
　山口悦子 スプラージ
 八木洋子 スプラージ
山下亜矢子 スプラージ
小柳みさ代 スプラージ
沼田千鶴子 ファインヒルズTC
光澤寿絵 藍TC　

ﾌﾛｰｽﾞﾝﾗﾋﾞｯﾂ 圓山くるみ ロイヤルグリーン .いちご大福

吉武雅子 ロイヤルグリーン 3-0

片山幸代 ロイヤルグリーン
湯之前恭子 ジョビアン
小林佐知子 ジョビアン

ﾌﾛｰｽﾞﾝﾗﾋﾞｯﾂ 式町弘美 パレア スプジョ

宮崎　沙織 スプラージ 2-1

井上　典子 スプラージ
城戸　裕子 スプラージ
光山　裕美子 スプラージ
禅院　加代好 スプラージ

Red　Staｒ 瓜生　由香利 スプラージ ディア・クラン

2-1 羽子田　朋子 スプラージ 3-0

山下　佐余子 油山ＴＣ
西田　幸子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ
真鍋　つもる ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ
黒木　郁子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

Red　Staｒ 下津浦　厚子 ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC ディア・クラン

坂東　すずこ オーガストTC 3-0

山内　千雪 エスタ城南
畑田　節子 エスタ城南
折元　由紀 北九州ウエスト

Red　Staｒ 蓑田　奈津巳 北九州ウエスト ディア・クラン

2-1 林　里詠 エスタ城南 3-0

福嶋純子 グランディールTC
松尾薫 Ｔ．Ｓ・ＴＲＹ

クレッシェンド 角田　実穂
中田その子 グランディールTC
平松弓子 グランディールTC

Red　Staｒ 大茂繭子 北九州ウエスト チーム寄せ鍋

2-1 矢野陽子 テニスフレンズ 2-1

松永美保子 テニスフレンズ
有本洋子 テニスフレンズ
川口　清美 テニスフレンズ
安部智美 エスタ香椎 

笑って許して 中西里子 城南TC チーム寄せ鍋

関　紀代子 筑後の森 2-1

 久浦登代子 大野城TA
石橋　あや 　大和撫子
境　　栄子 筑後の森
境　　有紀　 フリー
古賀　幸江 筑後の森
重富　祥子 コロニーグローブ

笑って許して 西村　光代 コロニーグローブ チーム寄せ鍋

2-0 陣内　美和 コロニーグローブ 2-1

中村　信絵 九州国際TC
月川　律子 コロニーグローブ

私達失敗しないので 西川　美智子 コロニーグローブ ガチャ★ガチャピン

鈴木裕子 コロニーグローブ 3-0

久野美貴子 テニスフレンズ
楠田千恵 ITS九州

私達失敗しないので 松本真奈美 テニスフレンズ ガチャ★ガチャピン

2-0 中村小百合 コロニーグローブ 2-0

松林なおみ 油山テニスクラブ
亀井浩美 大野城TA
牟田麻由美 大野城TA
栗場石澄恵 ロイヤルグリーン

フォートPLUS 本田真紀子 スプラージ
中山牧子 大野城TA

Red　Star 井上信香 Love&Fight いい日旅立ち

いちご大福

フローズン
ラビッツ

スプジョ
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ダンロップ　チーム対抗レディーステニス　福岡大会　一般の部



75 宮崎貴子 油山TC 10-7

塚本一恵 油山TC
ACT300 花園多恵子 油山TC

浜口知子 油山TC
小野木文子 油山TC
前原春美 油山TC

笑いの里 大塚　さつき ネクストワールド チームOS-1

2-1 角田　久美恵 ネクストワールド 2-0

山下　めぐみ 芦屋TC
谷川　伊砂子 芦屋TC
中山　千春 TTC

笑いの里 吉岡　かをる TTC チームOS-1

関　美香 フジスポーツFelice 2-1

高木　多真美 フジスポーツFelice
鹿末　由紀子 フジスポーツFelice
中村　直美 MTG テニスフレンズ

下川　美和子 フジスポーツFelice 3-0

笑いの里 荒木　奈緒 フジスポーツFelice
W.O. 若狭恵子 新日鐵住金八幡

竹ノ脇直美 TTC
吉村美央  油山TC
近藤弘美 テニスフレンズ
石井幸子 テニスフレンズ

KIRAKIRA 桝崎麻美 フリー テニスフレンズ

津曲　くみ ファインヒルズTC 3-0

末永　真里 クラブCB
古賀　奈央 クラブCB
田中　康子 フォーライフ
坂田　恵美 ファインヒルズTC

頑張るばい 松永　澄枝 ファインヒルズTC いい日旅立ち

緒方摩美子 宇城庭球塾 2-1

永本香奈 宇城庭球塾
小山香 宇城庭球塾
坂本中 宇城庭球塾
竹下美幸 宇城庭球塾
森田真弓美 宇城庭球塾
石丸　あかり フリー いい日旅立ち

岡本　良美 スプラージ 2-1

加藤　和代 スプラージ
永留　恵里奈  Ｔタイム 
野田　佳代子  エスタ城南

ﾍﾞﾋﾞｰステップ 渡邊　直美 スプラージ エトセトラ

賀来　由起子 スプラージ 3-0

小森　晶子 ブライトテニスセンター
大澤　佳余子 MTC
渋田　三矢子 ひまわりTC
宮脇　里美 ニコニコTC
東　清美 テニスフレンズ いい日旅立ち

頑張るばい 久良知　祥子 田川TC 2-1

2-1 村山　悟子 田川TC
高橋　圭子 KON.TC
伊藤　真実 田川TC
中山　真由美 北九州ウエスト

ビオラ咲く窓辺より♡ 吉武　さくら 北九州ウエスト ダントップ

吉田　扶美代 オーガストTC 3-0

木場田　美津子 オーガストTC
藤山　敦子 門司ローンTC

頑張るばい 長野　元子 門司ローンTC
2-1 増本　尚子 テニスDIVO ダントップ

道脇　知恵 TTC 2-0

倉富 加代 テニスフレンズ
日野朋子 スプラージ
町田 将子 ロイヤルグリーン

頑張るばい 高田 久美 カサブランカ
小木曽 るり子 カサブランカ
湯瀬 恭子 フリー
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秋本　順子 大野城TA

西田　敬子 ｉｆ　ＴＣ　

中園　律子 ITS九州

渡邊　幸子 ITS九州

古田　加代 ｉｆ　ＴＣ　

ファンシーグランマー 江頭　友子 ITS九州 ITSの仲間達

尾上　美千代 コスモス古賀 3-0

東　恭子 コスモス古賀

井上　泰代 コスモス古賀

深町　ますみ コスモス古賀

亀井　チセ くりえいとTC

ファンシーグランマー 藤岡　康子　 自由が丘TC おひな様チームITSの仲間達

島田　正子 西福岡TC 2-1 3-0

藤野　博子 ｉｆ　ＴＣ　

寿　みちよ 春日クイーン

松原　恭子 ｉｆ　ＴＣ　

泥谷　みさを 長住TC

ファンシーグランマー 阿部　孝子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

3-0 下田裕紀子 大野城TA

工藤公子 　NCT.C　

柴田美子 スプラージ　

長谷川玉枝 ロイヤルグリーンTC

河野　耀子 大野城TA

スマイルスタイル！ 井黒和子 那珂川硬式TC　 可憐で愉快なレディズ

山田　秀子 ｉｆ　ＴＣ　 2-1

松永　千恵美 志免町テニス協会

花田　美紀子 エスタ香椎

磯村　弘子 エスタ香椎

奈良原　恵理子 エスタ香椎

ファンシーグランマー 長田　　恵美子 マクティブ 私の何がいけないの？

3-0 高瀬　アメリア コロニーグローブ 2-0

山下　明子 コロニーグローブ

朝長　喜美子 コロニーグローブ

村岡　正子 長住TC

深川　英子 コロニーグローブ

がんばらんば長崎 山﨑　陽子 コスモス古賀 私の何がいけないの？

權藤　和巳 岡町クラブ 2-1

川原田　常 島原クラブ

大浦　はるみ 諫早クラブ

永野　節子 諫早クラブ

宮崎　寿恵美 ４＆２

コスモス 高田　法子 島原クラブ 私の何がいけないの？

w.o. 山許　勢子 ｉｆ　ＴＣ　 2-1

田中　佐由美 ｉｆ　ＴＣ　

南里　真知子  Ｗｉｎｇ

新城　洋子 ｉｆ　ＴＣ　

古賀　静枝  ラリーメイ ト

黒岩　園子  ラリーメイ ト ﾌｧﾐﾘｰC

コスモス 堀　和子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 2-1

鹿子島　要子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

中川　輝子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

松尾　茂子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

石橋　美記子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

最所　信子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 花小梅シスターズ
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ダンロップチーム対抗レディーステニス　シニアの部
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あいちゃんずパート２ 光富　純子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 2-1

2-0 藤野　睦子 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC

有光　洋子 志免町TA

井手口　安代 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC

宮島　京子 スプラージ

あいちゃんずパート２ 山下　和子 志免町TA 花小梅シスターズ

相川　恵子 フィーリング 3-0

冨永　智恵美 ファミリークラブ

志方　通子 Love & Fight

吉岡　美智子 フィーリング

相川　久美子 城南TC

あいちゃんずパート２ 権藤　和子 NC-TC 花小梅シスターズ

3-0 滝川　嘉子 スプラージ 2-1

穂坂　美紗緒 スプラージ

牧野　直美 フィーリング

永田　郁子 フィーリング

茂　京子 フィーリング

ベストフレンズ 福崎　瑞江 NC-TC 福テニの輪 ∞　

岸本　惠里子 ロイヤルグリーン 3-0

石橋　美由紀 K.S.I

川平　恵 くりえいとTC

中原　敏子 ハッカー

土井良　扶美子 KMN

あいちゃんずパート２ 赤星　春美 KMN 花小梅シスターズ

２－０ 千場　みどり 若久TC 2-0

執行　寿子 ハッカー

木下　尚子 K.S.I

新形　光子 I.T.S九州

村山　由美 春日クイーン

ババ色クローバー2 原田　久美子 スプラージ 熱烈発信！

藤井　美千代 フリー 2-1

三宅　紀恵 油山TC

日高　富子 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC

植木　久美 油山TC

栗須　早苗 志免町TA

ババ色クローバー2 村上　美智子 フリー

2-0 赤瀬　みや子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

宮近　みどり ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

丸田　純子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

野田　広子 ｱｻﾋ緑健久山TC

高木　恭子  長住ＴＣ 

 桜 Ami 吉田　節子 フォーライフ 黒い恋人達 熱烈発信！

佐々木信子 筑紫AMI 3-0 2-1

谷    洋子  筑紫AMI

笠原　美子 筑紫AMI

北城  青 子 春日クイーン

萩    眞澄 筑紫AMI

 桜 Ami 三苫  照美 筑紫AMI 久山フレンズ

高橋祝子 アサヒ緑健久山TC 2-1

上和田三代子　 アサヒ緑健久山TC

酒井百合香 アサヒ緑健久山TC

堤千賀子　 アサヒ緑健久山TC

吉田幸子 アサヒ緑健久山TC

田中光子 アサヒ緑健久山TC
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