
【オープン】 8:45　集合
奥原　織 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 有本　洋子 (テニスフレンズ)
近藤　弘美 (テニスフレンズ) 新原　　彩 (テニスフレンズ)
塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 宮崎　貴子 （油山ＴＣ） 有本・新原

後藤　美香 （ チームＣＯＳ ） 奥原・近藤 浜口　知子 （油山ＴＣ）
肥山 つや子 （スプラージ） 吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）
野田　佳代子 （スプラージ） 佐藤　純子 （西福岡ＴＣ）
光澤　寿絵 （藍ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 森園・関

髙本　由美 （自由ヶ丘ＴＣ） 64

森園　みち子 （筑後の森TC）
高山　舞子 （油山ＴＣ） 関　紀代子 （筑後の森TC）
楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ） 亀井　浩美 (大野城ＴＡ)
禅院　加代好 （スプラージ） 牟田　麻由美 (大野城ＴＡ) 森園・関

城戸　裕子 （スプラージ） 高山・楠田 町田　将子 （スプラージ）
加藤　智美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 松永　美保子 (テニスフレンズ)
永留　恵里奈 （ Ｔタイム ）
西野　みさ (Love & Fight)
佐藤　奈津子 (テニスフレンズ) 石井　幸子 (テニスフレンズ)

松本　真奈美 (テニスフレンズ)
安部　智美 (エスタ香椎) 古野　ゆり （フォーライフ） 石井・松本

川口　清美 (テニスフレンズ) 石原　明子 （クラブCB）
西嶋　月美 （コスモス古賀） 高瀬アメリア （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
白鳥　陽子 （ くりえいとTC ） 安部・川口 陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
花園　多恵子 （油山ＴＣ） 八木・山内

柴田　美豊恵 （油山ＴＣ） 62

上野　美樹 (Love & Fight) 八木　洋子 （スプラージ）
瓜生　由香利 （スプラージ） 山内　千雪 （エスタ城南）

出口　由美 (藍TC）
吉村　美央 （油山ＴＣ） 牧山　正子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 八木・山内

只安　舞子 (テニスフレンズ) 久浦　登代子 (大野城ＴＡ)
野口　貴三子 （スプラージ） 黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
山口　悦子 （スプラージ） 吉村・只安

内田　優子 (Love & Fight)
的野　まゆみ （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 諸熊　久美子 (テニスフレンズ)
末永　真里 （クラブCB） 岸原　直美 （スプラージ）
古賀　奈央 （クラブCB） 西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 西村・重富

重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 大川　智子 （ くりえいとTC ）
久野　美貴子 (テニスフレンズ) 大山　ちづる （久山テニス倶楽部）
井上　信香 (Love & Fight) 松林・斉藤

前原　春美 （油山ＴＣ） 鈴木・久野 61

高田　久美 （クラブCB） 松林　なおみ （油山ＴＣ）
小木曽　るり子 （クラブCB） 斉藤　麻佐子 （オーガスト）
小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 井上　典子 （スプラージ）
賀来　由起子 （スプラージ） 本田　真紀子 （スプラージ） 松林・斉藤

光富　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
東　　清美 (テニスフレンズ)

畑田　節子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ）
蓑田　奈津巳 （北九州ウエスト）
西阪　さおり (エスタ香椎) 畑田・蓑田

荒田　美香 (エスタ香椎)
宮島　京子 （スプラージ）
井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

畑田・蓑田

64

赤星さやか （ITS九州）
羽子田　朋子 （スプラージ）
堤　　千賀 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）
沼田　千鶴子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 堤・沼田

竹本　恵美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
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【初中級】 10:00　集合
田中　恵子 （スプラージ） 真鍋　つもる （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
渡邉　直美 （スプラージ） 吉田　節子 （ フォーライフ ）
小森　本子 （コスモス古賀） 志方　通子 (Love & Fight)
松下　由紀子 （コスモス古賀） 田中・渡邉 高田　幸子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 三苫・萩

枝松　利花 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 新城　洋子 ( ｉｆ　ＴＣ　)
鶴田　律子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 南里　真知子 ( Ｗｉｎｇ)
後藤　由美子 （ ＩＴS九州 ） 三苫　照美 （ 筑紫ＡＭＩ ）
佐藤　直子 （ ＩＴS九州 ） 萩　眞澄 （ 筑紫ＡＭＩ ）

竹内　由紀子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
中村　あけみ （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
甲斐　明子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 奈良原恵理子 (エスタ香椎)
大野　智恵子 （スプラージ） 甲斐・大野 磯村　弘子 (エスタ香椎) 増田・百田

加隈　八千代 ( ｉｆ　ＴＣ　) 江島　瑛美 （筑後の森TC）
山田　秀子 ( ｉｆ　ＴＣ　) 間地　容子 （ フォーライフ ）
宅野　道子 （久山テニス倶楽部） 村山　由美 （ 筑紫ＡＭＩ ）
西田　正子 （コスモス古賀） 藤根　敬子 (春日クイーン)

小山　みち （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 井上　泰代 （コスモス古賀）
斉藤　道子 （エスタ城南） 東　　恭子 （コスモス古賀）
志垣　佳奈 （クラブCB） 吉成　明子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）
松永　澄枝 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 池田・井上 河野　耀子 (大野城ＴＡ) 福崎・工藤

池田　麻子 ( ｉｆ　ＴＣ　) 福崎　瑞江 ( NC-TC )
井上　いち子 (Love & Fight) 工藤　公子 ( NC-TC )
御手洗　明子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 松尾　幸代 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）
島田　奈穂美 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 松本　克子 （西福岡ＴＣ）

島　　恭子 （ フォーライフ ） 深川　英子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
冨田　美由紀 （ フォーライフ ） 朝長　喜美子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
飛永　寛子 （コスモス古賀） 山内　久美子 （ ＩＴS九州 ）
田代　雅代 （コスモス古賀） 島・冨田 新形　光子 （ ＩＴS九州 ） 有村・千場

上野　美樹 (Love & Fight) 有村　成子 (大野城ＴＡ)
光山　史苗 (Love & Fight) 千場　みどり （若久TC）
田中　恵美 (ＮT．TＩＰＳ) 吉永　孝子 （ 筑紫ＡＭＩ ）
武内　あや （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 谷　　洋子 （ 筑紫ＡＭＩ ）

蕗谷　佐知子 （コスモス古賀） 古賀　静枝 （ ラリーメイ ト）
近藤　比呂子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 黒岩　園子 （ ラリーメイ ト）
阿比留　裕美 （スプラージ） 蕗谷・近藤 島田　恵美子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）
白水　今日子 （スプラージ） 北城　育子 (春日クイーン) 古賀・黒岩

安元　朋子 （ ＩＴS九州 ） 赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
城野　有子 （ ＩＴS九州 ） 蕗谷・近藤 藤野好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

61 田中　恵子 （ くりえいとTC ）
20 林　　富美子 （ フォーライフ ） 畠中　瑞枝 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

遠山　昭子 （ フォーライフ ）
下川　美保 ( ｉｆ　ＴＣ　) 中原　敏子 （ ハッカー ）
安斎　宏美 ( ｉｆ　ＴＣ　) 林・遠山 岸本　恵里子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）
圓山　くるみ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 亀井　チセ （ くりえいとTC ）
印部　直子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 畑中　美幸 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 中原・岸本

原田　久美子 （スプラージ）
柴田　美子 （スプラージ）
吉岡　美智子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）
高野　陽子 (大野城ＴＡ)

相川　恵子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）
水江　　忍 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
瓦田　摩紀 （スプラージ）
山下　京子 （志免町テニス協会）相良・熊本

青木　恵美子 （ ＩＴS九州 ）
山﨑　良子 （ ラリーメイ ト）
相良　勝美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
熊本　美知子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）
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第１１回ダンロップレディーステニストーナメント２０１５　　　　　　　　　北九州会場

オープン

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 柚木　静香 (テニスＤＩＶＯ)

仲間さゆり (三萩野クラブ) 吉岡 かをる
（　　T　T　C　　　

）

中原　友子 (門司ＬＴＣ) 安部　敬子 (穴生ＴＣ) 柚木・吉岡

小森　久美 (門司ＬＴＣ) 木場田・仲間 河野由美子 (北九州ウエスト)

山崎充代子 (テニスＤＩＶＯ) 日高　玲子 (芦屋ＴＣ)

近藤　裕子 (北九州ウエスト) 岩熊　尚子 (木屋瀬ＴＣ) 柚木・吉岡

藤田　文子 (穴生ＴＣ) 6 3

阿島　佳代 (芦屋ＴＣ) 神田　美幸 (Ｔ　Ｕ　Ｎ　Ｃ)

木村　京子 (テニスＤＩＶＯ)

藤井真理子 (小倉ＬＴＣ) 小庄司・藤田

増本　尚子 (テニスＤＩＶＯ) 清水　佳子 (三萩野クラブ)

山時　美央 (オンザロード) 小庄司康江 (オンザロード)

新　淳美 (小倉ＬＴＣ) 藤田恵美子 (オンザロード)

上野久美子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 増本・山時

古小路明美 (門司ＬＴＣ)

池永　三枝 (テニスＤＩＶＯ) 野田　優美 (三萩野クラブ)

中山　千春
（　　T　T　C　　　

）
吉田扶美代 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

片山　広美 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 橋爪　智子 (舞ヶ丘テニスクラブ) 野田・吉田

中島美津子 (新日鐵住金八幡)

高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ)

吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 長崎　利恵 (北九州ＴＣ) 野田・吉田

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 6 3

栗田　絵美 (三萩野クラブ) 山﨑　陽子 （コスモス古賀）

松岡しのぶ (三萩野クラブ) 吉元・河本 小柳　玲子 （グランディールＴＣ）

首藤美津子 (北九州ＴＣ) 阪下　保子 (三萩野クラブ) 山﨑・小柳

岡山ゆかり (テニスＤＩＶＯ) 春藤　恵子 (三萩野クラブ)

角田久美恵 (ネクストワールド) 廣吉　陽子 (テニスＤＩＶＯ)

前川美奈子 (穴生ＴＣ) 小坂　裕起 (テニスＤＩＶＯ)

道中ゆかり (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

池田美奈子 (テニスＤＩＶＯ)

花田三千代 (舞ヶ丘テニスクラブ)

金川より子 (舞ヶ丘テニスクラブ) 道中・池田

松本　淳子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

宮島みゆき (テニスＤＩＶＯ)

村山　悟子 (田川ＴＣ)

久良知祥子 (田川ＴＣ)

折元　由紀 (北九州ウエスト)

板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

森田　　緑 (木屋瀬ＴＣ)

善明　朋子 (岡垣クラブ) 折元・板東

堀江美也子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

高尾　美子 (三萩野クラブ)

本田　久実 (テニスＤＩＶＯ)

大谷　道子 (オンザロード)
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初　中級 ５５才以上

角本　昌子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 大坪　弘子 (三萩野クラブ)

谷川ゆかり (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 向野　晴美 (門司ＬＴＣ)

住本　裕子 (オンザロード) 西村真由美 (スマッシュＴＣ) 大坪・向野

中田三千子 (オンザロード) 平野・福嶋 原田真奈美 (スマッシュＴＣ)

木村美由紀 (ビバＴＣ) 合馬　晶子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

中澤久美子 (ビバＴＣ) 川村美津子 (北九州ウエスト) 大坪・向野

平野　芳美 (穴生ＴＣ) 7 5

福嶋　純子 （グランディールＴＣ） 早川　幸恵 (北九州ウエスト)

入江　千里 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

上田貴代実 (三萩野クラブ) 小串・森光

市川　馨子 （グランディールＴＣ） 村上津留子 (三菱マテリアル)

平松　弓子 （グランディールＴＣ） 小串　節子 (小倉ＬＴＣ)

大垣　明子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 市川・平松 森光　真澄 (ネクストワールド)

若宮　敦子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

花房三千代 (北九州ウエスト)

竹中　直子 (北九州ウエスト)

坂田・姫路

坂田真奈美 (穴生ＴＣ) 6 4

姫路香洋子 (三萩野クラブ)

花田　美紀子( ｉｆ　ＴＣ　)

江上　由実 (田川ＴＣ) 坂田・姫路

青木　美香 (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)

山田　久美 (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)

西田　富子 （紫川河畔クラブ）

杉本　和世 （紫川河畔クラブ）

河原　智恵 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

友尾由紀子 (豊前クラブ)

因幡　亮子 （グランディールＴＣ） 近藤・豊田

中田その子 （グランディールＴＣ）

近藤　圭子 (門司ＬＴＣ)

豊田　真理 (三萩野クラブ) 宮本・瀬戸口
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宮本こだま (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)

瀬戸口　薫 (芦屋ＴＣ)

田崎　英子 (テニスＤＩＶＯ) 宮本・瀬戸口

春名　美穂 (テニスＤＩＶＯ)

相原　雅美 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

新　ひとみ (ＫＯＮ．ＴＣ)
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