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
2012年度 1位
第１回
１月１７日（火）
第２回
１月３１日（火）
第３回
２月１０日（金）
第４回
２月２１日（火）
第５回
３月 ２日(金）
第６回
３月１３日（火）
第７回
３月３０日（金）
第８回
４月 ５日（木）
第９回
４月１７日（火）
第１０回 ４月２７日（金）
第１１回 ５月 ８日（火）
第１２回 ５月１５日（火）
第１３回 ５月２５日（金）
第１４回 ６月 ５日（火）
第１５回 ６月１５日（金）
第１６回 ６月２９日（金）
第１７回 ７月１０日（火）
第１８回 ７月２０日（金）
第１９回 ７月３１日（火）
第２０回 ８月 ７日（火）
第２１回 ８月２４日（金）
第２２回 ８月３１日（金）
第２３回 ９月１１日（火）
第２４回 ９月１８日（火）
第２５回 ９月２８日（金）
第２６回 １０月 ９日（火）
第２７回 １０月１９日（金）
第２８回 １０月３０日（火）
第２９回 １１月１６日（金）
第３０回 １１月２０日（火）
第３１回 １１月３０日（金）
第３２回 １２月 ４日（火）
第３３回 １２月１３日（木）
第３４回 １２月２１日（金）

優勝
谷口・大塚（ＴＥＡM MARS・ノア加古川）
中村・小南（ＴＣ三田・ステップワン）
下村・藤本（トップラン石守・神出わくわく）
朝倉・森川（ノア姫路・書写ＴＣ）
雨天中止
朝倉・尾西（ノア姫路・コスモス）
小川・黒石（ＴＫＣ・須磨離宮ＴＣ）
大塚・谷口（ノア加古川・須磨離宮）
小林・長田（三木ロイヤル）
藤本・増田(神出わくわく)
安武・福井(多田ハイグリーン)
雨天中止
雨天中止
上本・李(ＴＣ三田・城山公園TS)
樽本・黒住(トップラン・アクトス)
小林・増田（三木ロイヤル・神出わくわく）
堺・風間（トップラン）
井上・甘粕（ユニバー神戸）
木下・山口（ＴＫC)
堀・樽本(ユニバー神戸・トップラン）
小林・亀田（三木ロイヤル）
恩田・石原（協同学苑・ドライブBB）
富永・山崎（アイリバー・三木ロイヤル）
中止
小室・中田（ＴＣ三田・城山ＴＳ）
平田・大塚（TC三田・ノア加古川）
石原・曽谷（Drive,BB・三木ロイヤル）
梶原・大林（三木ロイヤル・神出わくわく）
遠藤・木下（ユニバー神戸・TKC）
中野・吉田（ラブオール）
阪本・山田（ロベリア）
朝倉・森川（ノア姫路・書写TC）
豊島・平石（三木ロイヤル）
霜浦・曽谷(協同学苑・三木ロイヤル)

準優勝
朝倉・森川（ノア姫路・書写）
宅見・西村（城山ＴＳ）
中田・小室（城山ＴＳ・ＴＣ三田）
瓜本・田山（Ｔｅａmよっし～・神出わくわく）
井内・中村（ユニバー神戸・すずらんローン）
井上・田中（城山公園ＴＳ）
高橋・伊藤（ユニバー神戸・ロイヤルヒル）
上本・李（ＴＣ三田・城山ＴＳ）
藤井・茂木(ＷＡＹ ＷＡRD・アーバン六甲)
上本・李（ＴＣ三田・城山ＴＳ）
山本・増田(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・神出わくわく)
村松・田上（ユニバー神戸）
西光・藤本（広野田園・神出わくわく）
西牧・川内（トップラン・ノア加古川）
平田・横田（TC三田・ユニバー神戸）
藤本・西光（神出わくわく・広野田園）
横田・平田（ユニバー神戸）
西光・藤本（広野田園・神出わくわく）
松本・木村（ITC）
中西・濱野（協同学苑）
松尾・丸岡（三木ロイヤル・ロイヤルヒル’８１）
中村・井内（すずらんローン・TEAM MARS）
井上・前野（香枦園・ユニバー神戸）
柴田・山本（垂水グリーン・ユニバー神戸）
篠崎・西川（TC三田）
朝倉・尾西（ノア姫路・コスモス）
桃原・梨原（三木ロイヤル）
金・廣田（ユニバー神戸）
山本・斉藤（ロイヤルヒル’81・すずらんローンTC)

宮崎・小林(三木ロイヤル・トップラン)

ＣＤ級女子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１月１３日（金）
第２回
１月２４日（火）
第３回
２月 ７日（火）
第４回
２月２４日（金）
第５回
３月 ９日（金）
第６回
３月１５日（木）
第７回
３月２７日（火）
第８回
４月 ６日（金）
第９回
４月１９日（木）
第１０回 ４月２４日（火）
第１１回 ５月 １日（火）
第１２回 ５月１１日（金）
第１３回 ５月２２日（火）
第１４回 ６月 １日（金）
第１５回 ６月１９日（火）
第１６回 ６月２６日（火）
第１７回 ７月 ６日（金）
第１８回 ７月１７日（火）
第１９回 ７月２７日（金）
第２０回 ８月 ３日（金）
第２１回 ８月２１日（火）
第２２回 ８月３０日（木）
第２３回 ９月 ４日（火）
第２４回 ９月１４日（金）
第２５回 ９月２５日（火）

優勝
竹内・井上（TKC・香櫨園）
釘宮・大島（うきうき・城山ＴＳ）
雨天中止
大島・赤松（城山ＴＳ）
雨天中止
福井・林（城山TS)
末田・井上（城山ＴＳ・ステップワン）
村松・田上（ユニバー神戸）
山崎・足立（三木ロイヤル・チームマーズ）
細川・桜井(協同学苑)
関野・山崎(ＴＥＡM MARS・三木ロイヤル)
田原・橋本（書写ＴＣ・フリー）
水谷・羽倉(ユニバー神戸)
和久・福田（神出わくわく）
雨天中止
中村・渡辺（ロイヤルヒル・トップラン）
岡田・鈴木（三木ロイヤル）
渕上・青山（TC三田）
藤原・曽谷（協同学苑・三木ロイヤル）
川口・萩原（協同学苑・ＴＫＣ）
近藤・上田（神出わくわく・アイリバー）
橋本・小島（フリー）
丸尾・松田（すずらんローン）
杉本・稲岡(三木ロイヤル)
福井・岩崎（城山TS・岩田特戦隊）

準優勝
林・芦田（城山TS・フリー）
上本・赤松（ＰＡＬ・城山ＴＳ）
山本・曽根（ウキウキＴＣ・城山ＴＳ）
長谷川・村上（垂水グリーン）
赤松・上本（城山ＴＳ・ＴＣ三田）
白井・鈴木（神出わくわく・三木ロイヤル）
奥原・宮本（すずらんローンテニスクラブ）
近藤・上田(神出わくわく)
末田・迎山（城山ＴＳ・ＴＣ三田）
杉本・稲岡（三木ロイヤル）
高畑・林(ＴＣ三田・城山ＴＳ)
西海・山本（ＴＣ三田）
中津・岡島（あじさいテニススクール・フリー）
川口・荒木（協同学苑）
村上・堂本（TC三田）
白瀬・嶋中（ドライブＢＢ・芦屋シーサイド）
末松・浜辺（ＧＥＴT－Ｋ）
影本・田中（協同学苑・フリー）
梶本・加納（エアーK・協同学苑）
太田・中元（TC三田・NAS)
尾本・有年(オーランドテニスクラブ)
野崎・森本（ITC名谷）

ＣＤ級女子ダブルス
2012年度 1位
第２６回 １０月 ５日（金）
第２７回 １０月１６日（火）
第２８回 １０月２６日（金）
第２９回 １１月 ２日（金）
第３０回 １１月 ６日（火）
第３１回 １１月２７日（火）
第３２回 １２月１４日（金）
第３３回 １２月１８日（火）
第３４回 １２月２５日（火）

優勝
前田・田原（書写TC）
荒谷・迎山（TC三田・城山TS）
荒木・川口（協同学苑）
桜井・橋本（協同学苑）
中村・岡島（GETT-Y・ロイヤルヒル）

準優勝
荒木・川口（協同学苑）
白瀬・増田（DRIVEB,B・YYF）
瀧野・本間（ユニバー神戸）
高橋・川口（協同学苑）
嶋中・白瀬（芦屋シーサイド・DRIVE B,B）
斉藤・山本（すずらんローンTC・ロイヤルヒル’８１） 大越・菅（いぶきの森・TKC）
出口・八木（コープテニス）
白井・小西（神出わくわく・ITC西神）
奥原・宮本（すずらんローンTC）
八木・篠田（コープテニス・城山TS)
木村・木村(ＩＴＣスカイコート）
山本・溝手(ＴＣ三田)

ＤＥ級女子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１月 ６日（金）
第２回
１月２７日（金）
第３回
２月 ３日（金）
第４回
２月１４日（火）
第５回
３月 ６日（火）
第６回
３月１６日（金）
第７回
３月２９日（木）
第８回
４月 ３日（火）
第９回
４月２０日（金）
第１０回 ５月１０日（木）
第１１回 ５月１８日（金）
第１２回 ５月２９日（火）
第１３回 ６月 ８日（金）
第１４回 ６月１２日（火）
第１５回 ６月２２日（金）
第１６回 ７月 ３日（火）
第１７回 ７月１３日（金）
第１８回 ７月２４日（金）
第１９回 ８月 ９日（木）
第２０回 ８月２３日（木）
第２１回 ８月２８日（火）
第２２回 ９月 ７日（金）
第２３回 ９月１３日（木）
第２４回 ９月２１日（金）
第２５回 １０月 ２日（火）
第２６回 １０月１２日（金）
第２７回 １０月２３日（火）
第２８回 １１月 ９日（金）
第２９回 １１月１３日（火）
第３０回 １１月２２日（木）
第３１回 １２月 ７日（金）
第３２回 １２月１１日（火）
第３３回 １２月２０日（木）

優勝
西村・筒井（城山TS）
荒木・橋本（協同学苑）
川口・萩原（協同学苑・TKC）
雨天中止
中元・太田（NAS・TC三田）
川田・池内(フリー）
長衛・北井（協同学苑・フリー）
雨天中止
雨天中止
筒井・藤本（城山ＴＳ・フリー）
森本・石見(ノアインドアステージ加古川)
大山・藤井(協同学苑)
小椋・山崎(神出わくわく)
中止
上西・戸村（オーランド・天王ダム）
雨天中止
臼飯・石田（フリー・TC三田）
吉村・平岡（丹波インドア・フリー）
中止
福田・吉村（神出わくわく・人丸TC）
吉村・本田（フリー）
鳴島・古畑（ITC西神）
柿崎・佐藤（ノアBM）
安芸・小西（TKC）
久保・熊本(フリー・コナミ）
出口・八木（コープテニス）
雨天中止
橋爪・渡部（C＆D)
福田・松井（ITC西神）
鳴島・野間（ITC西神）
川崎・古畑(ITC西神)
野口・大畑(フリー)
太田・雲丹亀（協同学苑）

準優勝
山崎・黒江（神出わくわく）
小林・帰山（城山ＴＳ・ステップワン）
下川・辻尾（C＆D）
渕上・青山（TC三田）
大山・雲丹亀(協同学苑）
赤木・悦（トップラン）
野田・小原（城山ＴＳ・フリー）
堀本・渋谷(アオノ・トップラン)
山崎・山田(神出わくわく・アオノ)
枡田・萩尾(フリー)
田中・中谷（フリー・コロコロ）
加藤・中谷（フリー）
延原・山内（ユニバー神戸）
北井・塩田(協同学苑・ITC西神）
塩田・川口（ITC西神・フリー）
北井・安芸（協同学苑・TKC)
塩見・染川（コープテニス・フリー）
山本・西海（TC三田）
野村・日尾（フリー）
瀧野・中村（ユニバー神戸・TC三田）
増田・萩原（YYF・TKC)
大井・岡本（ステップワン・PP)
小野・鎌谷（フリー）
日尾・野村(フリー)
辻尾・芦田(フリー)
日尾・野村（フリー）

初心女子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１月１９日（木）
第２回
２月２８日（火）
第３回
３月 ８日（木）
第４回
３月２３日（金）
第５回
４月２６日（木）
第６回
５月２４日（木）
第７回
６月１４日（木）
第８回
７月 ５日（木）
第９回
８月 ２日（木）
第１０回 ９月２７日（木）
第１１回 １０月１８日（木）
第１２回 １１月２９日（木）
第１３回 １２月２７日（木）

優勝
中止
中止
岡橋・丸山(フリー）
中止
黒田・森井（ノア加古川）
福田・黒江（神出わくわく）
藤本・井上(ＳＴＫ・ライズアップ)
岩本・鎌谷（MTS12）
中止
中止
金本・小谷（フリー）
大山・長尾（協同学苑・グリーンピア三木）
中止

準優勝
鎌谷・塩屋（フリー）
辻・山本(協同学苑)
田中・大仲(ノア)
鎌谷・塩屋（フリー）
下川・岸本（C＆D・フリー）
大山・永尾（協同学苑・グリーンピア三木）
大谷・日下部（協同学苑）

日曜・祝日 Ｃ級男子シングルス
2012年度 1位
第１回
１月 ９日（祝月）
第２回
２月１９日（日）
第３回
３月２０日（祝火）
第４回
４月１５日（日）
第５回
５月 ４日（祝金）
第６回
６月２４日(日）
第７回
７月１６日（祝月）
第８回
８月２６日（日）
第９回
９月１７日（祝月）
第１０回 １０月 ８日（祝月）
第１１回 １１月１８日（日）
第１２回 １２月 ２日（日）

濱野
池田
東条
谷野
水元
藤田
大伴
砂原
岡山
有浦
稲吉
中止

優勝
佑太（早稲田大学）
晃幸（フリー）
樹勇（フリー）
徹也（フリー）
聡一(フリー）
大士（フリー）
真也 (Team ☆ Win Fame TC)
孝（フリー）
明夫（S-Shot)
太郎（イリゼン）
裕寿（協同学苑）

準優勝
中井 淳一（フリー）
有吉 秀行（ノア加古川）
松尾 拓弥（アオノテニスクラブ）
野村 宗弘（北斗）
西村 謙(フリー）
稲吉 裕寿（協同学苑）
野村 昌弘（北斗）
奈良平 努（トップラン）
稲吉 裕寿（協同学苑）
高木 康孝（ライスボール）
牧野 三義（Lundy)

日曜・祝日 Ｃ級男子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１月１５日（日）
第２回
３月２５日（日）
第３回
４月２９日（日）
第４回
５月２０日（日）
第５回
７月 １日（日）
第６回
７月２９日（日）
第７回
９月２２日（祝土）
第８回
９月３０日（日）
第９回 １０月２８日（日）
第１０回 １２月２３日（日）

優勝
朝子・南（ＫＳＰ）
池田・藤木（フリー）
松木・山口(フリー)
宮野・奥原(フリー・協同学苑)
雨天中止
上垣・大村（パワースマッシュ）
小角・笹部（イエモン）
雨天中止
雨天中止
宮永・藤井(宮永Japan）

準優勝
藤木・池田（フリー）
黒山・長山（バベルＴＣ・フリー）
大番・福井(うきうきＴＣ・Ｃ＆Ｄ)
岸田・大村(パワースマッシュ)
田中・大畑（トーカロ）
天野・福森（MID）
西垣・中島（協同学苑）

日曜・祝日 Ｂ級女子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１月２８日（土）
第２回
２月１８日（土）
第３回
３月２４日（土）
第４回
４月 ７日（土）
第５回
５月 ５日（土）
第６回
６月 ２日（土）
第７回
７月 ７日（土）
第８回
８月１８日（土）
第１０回 ９月 １日（土）
第１１回 １０月２７日（土）
第１２回 １１月１７日（土）
第１３回 １２月 １日（土）

優勝
村脇・増田（ユニバー神戸・神出わくわく）
唐井・鶴見（ユニバー神戸・トップラン石守）
鶴見・森川（トップラン・書写）
仲元・竹内（フリー）
横山・大塚（ひまわり・ノア加古川）
愛宕・荒木(フリー)
丸山・松村（協同学苑・ユニバー神戸）
堀・川本（ユニバー神戸・ロイヤルヒル）
川本・石原（ロイヤルヒル・DRIVE,BB)
霜浦・曽谷（協同学苑・三木ロイヤル）
雨天中止
丸山・小森（協同学苑）

準優勝
西村・堀（ユニバー神戸）
黒石・福岡（フリー）
濱田・小林（ドライブＢＢ・トップラン）
川合・竹内（フリー）
唐井・鶴見(ユニバー神戸・トップラン石守）
谷口・奥平(ユニバー神戸)
堀・西村（ユニバー神戸）
仲西・黒住(神出わくわく・Ｔｅａｍ Lee）
小室・中田（TC三田・城山TC)
堀・西村（ユニバー神戸）
堀・西村（ユニバー神戸）

日曜・祝日 Ｃ級女子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１月２１日（土）
第２回
２月２５日（土）
第３回
３月１７日（土）
第４回
４月２８日（土）
第５回
５月２６日（土）
第６回
６月１６日（土）
第７回
６月３０日（土）
第８回
７月２１日（土）
第９回
８月 ４日（土）
第１０回 ９月２９日（土）
第１１回 １０月２０日（土）
第１２回 １１月 ３日（土）
第１３回 １２月２２日（土）

優勝
奥平・谷口（ユニバー神戸）
中山・森本（協同学苑・ＴＥＡMMARS）
雨天中止
山縣・西村(アオノＴＣ・ユニバー神戸)
西川・益田(ユニバー神戸)
雨天中止
雨天途中中止
中山・弘中（協同学苑）
越智・唐井（しすたーず）
宮永・曽谷（トップラン・三木ロイヤル）
小林・亀山（城山TS・アミスタ）
山内・宇野（城山TS）
岩田・弘中(協同学苑)

準優勝
米村・中野（協同学苑）
弘中・岩田（協同学苑）
山内・宇野(城山ＴＳ)
影本・板本(協同学苑)
西山・塩田（いぶきの森・ＩＴＣ西神）
宇野・高木（城山ＴＳ）
船引・正井（協同学苑・フリー）
船引・山村（協同学苑・フリー）
有馬・壷井（協同学苑・三木ロイヤル）
塩屋・藤野(TEAM-F)

日曜・祝日 初心女子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１月 ７日（土）
第２回
２月 ４日（土）
第３回
３月 ３日（土）
第４回
３月３１日（土）
第５回
４月２１日（土）
第６回
５月１９日（土）
第７回
６月２３日（土）
第８回
７月２８日（土）
第９回
８月２５日（土）
第１０回 ９月１５日（土）
第１１回 １０月 ６日（土）
第１２回 １１月２４日（土）
第１３回 １２月１５日（土）

優勝
岩田・萩原（フリー）
中井・谷口（フリー）
井山・堀本（アオノ）
雨天中止
松田・唐津(team-J)
北井・塩田(フリー・ＩＴＣ西神)
柿崎・渡辺（フリー）
生月・藤野（フリー）
延原・河石（ユニバー神戸）
山村・若林（フリー）
長谷川・塚本（MTS12）
藤本・福嶋（トップラン）
堀本・田川（アオノ）

準優勝
山村・堤（フリー）
井山・藤森（アオノ）
平良・久保（フリー）
藤森・井山(アオノ)
雲丹亀・岡田(協同学苑)
辻・大山（協同学苑）
中野・新良貴（協同学苑）
倉谷・岸上（ジョイナス）
岩本・宮永（MTS12・フリー）
大川・山村（協同学苑・フリー）
佐伯・平野（フリー）
下浦・藤原（TGT)

日曜・祝日 Ｂ級ＭＩＸダブルス
2012年度 1位
第１回
１月２２日（日）
第２回
２月２６日（日）
第３回
３月１８日（日）
第４回
４月 １日（日）
第５回
５月１３日（日）
第６回
６月１０日（日）
第７回
７月２２日（日）
第８回
９月 ９日（日）
第９回
９月２３日（日）
第１０回 １０月２１日（日）
第１１回 １１月１１日（日）
第１２回 １２月 ９日（日）

優勝
藤原・桜井（三木ロイヤル・ロイヤルヒル）
小山田・中本（ポポロ）
坂本・橋本（フリー）
宮井・仲西（神出わくわく）
唐井・唐井(ユニバー神戸・うっしっし～）
松尾・松尾(フリー)
中本・宮本（ＬＯＶE ＦＩＮＥ）
唐井・唐井（ユニバー神戸・うっしっし～）
松尾・松尾（フリー）
唐井・唐井（ユニバー神戸・うっしっし～）
雨天中止
中止

準優勝
山岸・平野（フリー）
里山・御厩（チームＩ）
中村・丸山（協同学苑）
稗田・相原（ＴＴＣ）
山野・亀山（アミスタ）
奥田・愛宕(フリー)
藤本・曽谷（チームＣＢ・宮永ジャパン）
谷田・鎌谷（MINT)
藤本・曽谷（チームＣＢ・宮永ジャパン）
中村・丸山（協同学苑）

日曜・祝日 Ｃ級ＭＩＸダブルス
2012年度 1位
第１回
１月 ８日（日）
第２回
２月 ５日（日）
第３回
３月１１日（日）
第４回
４月２２日（日）
第５回
５月 ６日（日）
第６回
６月 ３日（日）
第７回
７月 ８日（日）
第８回
８月１９日（日）
第９回
９月１６日（日）
第１０回 １０月 ７日（日）
第１１回 １１月２５日（日）
第１２回 １２月１６日（日）

優勝
江頭・天野（神出わくわく・協同学苑）
稗田・相原（TTC）
宮井・仲西（神出わくわく）
雨天中止
辻・油野（フリー）
弘中・弘中(協同学苑)
河野・片田（魚崎浜テニススクール）
福井・福井（フリー）
山岡・山岡（フリー）
田中・絹本・（フリー・協同学苑）
松本・荒瀬（MINT）
市川・市川（MTS12）

準優勝
小森・小森（協同学苑）
河野・片田（魚崎浜TS）
南・黒木（KSP)
河野・片田（魚崎浜TS）
稲吉・高宗(協同学苑)
吉田・藤野（フリー）
徳平・川瀬（ＫＦＴC)
猪俣・藤森（アオノTS）
三村・塩屋（TEAM F）
徳平・川瀬（ＫＦＴC)
筒井・筒井（城山TS)

日曜・祝日 初心ＭＩＸダブルス
2012年度 1位
第１回
１月２９日(日）
第２回
２月１２日（日）
第３回
３月 ４日（日）
第４回
４月 ８日（日）
第５回
５月２７日（日）
第６回
６月１７日（日）
第７回
７月１５日（日）
第８回
８月 ５日（日）
第９回
９月 ２日（日）
第１０回 １０月１４日（日）
第１１回 １１月 ４日（日）
第１２回 １２月２４日（祝月）

優勝
中岡・久斗（協同学苑）
後藤・後藤（みのおかテニスクラブ）
林・林（フリー・城山TS）
林・絹本（フリー・協同学苑）
伊藤・伊藤（協同学苑）
松村・松村（フリー・城山ＴＳ）
辻尾・辻尾（フリー）
橋詰・本郷（フリー・協同学苑）
村上・村上（フリー・協同学苑）
田中・太田（フリー）
大内・塚本（MTS12）
佐野・山崎(神出わくわく)

準優勝
阿部・市川（MTS12）
林・林（フリー・城山ＴＳ）
松本・塩屋（MINTテニスクラブ）
山本・吉井（協同学苑）
中西・中西(協同学苑・グリンピア三木）
橋詰・本郷（フリー・協同学苑）
松岡・松岡（フリー）
加山・窪（フリー）
下浦・下浦（フリー）
鍋谷・西馬（神出わくわく）
正井・正井（フリー）
篠木・谷口（フリー）

平日 初心女子シングルス
2012年度 1位
第１回
１月１２日（木）
第２回
２月１６日（木）
第３回
５月１７日（木）
第４回
６月２１日（木）

優勝

準優勝

中止
中止
中止
中止

平日 Ｃ級男子シングルス
第１回
第２回

2012年度 1位
７月１９日（木）
１０月２５日（木）

優勝

準優勝

中止
中止

平日 Ｃ級男子ダブルス
2012年度 1位
第１回
１１月 ８日（木）

優勝
中止

準優勝
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