ＴＳ）

６月２７日（火） 牧野由美子・春山倫子（Ｒｕｎｕｐ） 森内直美・岡田由佳（フリー・みのたにインドア）

７月 　７日（金） 西山由紀子・阪上亜希子（Ｃ＆Ｄ） 秋吉幸子・塚本さつき（フリー）

７月１４日（金） 中野禎子・辻恵子（協同学苑・三木ロイヤル） 大澤美恵・川本ひとみ（書写ＴＳ）

７月２１日（金） 井澗令子・西山早苗（三木ロイヤル・ITCいぶきの森） 牧野るみ・平野啓子（ノアＢＭ）

８月　１日（火） 菊谷ルミ子・丹田良江（ロイヤルヒル・ユニバー神戸） 大山かおり・永尾清香（協同学苑）

８月２９日（火） 濱田寿代・川高恵子（すま離宮ＴＳ・西神ＴＣ） 高村美英・柳本友子（ダンロップＴＳ・いぶきの森）

９月１９日（火） 白瀬千富・増田由起子（協同学苑・ＳＴＣ） 山田裕美子・山崎桂子（しあわせの村）

９月２６日（火） 姫野めぐみ・山田　綾（フリー・トップラン） 柳本友子・谷　佳枝（いぶきの森・テンインドアフィールド）

１０月２７日（金） 森本ふみよ・小畑田鶴子（ノアＢＭ） 三和園子・上野登紀子（タルミグリーン）

１０月３１日（火） 佐藤有美・大谷智子（フリー） 井上真実・桑山博美（フリー）

１１月２１日（火） 森高まゆみ・溝口亜紀（ロイヤルヒル・Ｒｕｎｕｐ） 大明美弥子・本郷京子（トップラン）

１１月２８日（火） 鳴島由美子・前田真紀子（ＩＴＣ西神・わくわく稲美） 牧野由美子・西元祥代（テンインドア）

１２月　５日（火） 簑島真奈美・荒谷誠子（ＩＴＣねぶたに） 小野直子・岩本智津子（フリー）

１２月１２日（火） 澤田一恵・石井規世美（Ｓテニス） 森内直美・岡田由佳（岩田ＴＳ・みのたにインドア）

１２月１９日（火） 古我洋子・宮本しおり（フリー・三木ロイヤル） 本郷京子・大明美弥子（書写ＴＣ・トップラン）

2017年度 優勝 準優勝
３月　９日（木） 井上・桑山（フリー） 高原・岡本（書写ＴＳ・ノアＢＭ）

４月１３日（木） 鈴木・新井（コープスポーツ・Ｔ-ＥＧＧ） 黒田・宮原（協同学苑・フリー）

５月１８日（木） 西山・坂上（Ｃ＆Ｄ） 津田・熊木（西神ＩＴＣ・Ｆｒｅｅ）

８月３１日（木） 岩木富美・久保朋子（ＴＳ書写） 吉田美枝・足立圭子（ＮＡＳ）

９月１４日（木） 西山由紀子・達冨由紀子（Ｃ＆Ｄ） 多月弥生・丸尾理子（ノアＢＭ・ＴＳ書写）

１０月１２日（木） 岡　香織・池森直子（Ｆ.Ｍ.Ｔ.Ｃ） 坂井仁美・長澤美野（ライズアップ・アミスタ）

１１月　９日（木） 市野綾子・浜本麻記子（協同学苑） 黒川優子・佐藤夏枝（ステップワン）

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

ＤＥ級女子ダブルス



2017年度 優勝 準優勝
１月２９日（日） 上村　清仁（ＩＴＣ城北テニスクラブ） 英保　智裕（ＮＴＣ）

２月２５日（土） 久保　公美真（フリー） 熊田　雅之（フリー）

３月２５日（土） 福井　政博（ＫＬＴＣ） 岩田　武（須磨離宮公園）

４月２２日（土） 山本　公三（姫路ローン） 岩田　武（フリー）

５月２７日（土） 大伴　真也（フリー） 熊田　雅之（フリー）

６月２４日（土） 大塚　伸秀（フリー） 仁井　敏夫（ＴＧＴ）

７月２２日（土） 高木　亨（フリー） 野村　宗弘（北斗）

８月２７日（日） 上村　清仁（城北グリーン） 松木　大輔（フリー）

９月３０日（土） 熊田　雅之（フリー） 山口　裕基（フリー）

１１月２６日（日） 岩間　俊拓（フリー） 仁井　敏夫（ＴＧＴ）

１２月２３日（土） 山本　公三（姫路早朝市民テニスクラブ） 上村　清仁（城北グリーンテニスクラブ）

2017年度 優勝 準優勝
１月１４日（土） 千鳥・仲谷（クレスト） 飯田・江並（テンインドア・わくわく稲美）

２月１２日（日） 千鳥・川村（クレスト・アイテニスクラブ） 長谷・稲岡（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

３月１１日（土） 芝本・浅田（協同学苑・フリー） 福嶋・瀬尾（フリー）

６月１０日（土） 泉谷靖智・松本賢一（ＷＬＭ） 船引進・井上雅文（協同学苑・フリー）

７月　８日（土） 安部昇司・長谷真行（ＩＴＣ） 藤本和也・橋本和雄（ＦＣ・ＧＵ）

８月　５日（土） 高橋雅彦・山原公平（フリー・ロイヤル８１） 玉置豪俊・井上太一（フリー）

９月　９日（土） 谷田康久・中島直樹（Ｆショット・ＭＴＣ） 中山潤也・井上潤也（フリー）

10月１４日（土） 尾下大介・小宮正志（フリー） 山崎政人・吉山雄二（フリー）

１１月１２日（日） 三宅利弥・南古真伸（フリー） 山崎政人・吉山雄二（フリー）

2017年度 優勝 準優勝
2月１１日（土） 山本・上野（フリー） 田中・吉山（TASU-club・ユニバー神戸）

３月１２日（日） 櫻井・白瀬（協同学苑） 萩原・西馬（協同学苑・わくわく稲美）

４月　９日（日） 鎌谷・島田（フリー） 藤定・絹本（協同学苑・フリー）

５月１４日（日） 沢辺・長井（フリー） 田中・吉山（TASU-club・ユニバー神戸）

６月１１日（日） 山﨑真由美・楠奈生美（すま離宮ＴＳ・ぐらんpa） 水谷有美・川高恵子（ユニバー神戸・teamよっし～☆）

７月　９日（日） 田中三絵子・吉山ゆうき（TASU-club・ユニバー神戸） 水谷有美・川高恵子（ユニバー神戸・teamよっし～☆）

８月　６日（日） 中谷千文・平峰真由美（協同学苑・松田塾） 仲西麻弥・恩田綾子（わくわく稲美・協同学苑）

９月２４日（日） 水谷有美・川高恵子（ユニバー神戸・teamよっし～☆） 影本由美子・櫻井良恵（協同学苑）

１０月　８日（日） 井上由起美・渡瀬真実（香枦園・フリー） 安達裕子・沢辺悦子（ＴＣ.神戸）

１１月１１日（土） 毛利恭子・鎌谷安也子（フリー） 藤定真由美・新谷妙子（協同学苑・フリー）

１２月１０日（日） 鎌谷安也子・影本由美子（フリー・協同学苑） 石田理恵・白飯亜矢子（たかしょう５）

2017年度 優勝 準優勝
１月　７日（土） 堀本・藤森（アオノ） 小川・赤松（協同学苑・フリー）

３月　５日（日） 松岡・前田（ＴＣ神戸） 堤・絹本（協同学苑・フリー）

４月　２日（日） 小川・赤松（協同学苑・フリー） 牧野・二薮（竹取ＴＣ・テンインドア）

６月　４日（日） 桝田雅子・藤原紀子（Ｇｕ） 植田君恵・芦刈美幸（フリー）

７月　１日（土） 塩屋ちふみ・尾田佑美（フリー） 船引真理・梶本浩美（協同学苑・フリー）

７月２９日（土） 白土奈美子・梶原澄子（フリー） 芦刈美幸・植田君恵（フリー）

１１月４日（土） 石田理恵・白飯亜矢子（フリー） 南野益子・佐藤美由紀（協同学苑）

１２月３日（日） 中元敦子・白飯亜矢子（ITC） 吉井智恵子・影本由美子（協同学苑）

2017年度 優勝 準優勝
２月　４日（土） 平石・前川（協同学苑・フリー） 小川・新村（協同学苑）

３月　４日（土） 平石・梶本（協同学苑・フリー） 下浦・椿原（フリー）

４月　１日（土） 小川・新村（協同学苑） 小野・小西（フリー）

５月　７日（日） 堀川・村崎（三木ロイヤル・ユニバー神戸） 林・藤田（ＩＴＣスカイコート）

６月　３日（土） 山本智恵子・藤川優紀（ＴＳ書写・ノアＢＭ） 藤田睦・林睦美（ＩＴＣスカイコート）

７月　２日（日） 塚本めぐみ・有持敬子（フリー） 林睦美・上本雅美（ＩＴＣスカイコート・フリー）

７月３０日（日） 門脇和美・村瀬愛子（ＩＴＣ神戸） 中島美加子・増田佐千代（天王ダム）

１０月　１日（日） 林睦美・上本雅美（ＩＴＣスカイコート） 鈴木広子・藤井容子（ノア西宮）

１２月　２日（土） 林田智佳・岡本博美（ユニバー神戸） 家元直美・岸本祐子（フリー）

2017年度 優勝 準優勝
１月２２日（日） 田村・下山（協同学苑・フリー） 千鳥・今井（peak-aim）

２月２６日（日） 千鳥・今井（peak-aim） 小林・堀池（ドリーム・ユニバー神戸）

３月２６日（日） 山田・延澤（フリー） 狩谷・山本（フリー）

４月２３日（日） 狩谷・山本（フリー） 津末・大原（フリー）

５月２８日（日） 濱野・濱野（フリー・協同学苑） 助野・秋山（Ｇｕ）

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

日曜・祝日   Ｂ級女子ダブルス

日曜・祝日   Ｃ級女子ダブルス

日曜・祝日   初心女子ダブルス

日曜・祝日   Ｂ級ＭＩＸダブルス



６月２５日（日） 神吉浩・上野千鶴（ＴＭＨ） 北嶋晃・鎌谷安也子（フリー）

７月２３日（日） 吉川寛人・井上真実（フリー） 狩谷泰一郎・山本浩美（フリー）

１１月１９日（日） 辻一敬・湯野陽子（フリー） 吉川寛人・井上真実（フリー）

１２月１７日（日） 浜田正志・谷口公子（フリー） 出口哲也・北住佳奈（Ｆ☆ＳＨＯＴ）

2017年度 優勝 準優勝
１月２８日（土） 小野・前田（フリー） 中野・前田（フリー・テニスコミュニケーション神戸）

２月１８日（土） 中野・前田（フリー） 寺尾・有働（ＤＦ）

３月１９日（日） 有吉・中谷（ＮＥＣ神戸・協同学苑） 谷田・船引（協同学苑）

４月１６日（日） 藤林・熊本（フリー・三木ロイヤル） 安部・山下（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

５月２０日（土） 浜田・谷口（ＳＮＴＧ） 船引・新谷（協同学苑・フリー）

６月１８日（日） 北嶋晃・鎌谷安也子（フリー） 長谷真行・中谷侑希（ＮＯ　ＮＡＭＥ）

７月１５日（土） 嶋谷弘毅・藤定真由美（協同学苑） 杉山究太・皆川千恵（フリー）

８月２０日（日） 有山憲生・菊留尚美（フリー） 自露中成嘉・西田弘美（フリー）

１１月　５日（日） 尾下大介・尾下則子（ポートポート） 益田忠訓・松本和子（フリー）

１１月２５日（土） 増田正文・前川志奈子（ＮＥＯ・ノアＢＭ） 藤本和也・藤井玲佳（フリー）

１２月２４日（日） 伊勢佳朗・吉村かすみ（フリー） 吉村浩一・中谷千文（フリー・協同学苑）

2017年度 優勝 準優勝
１月２１日（土） 長谷・中谷（ＮＯ ＮＡＭＥ） 藤原・三谷（フリー）

２月１９日（日） 増田・前川（ＮＥＯ・ノアＢＭ） 津末・津末（フリー）

３月１８日（土） 藤原・立花（ＹＤＫ） 溝端・荒瀬（フリー）

４月１５日（土） 長谷・中西（ＮＯ ＮＡＭＥ） 高橋・三谷（フリー）

４月３０日（日） 浜田・谷口（ＳＮＴＧ） 早水・松尾（香里ＧＴＣ・やすチル）

５月２１日（日） 丹治・絹本（Ｆ☆ＳＨＯＴ） 樋上・樋上（フリー）

６月１７日（土） 高橋英作・三谷真弓（ＥＭＳ） 藤本和也・塩屋ちふみ（フリー・ミント）

７月１６日（日） 藤原祐介・上村美智代（ＹＤＫ） 山本豪久・清田悦子（ＴＮＰ）

８月１９日（土） 藤本和也・藤井玲佳（フリー） 藤原祐介・後藤敬子（ＹＤＫ）

９月　３日（日） 松本和明・小野直子（ミント） 安田知司・竹本今日子（フリー）

１２月１６日（土） 藤原祐介・後藤敬子（ＹＤＫ） 藤本和也・藤原紀子（フリー）

2017年度 優勝 準優勝
１月１２日（木）ＢＣ級 コスコプ（中谷・山下・川崎・宮森） ナンテこったパンナコッタ（石原・丹田・川本・菊谷）

１月１９日（木）ＣＤ級 春よ、来い（大澤・田原・小林・田中） 必死のパッチ（神先・三田・松本・相浦）

３月１６日（木）ＣＤ級 氷結レモン（橋本・川崎・川戸・高橋） 元気で～す。（小林・山本・前田・小島）

３月２３日（木）ＤＥ級 ＬＡ２０１０（岡野・中村・澤・大庫） ルンルンルンバ（吉田・塩屋・岩本・小野）

５月１１日（木）ＢＣ級 吉川テニスグループ（沢辺・長井・李・バロウ） 上り坂４６（大山・佐伯・熊本・増田）

6月１５日（木）ＣＤ級 フェイクカメカメ（細川・城戸・雲丹亀・佐伯） あ☆ゆ☆ち☆か（沼本・東・藤田・湯本）

ジャスミンティー ３Ｄ

延原祐子・河石洋美・村崎るり・杉永寿代 伊東めぐみ・西海裕美子・渕上幸子・山本久美子

ＲＹＵＳＥＹ Ｒｙｕ ｆａｍｉｌｙ

小室利美・古舞直実・東　千賀・東嶋和子 吉富五十鈴・藤井宣子・西村容子・松長真紀

チームピンク 昭和乙女

高畑和美・工藤明子・森内直美・黒川由美子 櫻井良恵・濱田寿代・原　浩美・佐伯菜央

いくこ　よろしく！！ 凸凹シスターズ！

松尾素子・伊東育子・冨永よし美・岡　美智代 佐伯菜央・村上安子・長谷川　恵・熊里香織

元気で～す。 役立たず大魔王決定戦！

小島久子・前田恭子・小林晃子・山本裕子 佐伯菜央・小森由美・雲丹亀裕子・小西博美

ＴＩＬＬＡ～ティーラ プチトマト

井畑恵理子・津田真弓・廣村　愛・松本礼香 永尾清香・三野ひろ子・亀岡美幸・坂口千恵子

ほんＧＯ！ＧＯ！ あ☆ゆ☆ち☆か

大明美弥子・本郷京子・茶屋明子・澤　真知子 沼本佳澄・東　朱美・藤田裕子・湯本智也子

２０１7年度 優　勝 準優勝
２月２３日（木） 長井　真澄（フリー） 中田　亜矢子（神戸ローンテニスクラブ）

３月３０日（木） 山本　美奈子（ＮＯＡＨ.ＢＭ） 中田　亜矢子（神戸ローンテニスクラブ）

４月２７日（木） 中田　亜矢子（神戸ローンテニスクラブ） 横佐　友紀（フリー）

６月２９日（木） 中田　亜矢子（神戸ローンテニスクラブ） 秋吉　幸子（フリー）

９月２８日（木） 秋吉　幸子（フリー） 岡本　晶子（ＮＯＡＨ ＢＭ）

１０月２６日（木） 中田　亜矢子（神戸ローンテニスクラブ） 岡本　晶子（ｔｗｅｅｔｙ）

２０１7年度 優　勝 準優勝
７月１７日（祝月） 山本　真裕（フリー） 片山　雅貴（協同学苑）

オープン　男子シングルス

平日女子団体戦

Ｃ級　女子シングルス

１２月１４日（木）ＣＤ級

１１月３０日（木）ＤＥ級

１１月１６日（木）ＣＤ級

日曜・祝日   Ｃ級ＭＩＸダブルス

日曜・祝日   初心ＭＩＸダブルス

６月２２日（木）ＤＥ級

７月　６日（木）ＢＣ級

７月２０日（木）ＣＤ級

１１月　２日（木）ＢＣ級


