
１R QF SF F

安部　智美 (エスタ香椎)
川口　清美 (テニスフレンズ) 安部・川口

賀来　由起子 （スプラージ） 60

諸熊　久美子 (テニスフレンズ) 安部・川口

小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 61

奥原　織 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 小森・奥原

吉田扶美代 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 63

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 安部・川口

新原　彩 (テニスフレンズ) 61

近藤　弘美 (テニスフレンズ) 新原・近藤

鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 61

久野　美貴子 (テニスフレンズ) 新原・近藤

野田　優美 (三萩野クラブ) 63

森田　智保 (門司ＬＴＣ) 河本・吉元

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 62

吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 安部・川口

松本　真奈美　 (テニスフレンズ) 64

楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ） 松本・楠田

山下　佐余子 （油山ＴＣ） 62

下津浦　厚子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 松本・楠田

畑田　節子 (九州国際TC） 61

山内　千雪 （エスタ城南） 増本・山時

増本　尚子 (テニスＤＩＶＯ) 62

山時　美央 (オンザロード) 松本・楠田

佐藤　敦子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 64

高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ) 仲間・大塚

仲間さゆり (三萩野クラブ) 61

大塚さつき (ネクストワールド) 松林・蓑田

蓑田　奈津巳 (北九州ｳｴｽﾄ） 63

松林　なおみ （油山ＴＣ） 蓑田・松林

吉村　美央 （油山ＴＣ） 61

若狭　恵子 （田川ＴＣ）

１R SF F

賀来　由起子 （スプラージ）
諸熊　久美子 (テニスフレンズ) 賀来・諸熊

吉田扶美代 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 76(12)

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 鈴木・久野

鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 63

久野　美貴子 (テニスフレンズ) 鈴木・久野

野田　優美 (三萩野クラブ) 63

森田　智保 (門司ＬＴＣ) 鈴木・久野

山下　佐余子 （油山ＴＣ） 63

下津浦　厚子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 山下・下津浦

畑田　節子 (九州国際TC） 75

山内　千雪 （エスタ城南） 吉村・若狭

佐藤　敦子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 75

高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ) 吉村・若狭

吉村　美央 （油山ＴＣ） 63

若狭　恵子 （田川ＴＣ）
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１R SF F

羽出山万祐美 (ビバﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
高橋　圭子 (ビバﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 羽出山・髙橋

小林　直美 （コスモス古賀） 60

蕗谷　佐知子 （コスモス古賀） 羽出山・髙橋

富田　美由紀 （ フォーライフ ） 63

遠山　昭子 （ フォーライフ ） 原田・中原

原田　　亙 (門司ＬＴＣ) 62

中原　友子 (門司ＬＴＣ) 古野・石原

小山　みち （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 63

斉藤　道子 （エスタ城南） 大松・大茂

大松　淳子 (テニスＤＩＶＯ) 64

大茂　繭子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 古野・石原

古野　ゆり （筑後の森TC） 64

石原　明子 (クラブCB) 古野・石原

渡邉　直美 （スプラージ） 61

田中　恵子 （スプラージ）

１R F

小林　直美 （コスモス古賀）
蕗谷　佐知子 （コスモス古賀） 冨田・遠山

冨田　美由紀 （ フォーライフ ） 61

遠山　昭子 （ フォーライフ ） 渡邊・田中

小山　みち （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 64

斉藤　道子 （エスタ城南） 渡邊・田中

渡邉　直美 （スプラージ） 62

田中　恵子 （スプラージ）

１R SF F

西田　幸子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
月川　律子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 西田・月川

大坪　弘子 (三萩野クラブ) 61

田中エイ子 (北九州ウエスト) 西田・月川

赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 62

吉田　節子 （ フォーライフ ） 池田・真鍋

池田　淳子 （西福岡ＴＣ） 60

真鍋　つもる （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 西田・月川

井上　泰代 （コスモス古賀） 75

東　　恭子 （コスモス古賀） 中原・岸本

中原　敏子 （ ハッカー ｸﾗﾌﾞ） 63

岸本　恵里子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 藤野・井手口

百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 63

増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 藤野・井手口

藤野　睦子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 63

井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

１R F

大坪　弘子 (三萩野クラブ)
田中エイ子 (北九州ウエスト) 赤瀬・吉田

赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 64

吉田　節子 （ フォーライフ ） 赤瀬・吉田

井上　泰代 （コスモス古賀） 64

東　　恭子 （コスモス古賀） 百田・増田

百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 62

増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
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初級ｸﾗｽの部決勝トーナメント

55歳以上ｸﾗｽの部決勝トーナメント
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