
１R QF SF F

石井　幸子 (テニスフレンズ)

川口　清美 (テニスフレンズ) 石井・川口

有本　洋子 (テニスフレンズ) 75

高山　舞子 （油山ＴＣ） 石井・川口

畑田節子 （グローバルアリーナ） 64

西尾展恵 （坂村TA) 畑田・西尾

矢野　陽子 (テニスフレンズ) 63

町田　将子 （スプラージ） 石井・川口

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

加藤　智美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 61

太田　香穂里 （スプラージ） 安部・竹ノ脇

安部智美 （エスタインドアＴＣ) 62

竹ノ脇直美 （ＴＴＣ) 安部・竹ノ脇

内田　優子 (Love & Fight) 61

加藤　和代 (バナナシェイク) 石井・川口

松本早苗 （新日鐵住金八幡） ７６（４）

松本淳子 （グリーンヒルズITS) 松本・松本

東　　清美 (テニスフレンズ) 60

岸原　直美 （スプラージ） 近藤・久野

松山絹恵 （ＴＴＣ) 60

増本尚子 （テニスＤＩＶＯ） 近藤・久野

近藤　弘美 (テニスフレンズ) 60

久野　美貴子 (テニスフレンズ) 楠田・只安

松林　なおみ （油山ＴＣ） 61

新原　彩 (テニスフレンズ) 松林・新原

諸熊　久美子 (テニスフレンズ) 75

八木　洋子 （スプラージ） 楠田・只安

斉藤麻佐子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 61

松本　真奈美　 (テニスフレンズ) 楠田・只安

楠田　千恵 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 62

只安　舞子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

１R SF F

有本　洋子 (テニスフレンズ)
高山　舞子 （油山ＴＣ） 有本・高山

矢野　陽子 (テニスフレンズ) 41

町田　将子 （スプラージ） 有本・高山

加藤　智美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 40

太田　香穂里 （スプラージ） 加藤・太田

内田　優子 (Love & Fight) 42

加藤　和代 (バナナシェイク) 有本・高山

東　　清美 (テニスフレンズ) 64

岸原　直美 （スプラージ） 松山・増本

松山絹恵 （ＴＴＣ) 40

増本尚子 （テニスＤＩＶＯ） 斉藤・松本

諸熊　久美子 (テニスフレンズ) 41

八木　洋子 （スプラージ） 斉藤・松本

斉藤麻佐子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 43

松本　真奈美　 (テニスフレンズ)
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１R QF SF F

藤本　恵子 (エスタインドアTC)
水田　美和子 (エスタインドアTC) 折田・塩田

折田料子 （テニスＤＩＶＯ） 64

塩田有紀 （テニスＤＩＶＯ） 折田・塩田

加藤　麗 (エスタインドアTC) 60

吉田　咲子 (エスタインドアTC) 豊福・柴田

豊福　由美子 (大野城ＴＡ) 60

柴田 恭代 ( ｉｆ　ＴＣ　) 折田・塩田

本村　陽子 （久山テニス倶楽部） 75

徳永　美鶴 （久山テニス倶楽部） 本村・徳永

仲田朱美 （豊々クラブ） 63

村田紀美子 （TS.TRY) 蓑田・大松

金子良江 （テニスＤＩＶＯ） 75

坂田真奈美 （穴生ＴＣ） 蓑田・大松

蓑田実枝 （テニスＤＩＶＯ） 64

大松淳子 （テニスＤＩＶＯ）

１R SF F

藤本　恵子 (エスタインドアTC)
水田　美和子 (エスタインドアTC) 藤本・水田

加藤　麗 (エスタインドアTC) W.O.

吉田　咲子 (エスタインドアTC) 藤本・水田

仲田朱美 （豊々クラブ） 40

村田紀美子 （TS.TRY) 仲田・村田

金子良江 （テニスＤＩＶＯ） 43

坂田真奈美 （穴生ＴＣ）

１R QF SF F

佐藤敦子 （オーガストＴＣ）
木田嘉子 （オーガストＴＣ） 首藤・出光

首藤美津子 （北九州TC) 63

出光聡子 （テニスDIVO) 光富・井手口

光富　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 63

井手口　安代 （藍ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 光富・井手口

冨永　智恵美 ( NC-TC ) 61

柴田　美子 （スプラージ） 光富・井手口

神田美幸 （TUNC) 75

村山悟子 （田川テニスクラブ） 神田・村山

原田　久美子 （スプラージ） 64

柴田　美豊恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 神田・村山

川上　洋子 （ 福間ＴＣ ） 64

福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ） 赤瀬・執行

赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 60

執行　寿子 （ ハッカー ｸﾗﾌﾞ）

１R SF F

佐藤敦子 （オーガストＴＣ）
木田嘉子 （オーガストＴＣ） 佐藤・木田

冨永　智恵美 ( NC-TC ) 43

柴田　美子 （スプラージ） 川上・福田

原田　久美子 （スプラージ） 41

柴田　美豊恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 川上・福田

川上　洋子 （ 福間ＴＣ ） 40

福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ）
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55歳以上ｸﾗｽの部決勝トーナメント
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初中級ｸﾗｽの部決勝トーナメント
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