
１R 2R SF F SF ２R １R

仲間さゆり (三萩野クラブ) 日野　朋子 (スプラージ)

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 仲間・木場田 日野・羽子田 羽子田　朋子 (スプラージ)

甲斐　　忍 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 64 75 62 山田　透予 (オンザロード)

佐々木恵美 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 仲間・木場田 松林・斉藤 若狭　祐子 (新日鐵住金八幡)

山内　千雪 (エスタ城南) 64 63 尾前　美香 (自由ヶ丘TC)

林　里詠 (エスタ城南) 山内・林 松林・斉藤 髙本　由美 (自由ヶ丘TC)

賀来　由起子 (スプラージ) 75 62 松林　なおみ (油山TC)

小森　晶子 (ブライトテニスセンター) 畑田・蓑田 竹ノ脇・道脇 斉藤　麻佐子 (オーガストTC)

畑田　節子 (グローバルアリーナ) 64 62 折元　由紀 (北九州ウエスト)

蓑田　奈津巳 (北九州ウエスト) 畑田・蓑田 折元・松本 松本　雅代 (北九州ウエスト)

池田美奈子 (テニスＤＩＶＯ) 61 75 陣内　美和 (コロニーグローブ)

道中ゆかり (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 畑田・蓑田 竹ノ脇・道脇 井上　信香 (Love & Fight)

松永　美保子 (テニスフレンズ) 64 60 佐藤　純子 （西福岡TC）

矢野　陽子 (テニスフレンズ) 吉元・河本 竹ノ脇・道脇 吉武　雅子 (ロイヤルグリーンTC)

吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 63 63 竹ノ脇直美 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 道脇　知恵 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

仲間さゆり (三萩野クラブ)

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 仲間・木場田

松林　なおみ (油山TC) 63

斉藤　麻佐子 (オーガストTC)

1R SF F SF １R

甲斐　　忍 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 山田　透予 (オンザロード)

佐々木恵美 (ＴＴＣ) 甲斐・佐々木
63

山田・若狭 若狭　祐子 (新日鐵住金八幡)

賀来　由起子 (スプラージ) 62 65 尾前　美香 (自由ヶ丘TC)

小森　晶子 (ブライトテニスセンター)
甲斐・佐々木 山田・若狭 髙本　由美 (自由ヶ丘TC)

池田美奈子 (テニスＤＩＶＯ) 65 65 陣内　美和 (コロニーグローブ)

道中ゆかり (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 池田・道中 陣内・井上 井上　信香 (Love & Fight)

松永　美保子 (テニスフレンズ) 64 64 佐藤　純子 西福岡TC

矢野　陽子 (テニスフレンズ) 吉武　雅子 (ロイヤルグリーンTC)
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１R 2R SF F SF ２R １R

金田　光子 (穴生ＴＣ) 渡邊　幸子 (ITS九州)

横溝由紀子 (穴生ＴＣ) 古田　加代 (if TC)

金田・横溝 61 渡邉・古田

中山　千春 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 63 76(4) 相川　恵子 (フィーリング)

片山　広美 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 水江　忍 (ファミリークラブ)

藤山・古小路 菰田・福田

藤山　敦子 (門司ＬＴＣ) 76(6) 60 瓦田　摩紀 (スプラージ)

古小路明美 (門司ＬＴＣ) 藤山・古小路 菰田・福田 小柳　みさ代 (スプラージ)

63 61

重富　祥子 (コロニーグローブ) 菰田　久美 (エスタ香椎)

中村　小百合 (コロニーグローブ) 藤山・古小路 菰田・福田 福田　実千江 (自由ヶ丘TC)

75 76(2)

藤野　睦子 (クリーンビレッジTC) 田中　綾子 (グローバルアリーナ)

井手口　安代 (クリーンビレッジTC) 河野　美津子 (福間TC)

藤野・井手口 小柳・岸本

久浦　登代子 (大野城TA) 61 61 小柳　玲子 (グランディールTC)

山下　明子 (コロニーグローブ) 藤野・井手口 小柳・岸本 岸本　恵里子 (ロイヤルグリーンTC)

64 62

長崎　利恵 (北九州ＴＣ) 松本　淳子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

前川美奈子 (穴生ＴＣ) 宮崎・浜口 山﨑・角田 宮島みゆき (テニスＤＩＶＯ)

75 ７６（７）

宮崎　貴子 (油山TC) 山﨑　陽子 (コスモス古賀)

浜口　知子 (油山TC) 角田久美恵 (ネクストワールド)

藤野　睦子 (クリーンビレッジTC)

井手口　安代 (クリーンビレッジTC)
藤野・井手口

60

小柳　玲子 (グランディールTC)

岸本　恵里子 (ロイヤルグリーンTC)

1R SF F SF １R

中山　千春 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 相川　恵子 (フィーリング)

片山　広美 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 重富・中村
60

瓦田・小柳 水江　忍 (ファミリークラブ)

重富　祥子 (コロニーグローブ) 65 64 瓦田　摩紀 (スプラージ)

中村　小百合 (コロニーグローブ) 重富・中村 瓦田・小柳 小柳　みさ代 (スプラージ)

久浦　登代子 (大野城TA) 62 62 田中　綾子 (グローバルアリーナ)

山下　明子 (コロニーグローブ) 河野　美津子 (福間TC)

長崎・前川 松本・宮島

長崎　利恵 (北九州ＴＣ) 64 62 松本　淳子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

前川美奈子 (穴生ＴＣ) 宮島みゆき (テニスＤＩＶＯ)

重富・中村
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