
１R 2R SF F SF ２R １R

松本　真奈美　 (テニスフレンズ) 日野　朋子 （スプラージ）

楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ） 松本・楠田 畑田・山内 羽子田　朋子 （スプラージ）

田添　陽子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 61 61 62 畑田　節子 (九州国際TC）
河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 松本・楠田 松林・中村 山内　千雪 （エスタ城南）

板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 60 63 松永　美保子 (テニスフレンズ)

長崎　利恵 (北九州ＴＣ) 吉武・耳塚 松林・中村 矢野　陽子 (テニスフレンズ)

吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 60 61 松林　なおみ （油山ＴＣ）
耳塚　美香 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 松本・楠田 木場田・仲間 中村　小百合 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

松本　雅代 (北九州ウエスト) 60 62 甲斐　　忍 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

折元　由紀 (北九州ウエスト) 松本・折元 木場田・仲間 山田　透予 (オンザロード)

善明　朋子 (岡垣クラブ) 64 64 木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

阿島　佳代 (芦屋ＴＣ) 只安・渋田 木場田・仲間 仲間さゆり (三萩野クラブ)

東　　清美 (テニスフレンズ) 62 62 賀来　由起子 （スプラージ）

野田　佳代子（スプラージ） 只安・渋田 金田・横溝 小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

只安　舞子 (テニスフレンズ) 64 64 金田　光子 (穴生ＴＣ)

渋田三矢子 （ひまわりTC） 横溝由紀子 (穴生ＴＣ)

只安　舞子 (テニスフレンズ)

渋田三矢子 （ひまわりTC） 只安・渋田

松林　なおみ （油山ＴＣ） 62

中村　小百合（ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

1R SF F SF １R

田添　陽子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 日野　朋子 （スプラージ）

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 田添・河本
64

日野・羽子田 羽子田　朋子 （スプラージ）

板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 60 75 松永　美保子 (テニスフレンズ)

長崎　利恵 (北九州ＴＣ) 田添・河本 日野・羽子田 矢野　陽子 (テニスフレンズ)

善明　朋子 (岡垣クラブ) 64 63 甲斐　　忍 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

阿島　佳代 (芦屋ＴＣ) 善明・河島 賀来・小森 山田　透予 (オンザロード)

東　　清美 (テニスフレンズ) 61 63 賀来　由起子 （スプラージ）

野田　佳代子（スプラージ） 小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)
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１R 2R SF F SF ２R １R

関　紀代子 （筑後の森TC） 川上　洋子 （ 福間ＴＣ ）

黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 関・黒木 川上・福田 福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ）

土井良　扶美子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 62 61 62 相良　勝美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

執行　寿子 （ ハッカー ｸﾗﾌﾞ） 関・黒木 吉岡・松本 重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

角田久美恵 (ネクストワールド) 62 63 木村　京子 (テニスＤＩＶＯ)

本田　久実 (テニスＤＩＶＯ) 角田。本田 吉岡・松本 神田　美幸 (Ｔ　Ｕ　Ｎ　Ｃ)

佐藤　敦子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 64 60 吉岡かをる (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ) 山崎・小柳 吉岡・松本 松本　早苗 (新日鐵住金八幡)

山﨑　陽子 （コスモス古賀） 62 60 田中　綾子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ）

小柳　玲子 （グランディールＴＣ）山崎・小柳 山下・久浦 河野　美津子 （ 福間ＴＣ ）

藤野　睦子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 62 62 久浦　登代子 (大野城ＴＡ)

井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 山崎・小柳 山下・久浦 山下　明子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

高瀬アメリア （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 60 63 西川　美智子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

大谷　りえ （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 高瀬・大谷 西川・深川 深川　英子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

宮崎　貴子 （油山ＴＣ） 60 61 吉田扶美代 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

浜口　知子 （油山ＴＣ） 若狭　祐子 (新日鐵住金八幡)

関　紀代子 （筑後の森TC）

黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 関・黒木
７６（４）

久浦　登代子 (大野城ＴＡ)

山下　明子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

1R SF F SF １R

土井良　扶美子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 相良　勝美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

執行　寿子 （ ハッカー ｸﾗﾌﾞ） 土井良・執行
62

木村・神田 重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

佐藤　敦子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 75 63 木村　京子 (テニスＤＩＶＯ)

高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ) 宮崎・浜口 吉田・若狭 神田　美幸 (Ｔ　Ｕ　Ｎ　Ｃ)

藤野　睦子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） ７６（５） ７６（２） 田中　綾子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ）

井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 宮崎・浜口 吉田・若狭 河野　美津子 （ 福間ＴＣ ）

宮崎　貴子 （油山ＴＣ） ７６（３） 64 吉田扶美代 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

浜口　知子 （油山ＴＣ） 若狭　祐子 (新日鐵住金八幡)

宮崎・浜口
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