
第28回木全杯仮ドロー                      三萩野庭球場
１部　

　１Ｒ　２Ｒ　ＳＦ 　Ｆ　ＳＦ　２Ｒ　１Ｒ

柚木静香　　（テニスDIVO） 永石悦子　　（グローバルアリーナ）

豊田真理　　（三萩野クラブ） 　　柚木・豊田 竹内由紀子　（グローバルアリーナ）

角本昌子　　（グリーンヒルズITS） 柚木・豊田  永石・竹内 木村美由紀　（ビバTC)

谷川ゆかり　（グリーンヒルズITS） 長尾弘子　　（グリーンヒルズITS）

仮屋尚子　　（くりえいとTC) 森田美由紀　（北九州TC)

堀谷　泉　　（くりえいとTC) 近藤圭子　　（門司LTC)

柚木・豊田 姫路・河原

日高玲子　　（芦屋TC) 6 3 6 1 姫路香洋子　（三萩野クラブ）

瀬戸口薫　　（芦屋TC) 河原智恵　　（ビバTC)

市川馨子　　（グランディールTC) 市川・平松   姫路・河原 池田久恵　　（門司LTC)

平松弓子　　（グランディールTC) 長野幸枝　　（門司LTC)

佐々木千恵子（グリーンヒルズITS） 鷲崎小夜子　（芦屋TC)

福澤明美　　（テニスDIVO） 福澤智子　　（芦屋TC)

　　長野・山本 姫路・河原

長野麻美　　（門司LTC) 6 1  6 3 清水圭子　　（三萩野クラブ）

山本　律　　（門司LTC) 藤井真理子　（小倉LTC)

山田久美　　（TS.TRY) 長野・山本  清水・藤井 末次寛子　　（門司LTC)

関岡信子　　（TS.TRY) 上田享子　　（門司LTC)

山口清香　　（テニスDIVO） 因幡亮子　　（グランディールTC)

椛山順子　　（テイクオフ） 中田その子　（グランディールTC)

藤井・清水

村山悟子　　（田川TC) 6 3 片山広美　　（オーガストTC）

櫻井清子　　（田川TC) 末松道子　　（オーガストTC）

高崎和代　　（桃園LTC) 村田・大松  中原・原田 貝　秀子　　（テニスDIVO）

松本幸子　　（テニス陣原） 野村美栄子　（ビバTC）

村田紀美子　（TS.TRY) 中原友子　　（門司LTC)

大松淳子　　（テニスDIVO） 　　古小路・蓑田 原田　亙　　（門司LTC)

6 3 　　 柚木・豊田 　姫路・河原

古小路明美　（門司LTC) 6 2  6 1 坂田真奈美　（穴生TC)

蓑田実枝　　（テニスDIVO） 山崎睦美　　（三萩野クラブ）

小林直美　　（コスモス古賀） 古小路・蓑田  坂田・山崎 近藤賀恵　　（門司LTC)

宅野道子　　（久山TC) 宮崎和子　　（門司LTC)

宮本こだま　（TS.TRY) 菅中万里子　（ビバTC)

黒田千恵美　（北九州ウエスト） 横井磯美　　（ビバTC)

古小路・蓑田 向笠・渡邊

吉田扶美代　（オーガストTC） 6 2 6 4 小手川陽子　（グローバルアリーナ）

梅本佳代　　（小倉LTC) 竹中直子　　（北九州ウエスト）

福嶋純子　　（グランディールTC) 吉田・梅本  向笠・渡邊 田崎英子　　（テニスDIVO）

中田三千子　（オンザロード） 春名美穂　　（テニスDIVO）

森田　緑　　（木屋瀬TC） 向笠千寿　　（豊前クラブ）

春藤恵子　　（三萩野クラブ） 　池永・橋爪 渡邊栄子　　（豊前クラブ）

6 3 6 4
池永三枝　　（舞ヶ丘TC) 佐藤敦子　　（オーガストTC）

橋爪智子　　（舞ヶ丘TC) 佐藤絢香　　（オーガストTC）

磯部晶子　　（門司LTC) 池永・橋爪  西村・原田 高住美世子　（三菱マテリアル）

藤木芳子　　（小倉LTC) 行宗和美　　（丸山クラブ）

岡本深雪　　（芦屋TC) 西村真由美　（坂村TA)

安部敬子　　（穴生TC) 原田真奈美　（坂村TA)
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２部
1Ｒ 2Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

高松麻美子　（TS.TRY) 花田三千代　（舞ヶ丘TC)

渡邊　綾　　　（TS.TRY) 　　塩田・田中 新　淳美　　　（小倉LTC)

藤本桂子　　（グリーンヒルズITS） 高松・渡邊  岩下・田爪 岩下唱子　　（門司LTC)

村井玲子　　（テニスDIVO） 田爪洋子　　（門司LTC)

百田由貴子　（くりえいとTC) 松井朋子　　（グランディールTC)

尾川美代子　（くりえいとTC) 岩下・田爪 迎　敬子　　（グランディールTC)

　 高松・渡邊 6 0

吉田利枝　　（田川TC) 6 4 戸田とも子　（芦屋TC)

中野祐子　　（KON.TC) 関岡和子　　（北九州TC)

廣瀬愛子　　（舞ヶ丘TC) 吉田・中野  戸田・関岡 桑原由美子　（紫川河畔クラブ）

舌間聡子　　（舞ヶ丘TC) 前原真由美　（紫川河畔クラブ）

長谷川みどり（テニスDIVO） 須藤ツヨ子　（KON.TC)

川本弥生　　（クボッターズ）   吉田・中野 小田明子　　（KON.TC)

6 4

若宮敦子　　（グリーンヒルズITS） 西田正子　　（コスモス古賀）

山本文子　　（三萩野クラブ） 飛永寛子　　（コスモス古賀）

草野文枝　　（グランディールTC) 若宮・山本 　　　松下・小森 塩田・田中 　 西田・飛永 岩中麻理　　（グランディールTC)

大神江里　　（グランディールTC)  6 2     6 0 加藤美晴　　（グランディールTC)

山﨑由紀　　（TS.TRY) 花岡千恵子　（門司LTC)

岸川恵子　　（TS.TRY) 西田・飛永 藤田さとみ　（テイクオフ）

6 4

柴田直子　　（TS.TRY) 中村あけみ　（グローバルアリーナ）

北田みゆき　（TS.TRY) 大垣明子　　（MJTC)

松藤清美　　（門司婦人教室） 柴田・北田 　 中村・大垣 小手川賀子　（クボッターズ）

野田悦子　　（門司婦人教室） 増　佳世　　　（KON.TC)

小野葉子　　（クボッターズ） 江上由美　　（田川TC)

増原れい子　（クボッターズ） 西畑美千代　（田川TC)

 松下・小森 塩田・田中

松下由紀子　（コスモス古賀） 6 4 6 2 塩田有紀　　（テニスDIVO）

小森本子　　（コスモス古賀） 田中麻里　　（テニス陣原）

片峯美代子　（田川TC) 松下・小森  塩田・田中 別府道子　　（門司婦人教室）

河野尚子　　（田川TC) 村岡真美　　（門司婦人教室）

黒田順子　　（テニスDIVO） 新山真紀　　（舞ヶ丘TC)　　

宮崎典子　　（テニスDIVO） 山邉由紀子　（舞ヶ丘TC)

70歳以上
1 村元育子 （藤の会）
2 清原昭世 （門司LTC)
3 岡本知子 （藤の会）
4 竹井陽子 （JR門司）
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