
2019年度 優勝 準優勝
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）

２月１４日（木） 森本陽子・松村明子（BEBE） 岡田由佳・山内きよみ（ＴＫＣみのたに）

２月２２日（金） 細川聖美・雲丹亀裕子（協同学苑） 奥野千鶴・大島有香（協同学苑・フリー）

３月１５日（金） 久保田志津・水谷有美（ユニバー神戸） 山田綾・熊本富美子（トップラン・三木ロイヤル）

３月２９日（金） 岡本晶子・角谷圭子（ＮＯＡＨ ＢＭ・トップラン） 雲丹亀裕子・細川聖美（協同学苑）

４月１９日（金） 細川聖美・小森由美（協同学苑・テンインドア） 山田綾・金本真津美（トップラン・西神NTG）

５月１０日（金） 宮路知子・渡部裕子（ＴＡＳＵ-club・Ｃ＆Ｄ） 森崎尚子・筧和子（ＤＲＩＶＥ,ＢＢ・ＴＣ三田）

５月２４日（金） 神先みか・賀集彰子（すま離宮ＴＳ） 藤井早苗・高畑和美（協同学苑・岩田ＴＳ）

６月２１日（金） 里見早百合・大澤美恵（ＩＴＣ・書写ＴＳ） 宮路知子・伊藤裕美子（TASU-club・ル・クールＴＡ）

７月２６日（金） 西川りか・斉藤文子（わくわくTS ） 白瀬千富・河野美香（協同学苑・フリー）

９月２０日（金） 小森由美・佐伯菜央（協同学苑・ＩＴＣいぶきの森） 藤井いさこ・完山尚末（フリー）

10月１１日（金） 池森直子・岡香織（フリー） 進藤深雪・田房富久子（トップラン）

１１月８日（金） 岡本晶子・角谷圭子（ＮＯＡＨ ＢＭ・トップラン） 青木ゆう・荒内えみ（わくわく稲美・アオノＴＳ）

１２月13日（金） 岡香織・池森直子（フリー） 前川綾子・伊藤由香（宝塚PLTC）

2019年度 優勝 準優勝
１月２４日（木） 日野美緒・柚野信子（フリー・トップラン） 天野香織・清水香鯉（フリー）

２月１５日（金） 西川名美・西山由紀子（フリー） 櫻井良恵・平野啓子（協同学苑・ノアＢＭ）

３月２２日（金） 前畑洋子・河野美智子（TS書写・ノア姫路） 平石寿美代・松原恵子（協同学苑・フリー）

４月１２日（金） 中山由美子・徳山宏子（すま離宮ＴＳ・ＴＡＳＵ-ＣＬＵＢ） 射場みゆき・古我洋子（フリー）

４月２６日（金） 岡　香織・池森直子（フリー） 亀岡美幸・辻恵子（協同学苑・三木ロイヤル）

５月１７日（金） 森本ふみよ・谷口吏栄（ノアＢＭ） 浅野智子・中村佳寿美（ＲＵＮ.ＵＰ・ロイヤルヒル）

６月２８日（金） 白瀬千富・亀岡美幸（協同学苑） 横田真由美・横道みゆき（書写）

９月２７日（金） 若林美穂・高原恵子（ノアＢＭ・ＴＳ書写） 大樫志津子・酒井康代（ミルキー）

１１月２２日（金） 小山利枝・片山八千子（すま離宮・三木ロイヤル） 杉本利江・新井よし子（三木ロイヤル）

１２月６日（金） 古我洋子・茶屋明子（フリー・トップラン） 佐岡由紀子・瀬いづみ（トップラン）

2019年度 優勝 準優勝
１月２３日（水） 岡田益子・松本幸子（三木ロイヤル） 喜田香恵・西口飛鳥（アクトス・わくわく稲美）

３月２０日（水） 横道みゆき・横田真由美（書写） 黒田弘子・宮原華子（協同学苑・トップラン）

５月２２日（水） 藤田睦実・平田久美子（スカイコートリラ） 枝川由賀里・松岡知代（書写・ＳＴＣ）

６月１９日（水） 枝川由賀里・松岡知代（書写・ＳＴＣ） 作本直子・本間和世（ライズアップ）

７月３１日(水） 岸本美代子・藤井雅美（ＹＤＫ） 柿原智子・中村あつ子（ＮＡＳ・ミルキー）

９月１１日（水） 松岡知代・湯原麻里（ＳＴＣ・書写） 吉田美枝・佐藤夏枝（ステップワン）

１０月１６日（水） 杉原順子・馬場晶子（フリー） 坂井仁美・長澤吉野（ライズアップ・アミスタ）

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



１１月２０日（水） 延原祐子・杉永寿代（ユニバー神戸） 松岡知代・河原久美子（ＳＴＣ）

１２月１１日（水） 藤井雅美・有持敬子（ＹＤＫ・フリー） 本間和世・作本直子（ライズアップ）

2019年度 優勝 準優勝
２月１０日（日） 神吉邦彦（Ｆ☆ＳＨＯＴ） 岩田　武（フリー）

３月　２日（土） 吉川寛人（フリー） 芦田隆浩（すま離宮）

３月２３日（土） 藤原崇宏（フリー） 芦田隆浩（須磨離宮テニススクール）

４月２７日（土） 弘中信幸（協同学苑） 大川　勇（ヒラマール）

５月２５日（土） 熊田雅之（フリー） 福田勇治（フリー）

６月　１日（土） 岡﨑　翔（協同学苑） 大伴真也（フリー）

７月　６日（土） 井上太一（ＷＳジャパン） 溝口健二（協同学苑）

８月２４日（土） 塩田善朗（グリーンエイトＴＣ） 上原光司（ＲＴＣ）

９月　７日（土） 英保智裕（ＮＴＣ） 越後聡介（ＮＴＣ）

１０月５日（土） 宮田宏洋（フリー） 仁井敏夫（ＴＧＴ）

１１月２日（土） 岡山明央（Ｓ-ショット） 廣田一誌（協同学苑）

１２月７日（土） 岩田武（フリー） 桧垣隆好（フリー）

2019年度 優勝 準優勝

2019年度 優勝 準優勝
３月３１日（日） 高畑和美・吉田さゆり（岩田ＴＳ・ＴＣ三田） 牧野由美子・西元祥代（Ｒunup）

４月２１日（日） 井上由起美・渡瀬真実（香櫨園・フリー） 出口美喜子・松岡美沙緒（ノアＢＭ）

５月１９日（日） 片岡典代・中田真智子（ＩＴＣ・ロベリア） 井上由起美・渡瀬真実（香櫨園・フリー）

８月３１日（土） 山本陽子・上野千鶴（ＴＭＨ） 尾田佑美・中谷陽子（高砂ＴＣ）

１１月９日（土） 佐藤秀子・西村美緒（ユニバー神戸） 尾田佑美・中谷陽子（高砂ＴＣ）

2019年度 優勝 準優勝
２月１６日（土） 南野益子・安田宏子（協同学苑） 門脇和美・村瀬愛子（ＩＴＣ神戸・フリー）

４月２０日（土） 絹本美子・平野友美（Ｒｕｎｕｐ） 芦刈美幸・植田君恵（ノア名谷）

５月１８日（土） 芦刈美幸・植田君恵（ノア名谷） 谷　佳枝・二薮左千子（テンインドア）

６月２９日（土） 河合純子・木戸かおり（Ｔ-ａｄｄｉｃｔ） 西海亜弥・荒瀬千代美（ＴＮＰ・アオノ）

７月１３日（土） 谷　佳枝・柳本友子（テンインドア・いぶきの森） 吉井智恵子・影本由美子（協同学苑）

2019年度 優勝 準優勝
３月１６日（土） 平石寿美代・岩田和代（協同学苑） 小川マユミ・林　睦美（協同学苑・フリー）

４月２８日（日） 岡本博美・丸山玲子（ユニバー神戸テニス倶楽部） 延原祐子・杉永寿代（ユニバー神戸）

５月２６日（日） 延原祐子・杉永寿代（ユニバー神戸） 小川マユミ・林　睦美（協同学苑・ＩＴＣスカイコート）

６月２２日（土） 市野綾子・小川マユミ（フリー・協同学苑） 福井好恵・飯田直美（フリー）

１２月１４日（土） 向山晶子・宮下美和子（フリー） 藤井雅美・岩本千津子（ＹＤＫ・フリー）

2019年度 優勝 準優勝
４月１３日（土） 安部隆司・井上清子（姫路ローンＴＳ） 高月洋次郎・高田明香（フリー）

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



１０月２６日（土） 吉川寛人・井上真実（フリー） 片田智幸・三谷真弓（ノア加古川・フリー）

2019年度 優勝 準優勝
１月２６日（土） 奥田孔明・赤松笑美（Air show) 神吉邦彦・絹本美子（F☆shot・Runup）

３月　３日（日） 今森利明・伊藤美紀（ＧＵ） 助野泰之・秋山博美（ＧＵ・タルミグリーン）

４月　６日（土） 徳田和明・南真由美（フリー） 藤本和也・藤原紀子（フリー）

５月１１日（土） 田口武蔵・土屋明代（ＩＴＣ神戸） 土屋真一・森下真菜（ＩＴＣ神戸）

８月　３日（土） 川上嘉弘・桧垣直子（協同学苑・書写ＴＣ） 山中伸介・山中美穂子（ルーセント豊中・阪急仁川）

１１月３０日（土） 田中一哉・田中亜希（フリー） 船引進・影本由美子（協同学苑）

2019年度 優勝 準優勝
1月１９日（土） 藤本和也・西　暁美（フリー） 藤井仁郎・藤井玲子（フリー）

２月２３日（土） 岡本泰彦・家元直美（フリー） 伊勢佳朗・農間美加（フリー）

３月　９日（土） 田中一哉・田中亜希（フリー） 藤井仁郎・藤井玲子（フリー）

５月１２日（日） 中原裕司・芦刈美幸（フリー） 花田義久・平野啓子（ノアＢＭ）

６月　８日（土） 七田　裕・平野実花（ＩＴＣ神戸） 中原裕司・大島千帆（フリー）

９月２８日（土） 丸山二三夫・丸山玲子（ユニバー神戸） 山之内晃・山之内友美（Ｒｉｓｉｎｇ☆Ｓｔａｒｓ）

１１月１６日（土） 藤原祐介・力武　愛（ＹＤＫ・Ｓテニス） 中村　章・中村景子（ＩＴＣ大原・三木ロイヤルＴＳ）

１２月２１日（土） 鈴木規之・大谷美香（フリー） 藤井仁郎・藤井玲子（フリー）

2019年度 優勝 準優勝
２月　９日（土） 清瀬裕二・兎田純子（ＴＥＡＭ ＭＡＭＢＯ） 萩原　平・畠　由佳里（タケノコ・わくわく稲美ＴＣ）

３月２４日（日） 横山智彦・押野尚美（高砂TC） 岩田安洋・小川麻由美（協同学苑）

2019年度 優勝 準優勝
今をときめく４姉妹 Team時差ボケ

久保千鶴・堀香織・山下幸美・古井悦子 篠崎真規子・寺口明子・山縣千乃・大島有香

2019年度 優　勝 準優勝

Ｃ級　女子シングルス

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

１月２５日（金）

日曜・祝日   100歳以上Ｃ級ＭＩＸダブルス



２月２０日（水） 前原幸代（ＲＴＣ） 長谷川明子（Ｔ addict）

３月２７日（水） 仲西麻弥（わくわく稲美ＴＣ） 安藤絵美（トップラン）

５月１５日（水） 青山英子（書写ＴＳ） 高原恵子（ＴＳ書写）

2019年度 優　勝 準優勝

オープン　男子シングルス


