
1R 2R 3R 1R 2R 3R
楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ） 斉藤　麻佐子 (ｵｰｶﾞｽﾄTC)
諌山佳恵 （ひまわりTC） 楠田・諌山 高田　久美予 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 斉藤・高田

本田　真紀子 （スプラージ） 前田 由美 ( ｉｆ　ＴＣ　)
井上　典子 （スプラージ） 本田・井上 柴田 恭代 ( ｉｆ　ＴＣ　) 蕗谷・山下

塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 蕗谷　佐知子 （コスモス古賀）
野見山あずみ （若久TC） 楠田・諌山 山下　亜矢子 （スプラージ） 斉藤・高田

横尾  真由美 （油山ＴＣ） 80 原　泰子 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎） 83

久下　小百合 (フ リ ー) 重富・西村 財津　万里子 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎） 菰田・石田

重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 菰田久美 （エスタ香椎）
西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 重富・西村 石田みゆき (フ リ ー) 関・境

片山　幸代 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
圓山　くるみ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 東・光富 増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 関・境

東　　清美 (テニスフレンズ) 関　紀代子 （筑後の森TC）
光富　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 境　　栄子 （筑後の森TC）

吉村　美央 （油山ＴＣ） 山内　千雪 （エスタ城南）
只安　舞子 (テニスフレンズ） 吉村・只安 八木　洋子 （スプラージ） 山内・八木

御手洗　明子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 光澤寿絵 （藍テニスクラブ）
島田　奈穂美　 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 小林・宅野 髙本由美 （自由ヶ丘TC 光澤・髙本

小林　直美 （コスモス古賀） 上野　美樹 （Love&Fight)
宅野　道子 （久山テニス倶楽部） 吉村・只安 光山　史苗 （Love&Fight) 吉武・佐藤

高田　久美 (クラブCB) 80 佐藤　奈津子 (テニスフレンズ) 98(8)

小木曽るりこ (クラブCB) 内田・的野 西野　みさ (Love & Fight) 古賀・田中

内田　優子 (Love & Fight) 古賀　千代美 (クラブCB）
的野　まゆみ （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 渋田・甲斐 田中　智子 (クラブCB) 吉武・佐藤

禅院　加代好 （スプラージ） 木下　智美 （スプラージ）
城戸　裕子 （スプラージ） 渋田・甲斐 野口　貴三子 （スプラージ） 吉武・佐藤

渋田三矢子 （ひまわりTC） 吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）
甲斐　　忍 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 佐藤　純子 (西福岡TC）

久野　美貴子 (テニスフレンズ) 日野　朋子 （スプラージ）
鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 久野・鈴木 羽子田　朋子 （スプラージ） 日野・羽子田

水江　忍 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 野田　貴美子 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎）
相川　恵子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 水江・相川 天野　清美 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎） 日野・羽子田

石丸　あかり （スプラージ） 井口　三和 （ フォーライフ ）
野田　佳代子 （スプラージ） 久野・鈴木 白垣　佐和子 （ ＩＴS九州 ） 朝長・藤野

永留 恵里奈 （ Ｔタイム ） 81 朝長　喜美子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
前原　春美 (油山TC） 永留・前原 藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 日野・羽子田

藤岡　康子 （自由ヶ丘ＴＣ） 福田実千江 （自由ヶ丘TC） 84

相島　祐子 （ くりえいとTC ） 陣内・井上 尾前美香 （自由ヶ丘TC） 福田・尾前

茂　　京子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 光山　裕美子 （スプラージ）
川村　華映 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 陣内・井上 後藤　美香 （ チームＣＯＳ ） 福田・尾前

陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 倉富　加代 (テニスフレンズ)
井上　信香 (Love & Fight) 中山　牧子 (大野城ＴＡ) 末永・古賀

末永 真里 (クラブCB)
有本　洋子 (テニスフレンズ) 古賀 奈央 (クラブCB)
松本　真奈美　 (テニスフレンズ) 有本・松本

山口　亮子 （スプラージ） 花園　多恵子 （油山ＴＣ）
大野　智恵子 （スプラージ） 井上・吉岡 柴田　美豊恵 （油山ＴＣ） 花園・柴田

井上　いち子 (Love & Fight) 島　由貴子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）
吉岡　美智子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 有本・松本 渡邉　直美 （スプラージ） 花園・柴田

篠田　淑枝 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎） 81 池田悦子 （ハヌル）
樋口　直美 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎） 篠田・樋口 畑島早知子 （ハヌル） 矢野・松永

西阪　さおり (エスタ香椎) 松永　美保子 (テニスフレンズ)
平田　尚美 (エスタ香椎） 岸原・立花 矢野　陽子 (テニスフレンズ) 松林・中村

堂園敬子 （ハヌル） 木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 84

安斎宏美  ( ｉｆ　ＴＣ　) 岸原・立花 耳塚　美香 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 賀来・櫻井

岸原　直美 （スプラージ） 賀来　由起子 （スプラージ）
立花　美佐江 （スプラージ） 櫻井　真由美 （スプラージ） 松林・中村

西嶋　月美 （コスモス古賀）
蓑田　奈津巳 (北九州ウエスト） 白鳥　陽子 （ くりえいとTC ） 松林・中村

畑田　節子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 蓑田・畑田 松林　なおみ （油山ＴＣ）
岩本由美子 （エスタ香椎） 中村　小百合 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
町田将子 （スプラージ） 岩本・町田

志方　通子 (Love & Fight)
髙田　幸子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 蓑田・畑田

中村　明美 (サステゴクラブ) 86

櫻井　智恵 (サステゴクラブ) 中村・櫻井

久浦　登代子 (大野城ＴＡ)
高瀬アメリア （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 新原・上原

加隈 八千代  ( ｉｆ　ＴＣ　)
山田 秀子 ( ｉｆ　ＴＣ　) 新原・上原

新原　彩 (テニスフレンズ)
上原　夕佳 (テニスフレンズ）
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