
2018年度 優勝 準優勝
１月１６日（火） 久保千鶴・堀　香織（三木ロイヤル・Ｒｕｎ ｕｐ） 鈴木昌美・青木ゆう（協同学苑・わくわく稲美）

１月３０日（火） 小森由美・橋本貴美子（テンインドア・協同学苑） 山野美紀・古舞直美（ステップワン）

２月　９日（金） 藤原有里・山口薫（ＨＭエージェント） 櫻井良恵・南野益子（協同学苑）

２月１６日（金） 小森由美・佐伯菜央（テンインドア・タルミグリーン） 大澤美恵・里見小百合（書写TS・ITC）

２月２３日（金） 櫻井良恵・影本由美子（協同学苑） 野崎満亀子・森本照代（ＩＴＣ名谷）

３月１３日（火） 角谷圭子・柿崎　香（トップラン・書写ＴＣ） 桝田雅子・佐野和佳子（Ｒｕｎｕｐ）

3月２２日（木） 木村和子・清水可奈子（書写ＴＳ・パインＴＣ） 濱田寿代・川高恵子（すま離宮ＴＳ・ＩＴＣ西神ＴＳ）

３月２７日（火） 鳴島由美子・川崎ちひろ（わくわく稲美・ユニバー神戸） 井上由起美・渡瀬真実（香炉園・フリー）

４月１３日（金） 高畑和美・田中秋恵（岩田ＴＳ・ステップワン） 射場みゆき・古我洋子（フリー）

４月２０日（金） 藤原有里・原洋子（Ｓ-ＳＨＯＴ・フリースタイル） 白田篤子・菅野有紀（ＴＣ神戸）

４月２７日（金） 川高恵子・濱田寿代（ＩＴＣ西神ＴＳ・すま離宮ＴＳ） 井上雅子・田中球子（ＩＴＣ神戸）

５月　８日（火） 松本明子・小倉景子（協同学苑・西神テニスガーデン 雲丹亀裕子・細川聖美（協同学苑）

５月１７日（木） 水谷有美・久保田志津（ユニバー神戸） 中安明子・丹田良江（ユニバー神戸）

５月２２日（火） 恩田綾子・田中　縁（協同学苑・わくわく稲美ＴＣ） 鳴島由美子・前田真紀子（ＩＴＣ西神・わくわく稲美ＴＣ）

５月２９日（火） 恩田綾子・鈴木昌美（わくわく稲美・協同学苑） 角谷圭子・玉田富子（トップラン）

６月１９日（火） 出口美喜子・阪本由紀子（ノアＢＭ・フリー） 山田綾・田房富久子（トップラン・ｒｕｎｕｐ）

7月２０日（金） 佐藤みどり・鷲尾ちえみ（トップラン・フリー） 田房冨久子・山田綾（ｒｕｎｕｐ・トップラン）

８月２８日（火） 水鳥美津子・漆原かおり（ノア姫路・トップラン） 雲丹亀裕子・細川聖美（協同学苑）

9月２５日（火） 小室利美・古舞直実（ロベリア・ステップワン） 村上安子・長谷川　恵（いぶきの森・垂水グリーン）

１０月　４日（木） 細川聖美・小森由美（協同学苑・テンインドア） 射場みゆき・古我洋子（フリー）

１０月１８日（木） 渡辺裕子・宮路知子（C＆D・Tasu-club） 水谷有美・久保田志津（ユニバー神戸）

１１月　２日（金） 松本明子・金本真津美（協同学苑） 南野益子・櫻井良恵（協同学苑）

１１月１６日（金） 桝田雅子・佐野和佳子（ｒｕｎｕｐ） 雲丹亀裕子・細川聖美（協同学苑）

１２月１３日（木） 小林幸代・竹中加奈子（トップラン） 森崎尚子・筧　和子（Ｄrive.Ｂ.Ｂ・ＴＣ三田）

１月１８日（金） 田原清美・山本美奈子（TS書写・ノアBM） 西澤直子・新頭朋子（書写TC）

2018年度 優勝 準優勝
１月１２日（金） 瀧谷ひさ子・小畑田鶴子（書写ＴＣ・ノアＢＭ） 藤田祐子・林美保子（アルボル・みのたにインドアＴＳ）

１月２６日（金） 荒木ひふみ・森﨑尚子（協同学苑・フリー） 大澤美恵・川本ひとみ（書写ＴＳ）

２月　６日（火） 白瀬千富・松岡知代（協同学苑・ＳＴＣ） 齋藤元代・伏下ウィルマ（フリー）

２月２０日（火） 井上雅子・田中球子（ＩＴＣ神戸） 小畑田鶴子・橋本ひろみ（ノアＢＭ・フリー）

３月　９日（金） 近藤裕子・尾川三栄子（わくわく稲美・三木ロイヤル） 曽根純子・林美保子（みのたにTS・TC三田）

３月２３日（金） 射場みゆき・茶屋明子（フリー・トップラン石守） 秋山博美・平野友美（タルミグリーン・Ｒｕｎｕｐ）

３月３０日（金） 岩本智津子・中久保ひとみ（天川レディース） 白瀬千富・高橋美代子（協同学苑・みのたにTC）

４月１０日（火） 鳴島由美子・熊木　操（わくわく稲美） 荒木ひふみ・平野ともみ（協同学苑・ロイヤルヒル'81）

４月１９日（木） 岩木富実・久保朋子（ＴＳ-書写） 山田綾・田房富久子（トップラン・Ｒｕｎｕｐ）

５月１１日（金） 楠 宮子・荒内えみ（アオノ） 秋山潤子・玉井雅子（みのたにインドア）

５月１８日（金） 白瀬千富・荒尾いづみ（協同学苑・ＳＴＣ） 佐伯泰子・平野友美（ロイヤルヒル・Ｒunup）

５月２５日（金） 神先みか・松本智子（すま離宮ＴＳ・ＴＳ書写） 白瀬千富・高橋美代子（協同学苑・みのたにインドアＴＣ）

７月１７日（火） 三和園子・長谷川恵（タルミグリーン・いぶきの森） 森本ふみよ・前川志奈子（ノアＢＭ）

９月２１日（金） 白瀬千富・岡本喜美子（協同学苑・フリー） 田原清美・大澤美恵（書写TS）

１０月９日（火） 南野益子・増田由起子（協同学苑・ＳＴＣ） 荒井光江・赤塚かおる（トップラン・フリー）

１０月２３日（火） 桐原もと子・安田宏子（協同学苑） 今井満里・筧　和子（ＴＣ三田）

１１月　１日（木） 森崎尚子・筧　和子（DRIVE.B.B・ＴＣ三田） 橋本久子・鳴島由美子（ＩＴＣ西神・わくわく稲美）

１１月１５日（木） 谷口吏栄・有吉恵三子（ノアＢＭ） 橋本ひろみ・橋本八十子（フリー）

１２月１４日（金） 藤井早苗・清川貴子（協同学苑・トップラン） 宮路知子・小山利枝（Tasu-club・みのたにインドアスクール）

2018年度 優勝 準優勝
　２月　８日（木） 岸本美代子・上村美智子（ＹＤＫ） 若林美穂・平野裕子（ノアＢＭ）

　４月１２日（木） 藤本慶子・井上順子（ノア加古川） 塚本めぐみ・吉田里美（天川ＴＣ）

　５月２４日（木） 吉田里美・岩本智津子（天川ＴＣ） 塚本めぐみ・有持敬子（天川ＴＣ）

　９月１４日（金） 小林裕子・高垣晶子（Ｔ-ＥＧＧ） 黒川優子・佐藤夏枝（ステップワン）

１０月１２日（金） 佐藤美由紀・亀岡美幸（協同学苑） 保田佳代子・酒本久美子（フリー）

１１月　９日（金） 保田佳代子・久保晴美（フリー） 佐藤美由紀・市野綾子（協同学苑）

１２月１９日（木） 田辺真弓・芳賀美代子（フリー） 黒田れい子・武川裕子（トップラン・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

ＤＥ級女子ダブルス



2018年度 優勝 準優勝
２月２４日（土） 大伴真也（フリー） 山本公三（姫路早朝市民テニスクラブ）

３月１７日（土） 福井政博（フリー） 岩田　武（フリー）

４月２８日（土） 星野弘幸（わくわくＴＣ） 佐名川洋之（フリー）

５月２６日（土） 志方功一（ＳＮＴＧ） 寺村　優（ユニバー神戸）

７月２１日（土） 眞田健介（フリー） 熊田雅之（フリー）

８月２６日（日） 上村清仁（城北グリーンＴＣ） 山本公三（姫路市早朝テニスクラブ）

９月　２日（日） 大川　勇（ヒラマール） 溝口健二（協同学苑）

　９月１７日（祝月） 池田晃幸（フリー） 佐名川洋之（フリー）

 １０月１４日（日） 大嶋 毅（フリー） 山口裕基（フリー）

１１月２４日（土） 寺村　優（ユニバー神戸） 東　善成（フリー）

 １２月１６日（日） 永田　剛（フリー） 大伴真也（フリー）

2018年度 優勝 準優勝
４月１４日（土） 芝本茂宏・浅田和宏（協同学苑・フリー） 嶋谷弘毅・船引　進（協同学苑）

６月１０日（日） 岡本伸行・出口幸司（ＨＭＴＣ） 東浦成則・平岡栄司（ＨＭＴＣ）

 １０月　７日（日） 宮村興平・柚木駿（フリー） 宮田宏洋・福嶋　強（ノア姫路・フリー）

１１月１０日（土） 神吉邦彦・弘中信幸（Ｆ☆ＳＨＯＴ・協同学苑） 鈴木智久・山本晴男（フリー）

2018年度 優勝 準優勝
１月２１日（日） 尾田佑美・中谷陽子（高砂ＴＣ） 山本陽子・上野千鶴（ＴＭＨ）

２月１１日（日） 細川聖美・雲丹亀裕子（協同学苑） 井上由起美・渡瀬真実（香櫨園・フリー）

３月　４日（日） 佐藤みどり・上野千鶴（トップラン・ＴＭＨ） 吉田さゆり・野崎千代美（ＴＣ三田・フリー）

４月　７日（土） 新井綾子・古庄信子（フリー） 野崎千代美・鎌谷安也子（フリー）

５月　５日（土） 日野美緒・鎌谷安也子（フリー） 梶原澄子・白土奈美子（フリー）

６月　９日（土） 絹本美子・中谷千文（ランナップ・協同学苑） 新井綾子・古庄信子（フリー）

９月１６日（日） 細川聖美・雲丹亀裕子（協同学苑） 櫻井良恵・影本由美子（協同学苑）

 １１月　４日（日） 田中三絵子・吉山ゆうき（ＴＡＳＵ－club・ユニバー神戸） 尾田佑美・中谷陽子（高砂ＴＣ）

１２月２２日（土） 桝田雅子・佐野和佳子（Ｒｕｎｕｐ） 出口美喜子・松岡美沙緒（ノアＢＭ）

2018年度 優勝 準優勝
１月１４日（日） 堤　克枝・絹本美子（協同学苑・フリー） 芦刈美幸・植田君恵（フリー）

２月　４日（日） 新井綾子・古庄信子（フリー） 森千加・中右順子（フリー）

３月１０日（土） 小森由美・細川聖美（テンインドアフィールド・協同学苑） 芦刈美幸・植田君恵（フリー）

４月　８日（日） 大樫志津子・津田和美（ミルキー） 木村方子・佐竹友香（すま離宮ＴＳ・ノア加古川）

５月１２日（土） 北村ひろみ・奥田優子（トップラン・わくわく稲美） 船引真理・小川マユミ（協同学苑）

６月　２日（土） 安田宏子・桐原もと子（協同学苑） 小野直子・岩本智津子（フリー）

７月　１日（日） 牧野るみ・大島麻由子（ノアBM・梅ケ谷） 堤克枝・中島しのぶ（協同学苑・フリー）

  １０月２８日（日） 井澤裕美子・前田千鶴子（城北テニスクラブ・テンインドアフィールド） 松盛美早子・小西陽子（アオノ）

  １１月２５日（日） 小畑田鶴子・鎌谷安也子（TS書写・フリー） 吉井智恵子・梶本浩美（協同学苑・フリー）

１２月１５日（土） 牧野由美子・西元祥代（ＲＵＮＵＰ） 坂井仁美・古我洋子（ライズアップ・フリー）

2018年度 優勝 準優勝
１月　７日（日） 堀川信世・吉田里美（天川レディース） 和泉由美子・小柳幸子（協同学苑）

２月　３日（土） 坂井敦子・中神英子（フリー） 畑　里佳・小柳幸子（フリー・協同学苑）

３月　３日（土） 岸本美代子・藤井雅美（ＹＤＫ） 下浦朱美・新村陽子（協同学苑）

３月３１日（土） 塚本めぐみ・荒瀬千代美（天川Ｔ.Ｃ・アオノ） 岡本博美・丸山玲子（ユニバー神戸テニス倶楽部）

５月　６日（日） 小野直子・小西陽子（フリー・アオノ） 川畑泉・薮木節子（協同学苑）

  １０月２７日（土） 平野啓子・佐藤知子（ノアＢＭ） 前阪美佐子・佐藤香世子（サークルＳ・ＴＣ神戸）

2018年度 優勝 準優勝
２月２５日（日） 平野康太郎・塩野浩子（フリー） 新谷英樹・武部まゆみ（Ｆ☆ｓｈｏｔ）

３月２４日（土） 山本英明・塩野浩子（フリー） 星野弘幸・梶原澄子（わくわくＴＣ）

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



４月２９日（日） 二塚善信・重谷由佳（ＯＨＡＲＡ） 土屋真一・土屋明代（ＩＴＣ神戸）

５月２７日（日） 米原良祐・溝渕未唯那（フリー） 那須貴臣・那須清子（フリー）

６月２４日（日） 小森佳彦・小森則子（協同学苑） 星野弘幸・梶原澄子（わくわくＴＣ）

１１月１８日（日） 飯田晶・湊朱美（テンインドアフィールド・くにじまインドアスポーツ） 田村和彦・下山麻紀子（協同学苑・フリー）

2018年度 優勝 準優勝
１月２８日（日） 吉村浩一・中谷千文（フリー・協同学苑） 平野康太郎・吉村かすみ（フリー）

３月２５日（日） 佐竹郁哉・佐竹友香（ノア加古川） 波多野智貴・中山恵子（HMエージェント）

４月２１日（土） 大野昌義・大野恭子（リバーＴＣ） 世古新壱・秋山博美（ＧＵ・タルミグリーン）

５月１９日（土） 游　亮尚・游　なつき（Tasu-club・フリー） 市野秀明・市野綾子（協同学苑）

６月１７日（日） 自露中成嘉・西田弘美（阪急仁川テニスクラブ） 伊勢佳朗・松原都子（フリー）

７月１４日（土） 稲吉裕寿・北川美佳（協同学苑・トップラン） 尾川健三・尾川三栄子（フリー・わくわく稲美）

８月２５日（土） 山中将司・後藤美恵（ＫＴ-ＦＵＮ） 藤本和也・沢辺悦子（フリー）

１０月　８日（祝月） 谷田康久・船引真理（フリー・協同学苑） 松本和明・岩本智津子（ミント）

  １０月２１日（日） ＭＡＮＵＢＡＧ ＭＩＫＥ・山本輝美（ＫＴＣ） 萩原平・畠由佳里（タケノコ・わくわく稲美テニスクラブ）

１１月１７日（土） 三村　進・大庫玲子（Ｔｅａｍ３６） 嶋谷弘毅・武部まゆみ（いいとも）

2018年度 優勝 準優勝
１月２０日（土） 大野昌義・大野恭子（リバーＴＣ） 福田　豊・山北真美（フリー）

２月１８日（日） 大谷　守・塩屋ちふみ（ミント） 藤本和也・市川由季奈（フリー）

３月１８日（日） 新本慶太・岸本美代子（ＹＤＫ） 伊勢佳郎・松原都子（フリー）

４月１５日（日） 松本和明・岩本智津子（ミント） 藤本和也・塩屋ちふみ（フリー・ミント）

５月２０日（日） 徳田和明・南真由美（フリー） 藤原祐介・佐竹和代（フリー）

６月１６日（土） 神吉邦彦・絹本美子（Ｆ☆ＳＨＯＴ・ＲＵＮＵＰ） 安部昇司・中西里江（ＩＴＣ神戸）

７月１５日（日） 隅田大介・森良枝（フリー） 藤岡真也・藤井雅美（ルネサンス）

８月　５日（日） ＭＡＮＵＢＡＧ ＭＩＫＥ・山本輝美（ＫＴＣ） 村岡和彦・宮本敬子（フリー）

９月１５日（土） 藤本和也・赤松寛子（フリー） 上原秀夫・上原美砂子（フリー）

  １０月１３日（土） 江口潤也・中山まゆみ（ひまわり） 前川昌三・岸本美代子（ＹＤＫ）

１１月１１日（日） 山本豪久・山下泰子（フリー） 藤岡真也・藤井雅美（ＹＤＫ）

２０１8年度 優勝 準優勝
昭和乙女 ＲＵＮ・ラン

櫻井良恵・峯　美穂・濱田寿代・原　浩美 山田綾・進藤深雪・田房富久子・溝口亜紀

サクラサク ゆかいなシスターズ

黒川優子・森川みゆき・佐藤夏枝・吉田美枝 黒田弘子・黒田礼子・宮原華子・武川裕子

エンジョイ 昭和乙女

中西千穂・井上弘子・宮下慶子・武田陽子 櫻井良恵・峯　美穂・濱田寿代・原　浩美

あ☆ゆ☆ち☆か ちょこちょこ

湯本智也子・東　朱美・藤田裕子・沼本佳澄 稲岡順子・杉本利江・尾川美恵子・井澗令子

ゼブラガールズ ミラクル黒ちゃんず

荒谷誠子・小崎公子・白飯亜矢子・簑島真奈美 黒田弘子・黒田礼子・宮原幸子・下野志津香

ＯＲＩＯＮ 絆（きずな）

小室利美・古舞直実・東嶋和子・東　千賀 横田俊子・柳田純子・丹田良江・中安明子

私、変わりましたか？ ほんＧＯ！ＧＯ！Ｖer.3

櫻井良恵・南野益子・平野啓子・牧野るみ 大明美弥子・本郷京子・澤田一恵・田房富久子

りらーくっす 獣になれへん私ら

生内美恵・田中和美・水島美津子・阪本由紀子 鷲尾ちえみ・里見小百合・佐藤みどり・宮脇みどり

２０１8年度 優　勝 準優勝
2月１５日（木） 宮路知子（フリー） 井上順子（フリー）

３月２９日（木） 中田亜矢子（神戸ローンテニスクラブ） 岡本晶子（ＮＯＡＨ.Ｂ.Ｍ）

１１月２７日（火） 宮路知子（Tasu-club） 伊藤裕美子（ル・クールＴＡ）

１２月２３日（日） 有吉恵三子（ノア加古川） 畠由佳里（タケノコ）

１１月１３日（火）BC級

Ｃ級　女子シングルス

１０月１９日（金）ＣＤ級

日曜・祝日   Ｃ級ＭＩＸダブルス

日曜・祝日   初心ＭＩＸダブルス

平日女子団体戦

４月　５日（木）ＣＤ級

5月１０日（木）ＤＥ級

９月　６日（木）ＢＣ級

１月２５日（木）ＣＤ級

２月２２日（木）ＤＥ級

３月１５日（木）ＢＣ級



２０１8年度 優　勝 準優勝

オープン　男子シングルス


