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仲間さゆり (三萩野クラブ)
木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 仲間・木場田

道中ゆかり オーガストTC ７　５
尾前　美香 自由ヶ丘TC 仲間・木場田

末永　真里 （クラブCB） ６　４
古賀　奈央 （クラブCB） 板東・久保川

板東すずこ （オーガストＴＣ） ６　２
久保川美智子 （北九州ウエスト） 仲間・木場田

川口　清美 (テニスフレンズ) ６　２
石井　幸子 (テニスフレンズ) 川口・石井

新原　　彩 (テニスフレンズ) ６　１
櫻井　真由美 （フ　リ　ー） 川口・石井

矢野　陽子 (テニスフレンズ) ６　３
田浦　めぐみ (テニスフレンズ) 吉武・松永

吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） ７　６(５)
松永　美保子 (テニスフレンズ) 近藤・山下

大茂　繭子 （オーガストＴＣ） ６　０
小山　美江 （穴生ＴＣ） 大茂・小山

永留　恵里奈 （ Ｔタイム ） ６　４
前原　春美 （油山ＴＣ） 近藤・山下

田添　陽子 （オーガストＴＣ） ６　１
芳賀　陽子 （芦屋ＴＣ） 近藤・山下

近藤　弘美 (テニスフレンズ) ６　４
山下　舞子 (フ　リ　ー) 近藤・山下

木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） ６　３
耳塚　美香 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 小森・山内

小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) ７　５
山内　千雪 (エスタインドアTC) 松林・斉藤

姫路香洋子 （三萩野クラブ） ６　１
河原　智恵 （ビバＴＣ） 松林・斉藤

松林　なおみ （油山ＴＣ） ６　１
斉藤　麻佐子 （オーガスト）

川口　清美 (テニスフレンズ)
石井　幸子 (テニスフレンズ) 川口・石井

松林　なおみ （油山ＴＣ） ６　１
斉藤　麻佐子 （オーガスト）

道中ゆかり オーガストTC
尾前　美香 自由ヶ丘TC 道中・尾前

末永　真里 （クラブCB） ４　０
古賀　奈央 （クラブCB） 道中・尾前

新原　　彩 (テニスフレンズ) ４　０
櫻井　真由美 （フ　リ　ー） 新原・櫻井

矢野　陽子 (テニスフレンズ) ４　０
田浦　めぐみ (テニスフレンズ) 田添・芳賀

永留　恵里奈 （ Ｔタイム ） ４　２
前原　春美 （油山ＴＣ） 田添・芳賀

田添　陽子 （オーガストＴＣ） ４　２
芳賀　陽子 （芦屋ＴＣ） 田添・芳賀

木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） ４　１
耳塚　美香 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 木下・耳塚

姫路香洋子 （三萩野クラブ） ４　２
河原　智恵 （ビバＴＣ）
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一般の部コンソレーション
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吉岡かをる （ＴＴＣ）
中山　千春 （ＴＴＣ） 吉岡・中山

光富　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） ６　１
井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 関・山﨑

賀来　由起子 （若久TC） ６　３
吉田　小百合 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 関・山﨑

関　紀代子 （筑後の森TC） ６　２
山﨑　陽子 （コスモス古賀） 松本・宮島

出光　聡子 （テニスＤＩＶＯ） ６　３
吉元　里美 （門司ＬＴＣ） 大塚・東

大塚　さつき （ネクストワールド） ６　４
東　　清美 (テニスフレンズ) 松本・宮島

松本　淳子 （グリーンヒルズＩＴＳ） ６　３
宮島みゆき （テニスＤＩＶＯ） 松本・宮島

小川　さゆり （若久TC） ６　１
米里　真彩子 （西福岡ＴＣ） 金田・横溝

内田　優子 (Love & Fight) ６　３
西島　ゆか (Love & Fight) 宮崎・浜口

宮崎　貴子 （油山ＴＣ） ６　１
浜口　知子 （油山ＴＣ） 甲斐・小柳

大谷　道子 （オンザロード） ６　１
川口千佐子 （小倉ＬＴＣ） 甲斐・小柳

甲斐　　忍 （ＴＴＣ） ６　４
小柳　玲子 （グランディールＴＣ） 金田・横溝

花園　多恵子 （油山ＴＣ） ６　４
塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 日野・羽子田

日野　朋子 （スプラージ） ６　３
羽子田　朋子 （スプラージ） 金田・横溝

黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） ７　５
大谷　りえ （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 金田・横溝

金田　光子 （穴生ＴＣ） ６　２
横溝由紀子 （穴生ＴＣ）

関　紀代子 （筑後の森TC）
山﨑　陽子 （コスモス古賀） 関・山﨑

甲斐　　忍 （ＴＴＣ） ６　４
小柳　玲子 （グランディールＴＣ）

光富　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
井手口　安代 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 光富・井手口

賀来　由起子 （若久TC） W．O
吉田　小百合 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 光富・井手口

出光　聡子 （テニスＤＩＶＯ） ４　１
吉元　里美 （門司ＬＴＣ） 出光・吉元

小川　さゆり （若久TC） ４　３
米里　真彩子 （西福岡ＴＣ） 大谷・川口

内田　優子 (Love & Fight) ４　２
西島　ゆか (Love & Fight) 大谷・川口

大谷　道子 （オンザロード） ４　０
川口千佐子 （小倉ＬＴＣ） 大谷・川口

花園　多恵子 （油山ＴＣ） ４　３
塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 黒木・大谷

黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） ４　３
大谷　りえ （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
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50歳以上の部コンソレーション
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