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松本　真奈美 (テニスフレンズ) 松林　なおみ （油山ＴＣ）
楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ） 蓑田　奈津巳 （北九州ウエスト）
後藤　順子 （城南TC） 豊福　由美子 (大野城ＴＡ)
町田　将子 （スプラージ） 前田　由美 ( ｉｆ　ＴＣ　)
相島　祐子 （ くりえいとTC ） 末永　真里 （クラブCB）
藤岡　康子 （自由ヶ丘ＴＣ） 松本・楠田 古賀　奈央 （クラブCB） 松林・蓑田

百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 81 水江　　忍 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 97

増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 吉岡　美智子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）
小川　美鈴 （油山ＴＣ） 湯瀬　恭子 （スプラージ）
佐藤 純子 （西福岡TC） 倉富　加代 (テニスフレンズ)
山口　悦子 （スプラージ） 吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）
白水　真紀子 （那珂川硬式TC） 陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
高田　久美 （クラブCB）
小木曽　るり子 （クラブCB） 境　　栄子 （筑後の森TC）

関　紀代子 （筑後の森TC）
新原　　彩 (テニスフレンズ) 山下　亜矢子 （スプラージ）
有本　洋子 (テニスフレンズ) 藤田　美代子 （若久TC）
田中　典子 （ Ｔタイム ） 西野　みさ (Love & Fight)
岩本　由美子 (エスタ香椎) 佐藤　奈津子 (テニスフレンズ) 諌山・只安

宮原　佳珠子 (大野城ＴＡ) 西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 81

加藤　和代 (バナナシェイク) 新原・有本 重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
小野木　文子 （油山ＴＣ） ９８（６） 原田　久美子 （スプラージ）
前原　春美 （油山ＴＣ） 野口　貴三子 （スプラージ）
川原　智子 （北九州ウエスト） 諌山佳恵 （ひまわりTC）
一木　明子 （フリー） 只安　舞子 (テニスフレンズ)
久浦　登代子 (大野城ＴＡ)
廣幡　和美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

岸原　直美 （スプラージ）
鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 迫田　美和子 (ネクストワールド)
久野　美貴子 (テニスフレンズ) 出口　由美 （筑後の森TC）
櫻井　智恵 （サステゴクラブ） 坂本　美恵 （九州国際TC）
中村　明美 （サステゴクラブ） 永石　悦子 （九州国際TC） 高田・斉藤

的野　まゆみ （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 高田　久美予 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 82

内田　優子 (Love & Fight) 鈴木・久野 斉藤麻佐子 （オーガストTC）
古賀　千代美 （カサブランカ） 82 田中　恵子 （スプラージ）
田中　智子 （カサブランカ） 渡邉　直美 （スプラージ）
大谷　りえ （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 矢野　陽子 (テニスフレンズ)
林田　裕子 （スプラージ） 松永　美保子 (テニスフレンズ)
柴田　美豊恵 （油山ＴＣ）
井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 高瀬アメリア （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

山﨑　陽子 （コスモス古賀）
畑田　節子 （九州国際ﾞTC） 林　　富美子 （ フォーライフ ）
山内　千雪 （エスタ城南） 藤本　裕子 （ フォーライフ ）
吉村　弘美 （ハヌル） 野見山あずみ （若久TC）
池田　悦子 （ハヌル） 藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 日野・羽子田

木下　智美 （スプラージ） 川上　洋子 （ 福間ＴＣ ） 85

立花　美佐江 （スプラージ） 東・光富 福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ）
久保川　美智子　（北九州TC） 86 志方　通子 (Love & Fight)
牧迫　かおり (チームスノードロップ) 相川　恵子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）
白垣　佐和子 （ ＩＴS九州 ） 日野　朋子 （スプラージ）
井口　三和 （ フォーライフ ） 羽子田　朋子 （スプラージ）
東　　清美 (テニスフレンズ)
光富　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 賀来　由起子 （スプラージ）

小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)
茂　　京子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）
山田　秀子 ( ｉｆ　ＴＣ　)
牧山　正子 (久留米市役所）
安井　典子 （ ＩＴS九州 ） 賀来・小森

藤野　睦子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 86

上杉　恵子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）
中山　牧子 (大野城ＴＡ)
井上　信香 (Love & Fight)
渋田三矢子 （ひまわりTC）
野田　佳代子 （スプラージ）
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ソニー生命カップ第36回全国レディーステニス大会   福岡会場【春日公園ﾃﾆｽｺｰﾄ】　　
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