
１R SF F SF 1R

宮本こだま (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ) 廣瀬　純子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)

黒田　千恵美（北九州ウエスト） 97 金子　良江 (テニスＤＩＶＯ)
宮本・黒田 廣瀬・金子

82 85

近藤　圭子 (門司ＬＴＣ) 徳田 弘子 (エスタ城南）

豊田　真理 (三萩野クラブ) 筒井　裕子 （エスタ城南）
下川・安斎 廣瀬・金子

下川　美保 ( ｉｆ　ＴＣ　) 98(8) 97 米里　真彩子（西福岡ＴＣ）
安斎　宏美 ( ｉｆ　ＴＣ　) 印部　直子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

下川・安斎 米里・印部

80

向笠　千寿 (豊前クラブ) 近藤　賀恵 (門司ＬＴＣ)

渡邊　栄子 (豊前クラブ) 宮崎　和子 (門司婦人教室)

宮本こだま (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)

黒田　千恵美（北九州ウエスト）

米里・印部

84

米里　真彩子（西福岡ＴＣ）

印部　直子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

１R QF SF F QF SF 1R

奥原　織 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 宮島　京子 （スプラージ）

近藤　弘美 (テニスフレンズ) 奥原・近藤 木場田・仲間 有光　洋子 （志免町テニス協会）

吉岡　かをる(Ｔ　Ｔ　Ｃ) 81 82 木場田美津子(ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

松本　早苗 (新日鉄住金八幡) 奥原・近藤
81

吉村・只安 仲間　さゆり(三萩野クラブ)

金田　光子 （　穴生ＴＣ　） 85 98（９） 花園　多恵子（油山ＴＣ）

横溝　由紀子（　穴生ＴＣ　） 金田・横溝 吉村・只安 柴田　美豊恵（油山ＴＣ）

河本　満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 82 85 吉村　美央 （油山ＴＣ）

吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 奥原・近藤 重松・楠田 只安　舞子 (テニスフレンズ)
85 81

若狭　恵子 (田川ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 柚木　靜香 (テニスＤＩＶＯ)

竹ノ脇　直美(Ｔ　Ｔ　Ｃ) 若狭・竹ノ脇 柚木・道脇 道脇　知恵 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

畑田　節子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 82 84 重吉　けい子(ﾙﾈｻﾝｽ香椎）

蓑田　奈津巳（北九州ウエスト） 若狭・竹ノ脇 重松・楠田 木下　由美子（ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）
82 81

末永　真里 （クラブCB） 高田　久美予（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

古賀　奈央 （クラブCB） 末永・古賀 重松・楠田 斉藤　麻佐子（オーガスト）

池田　美奈子(テニスＤＩＶＯ) 86 85 重松　　忍 （スプラージ）

道中　ゆかり(ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ）

重松・楠田
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1R SF F SF 1R

梅本　佳代 (小倉ＬＴＣ) 池田　悦子 （ハヌル）

藤田　恵美子 (オンザロード) 83 堂園　敬子 （ハヌル）
三浦・徳永 池田・堂園

86 81

三浦真理子 (ＪＲ門司) 光山　史苗 (Love & Fight)

徳永　和江 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 上野　美樹 (Love & Fight)

田中・山下 相島・藤岡

83 86

田中　康子 （ フォーライフ ） 相島　祐子 （ くりえいとTC ）

山下　亜矢子 （スプラージ） 藤岡　康子 （自由ヶ丘ＴＣ）

田中・山下 相島・藤岡

85 85

田中　深雪 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 池永　三枝 （テニスDIVO）

井上　いち子 (Love & Fight) 古小路　明美 (門司ＬＴＣ)

1R SF F SF 1R

山﨑　陽子 （コスモス古賀） 出光　聡子 (テニスＤＩＶＯ)

小柳　玲子 （グランディールTC） 藤山　敦子 (門司ＬＴＣ)

山崎・小柳 82 出光・藤山

81 81

志方　通子 (Love & Fight) 吉岡　美智子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

高田　幸子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 高野　陽子 (大野城ＴＡ)

福田・河野 藤野・井手口

85 85

福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ） 赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

河野　美津子 （ 福間ＴＣ ） 藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

福田・河野 藤野・井手口

85 80

宮崎　貴子 （油山ＴＣ） 藤野　睦子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

浜口　知子 （油山ＴＣ） 井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

SF F SF

深川　英子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 86 吉永　孝子 （ 筑紫ＡＭＩ ）

松井　博子 (新日鉄住金八幡) 今堀　早苗 （志免町テニス協会）

合馬　晶子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 相川　久美子 （城南TC）

川村　美津子 (北九州ウエスト) 山本　悦子 （城南TC）

福田・河野

湖月杯（B)県大会

2 6

4 8

3

4

5

7

8

2

1

6

相島・藤岡

2 4
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湖月杯（65歳以上の部)県大会
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深川・松井 相川・山本

深川・松井


