
ソ ニー生命カップ第３７回全国レディーステニス大会　     　　北九州会場【三萩野庭球場】　　

  　1R  2R  3R     　1R  2R  3R  
仲間さゆり (三萩野クラブ) 吉岡かをる (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 松本　早苗 (新日鐵住金八幡)

河原　智恵 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 仲間・木場田 藤井真理子 (小倉ＬＴＣ)
黒田千恵美 （北九州ウエスト） 80 清水　佳子 (三萩野クラブ) 吉岡・松本

羽出山万祐美 (ビバＴＣ) 河野由美子 (北九州ウエスト) 82
高橋　圭子 (ビバＴＣ) 　　仲間・木場田 安部　敬子 (穴生ＴＣ)
森光　真澄 (ネクストワールド) 81 佐藤　敦子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
野田　優美 (三萩野クラブ) 高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ) 　　吉岡・松本

小山　美江 (穴生ＴＣ) 木村　京子 (テニスＤＩＶＯ) 83
大茂　繭子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 村山・久良知 神田　美幸 (Ｔ　Ｕ　Ｎ　Ｃ)
市川　馨子 （グランディールＴＣ） 85 小森　久美 (門司ＬＴＣ)
平松　弓子 （グランディールＴＣ） 中原　友子 (門司ＬＴＣ) 芳賀・田添

村山　悟子 (田川ＴＣ) 明石　泰子 (オンザロード) 86
久良知祥子 (田川ＴＣ) 金森　博美 (舞ヶ丘ＴＣ)

芳賀　陽子 (芦屋ＴＣ)
竹ノ脇直美 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 田添　陽子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
増本　尚子 (テニスＤＩＶＯ)
池田　久恵 (門司ＬＴＣ) 竹ノ脇・増本 池田美奈子 (テニスＤＩＶＯ)
平田美津子 (門司ＬＴＣ) 80 道中ゆかり (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
橋爪　智子 (舞ヶ丘ＴＣ) 高住美世子 (三菱マテリアル)
中島美津子 (新日鐵住金八幡) 　　竹ノ脇・増本 西田　富子 （紫川河畔クラブ） 池田・道中

藤田恵美子 (オンザロード) 84 日高　玲子 (芦屋ＴＣ) 81
梅本　佳代 (小倉ＬＴＣ) 瀬戸口　薫 (芦屋ＴＣ)
上田貴代実 (三萩野クラブ) 田中エイ子 (北九州ウエスト)
村上津留子 (三菱マテリアル) 橋田・若狭 大槻　良子 (穴生ＴＣ) 　　池田・道中

西村真由美 (スマッシュＴＣ) 85 久保川美智子 (北九州ＴＣ) 82
原田真奈美 (スマッシュＴＣ) 板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
橋田由美子 (ＴＴＣ) 宮本こだま (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)
若狭　祐子 (新日鐵住金八幡) 村田紀美子 (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ) 久保川・板東

花田三千代 (舞ヶ丘ＴＣ) 97
吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 薬師寺伊都子 (穴生ＴＣ)

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 角田久美恵 (ネクストワールド)
高尾　美子 (三萩野クラブ) 吉元・河本 本田　久実 (テニスＤＩＶＯ)
堀江美也子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 84
西森千鶴子 (岡垣クラブ) 諸熊久美子 (テニスフレンズ）

善明　朋子 (岡垣クラブ) 　　吉元・河本 染木枝里子 (フリー)
松本　淳子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 82 森田　　緑 (木屋瀬ＴＣ)
宮島みゆき (テニスＤＩＶＯ) 岩熊　尚子 (木屋瀬ＴＣ) 諸熊・染木

田辺久仁子 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 因幡　亮子 （グランディールＴＣ） 83
中山　敏子 (ビバＴＣ) 松本・宮島 中田その子 （グランディールＴＣ）

野畑　恵子 (新日鐵住金八幡) 83 松岡しのぶ (三萩野クラブ)
近藤　裕子 (北九州ウエスト) 栗田　絵美 (三萩野クラブ) 　　諸熊・染木

藤田　文子 (穴生ＴＣ) 中山　千春 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 82
阿島　佳代 (芦屋ＴＣ) 片山　広美 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

谷川伊砂子 (芦屋ＴＣ)
金田　光子 (穴生ＴＣ) 来田　祐子 (穴生ＴＣ) 大山・大川

横溝由紀子 (穴生ＴＣ) 近藤　圭子 (門司ＬＴＣ) 83
中田三千子 (オンザロード) 山下・木田 豊田　真理 (三萩野クラブ)
福嶋　純子 （グランディールＴＣ） 81 大山ちづる (久山テニス倶楽部)

山下めぐみ (芦屋ＴＣ) 大川　智子 (くりえいと)
木田　嘉子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 　　松本・折元

小庄司康江 (オンザロード) 86
福田　佳代 (オンザロード)
出口　由美 (藍テニスクラブ)
前川美奈子 (穴生ＴＣ) 松本・折元

姫路香洋子 (三萩野クラブ) 81
竹内由紀子 (グローバルアリーナ)

松本　雅代 (北九州ウエスト)
折元　由紀 (北九州ウエスト)
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