
１R QF SF F

高山　舞子 （油山ＴＣ）

楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ） 高山・楠田

河本満理 （オーガストTC) 62

吉元里美 （門司LTC) 高山・楠田

吉岡かをる　 （TTC) 61

松山絹恵 （TTC) 有本・新原

有本　洋子 (テニスフレンズ) 64

新原　　彩 (テニスフレンズ) 高山・楠田

木場田美津子 （オーガストTC) 61

仲間さゆり （三萩野クラブ） 木場田・仲間

花園　多恵子 （油山ＴＣ） 60

塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 木場田・仲間

古賀　奈央 （クラブCB） 63

小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 岸原・東

岸原　直美 （スプラージ） 63

東　　清美 (テニスフレンズ) 石井・川口

石田　みゆき （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 61

吉田　小百合 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 尾前・道中

尾前美香 （自由ヶ丘TC) 76(1)

道中ゆかり （オーガストTC) 畑田・蓑田

中西　里子 （油山ＴＣ） 64

高田　久美予 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 畑田・蓑田

畑田　節子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 61

蓑田　奈津巳 （北九州ウエスト） 石井・川口

松岡しのぶ （三萩野クラブ） 63

栗田絵美 （三萩野クラブ） 石井・川口

石井　幸子 (テニスフレンズ) 62

川口　清美 (テニスフレンズ) 石井・川口

藤山敦子 （門司LTC) 62

古小路明美 （門司LTC) 松本・近藤

松本　真奈美 (テニスフレンズ) 63

近藤　弘美 (テニスフレンズ)

１R SF F

河本満理 （オーガストTC)
吉元里美 （門司LTC) 吉岡・松山

吉岡かをる　 （TTC) 63

松山絹恵 （TTC) 古賀・小森

花園　多恵子 （油山ＴＣ） 63

塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 古賀・小森

古賀　奈央 （クラブCB） 64

小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 藤山・古小路

石田　みゆき （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 60

吉田　小百合 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 石田・吉田

中西　里子 （油山ＴＣ） 62

高田　久美予 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 藤山・古小路

松岡しのぶ （三萩野クラブ） 76(3)

栗田絵美 （三萩野クラブ） 藤山・古小路

藤山敦子 （門司LTC) 64

古小路明美 （門司LTC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽの部決勝トーナメント

7

8

ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ

1

2

3

4

5

6



１R QF SF F

下川　美保 ( ｉｆ　ＴＣ　)
安斎　宏美 ( ｉｆ　ＴＣ　) 木村・川原

木村美由紀　 (ビバTC) 61

河原智恵 (ビバTC) 木村・川原

甲斐　明子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 64

大野　智恵子 （スプラージ） 仲田・村田

仲田朱美 （豊々クラブ） 62

村田紀美子 （TS.TRY) 米里・小川

豊福　由美子 (大野城ＴＡ) 60

田中　章子 (大野城ＴＡ) 米里・小川

米里　真彩子 （西福岡ＴＣ） 64

小川　さゆり （若久TC） 米里・小川

蓑田実枝 （テニスＤＩＶO) 75

大松淳子 （テニスＤＩＶO) 坂田・金子

坂田真奈美 （穴生ＴＣ） 61

金子良江 （テニスＤＩＶO)

１R SF F

下川　美保 ( ｉｆ　ＴＣ　)
安斎　宏美 ( ｉｆ　ＴＣ　) 下川・安斎

甲斐　明子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 61

大野　智恵子 （スプラージ） 下川・安斎

豊福　由美子 (大野城ＴＡ) 64

田中　章子 (大野城ＴＡ) 豊福・田中

蓑田実枝 （テニスＤＩＶO) 75

大松淳子 （テニスＤＩＶO)

１R QF SF F

水江　　忍 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
柴田　美豊恵 （油山ＴＣ） 角田・百田

角田久美恵 （ネクストワールド） 75

百田栄子 （コロニーグローブ） 藤野・井手口

赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 64

三溝　　薫 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 藤野・井手口

藤野　睦子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 61

井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 藤野・井手口

野田優美 （三萩野クラブ） 76(5)

高尾美子 （三萩野クラブ） 高瀬・相良

高瀬アメリア （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 63

相良　勝美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 高瀬・相良

田中エイ子 （北九州ウエスト） 64

大槻良子 （穴生TC) 田中・大槻

福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ） 63

河野　美津子 （ 福間ＴＣ ）

１R SF F

水江　　忍 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
柴田　美豊恵 （油山ＴＣ） 赤瀬・三溝

赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 76(3)

三溝　　薫 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 福田・河野

野田優美 （三萩野クラブ） 63

高尾美子 （三萩野クラブ） 福田・河野

福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ） 62

河野　美津子 （ 福間ＴＣ ）
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