
１R QF SF F

尾前　美香 （自由ヶ丘テニスクラブ） 尾前
道中　ゆかり （オーガストTC) 道中

陣内　美和 （コロニーグローブ） 63 石田
大山　ちづる （久山テニス倶楽部） 青木

太田　香穂里 （スプラージ） 石田 63
川村　華映 （Tタイム） 青木

石田　みゆき （コロニーグローブ） 60 石田

青木　里佳 （北九州ウエスト） 青木

芳賀　陽子 （芦屋TC) 板東 85
諸熊　久美子 （テニスフレンズ） 長野

板東　すずこ （オーガストTC) ７６（２） 板東

長野　麻美 （門司LTC) 長野

後藤　貴子 （スプラージ） 松永 61
町田　将子 （スプラージ） 井上

松永　美保子 （テニスフレンズ） 61 石田
井上　信香 （Love＆Fight) 青木

L.L 山内　千雪 （エスタインドアTC) 金森 82

9 小山　美江 （穴生TC) 橋爪

金森　博美 （舞ヶ丘TC) 64 金森
橋爪　智子 （舞ヶ丘TC) 橋爪

大茂　繭子 （オーガストTC) 河原 63
蓑田　実枝 （テニスDIVO) 塩田

河原　智恵 （テニスDIVO) 60 仲間

塩田　有紀 （テニスDIVO) 木場田

安東　恵利香 （田川テニスクラブ） 安東 97
久良知　瞳 （田川テニスクラブ） 久良知

蕗谷　佐知子 (コスモス古賀） 63 仲間

竹内　由紀子 (グローバルアリーナ） 木場田

高田　久美予 （ファミリークラブ） 仲間 62
吉岡　かをる （T T C) 木場田

仲間　さゆり （三萩野クラブ） 62
木場田　美津子 （オーガストTC)

板東　すずこ （オーガストTC) 板東
長野　麻美 （門司LTC) 長野

10 金森　博美 （舞ヶ丘TC) 61
橋爪　智子 （舞ヶ丘TC)

陣内　美和 （コロニーグローブ） 太田

大山　ちづる （久山テニス倶楽部） 川村

太田　香穂里 （スプラージ） 65 太田

川村　華映 （Tタイム） 川村

芳賀　陽子 （芦屋TC) 芳賀 63

諸熊　久美子 （テニスフレンズ） 諸熊

後藤　貴子 （スプラージ） 64 高田

町田　将子 （スプラージ） 吉岡

山内　千雪 （エスタインドアTC) 大茂 62

小山　美江 （穴生TC) 蓑田

大茂　繭子 （オーガストTC) 64 高田

蓑田　実枝 （テニスDIVO) 吉岡

蕗谷　佐知子 (コスモス古賀） 高田 64

竹内　由紀子 (グローバルアリーナ） 吉岡

高田　久美予 （ファミリークラブ） 65

吉岡　かをる （T T C)
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１R QF SF F

高瀬アメリア （コロニーグローブ） 小庄司

山﨑　陽子 （コスモス古賀） 辰元

小庄司　康江 （オンザロード） ７６（２） 小庄司

辰元　千夏 （オンザロード） 辰元

角田　久美恵 （ネクストワールド） 亀井 63

田中　エイ子 （北九州ウエスト） 牟田

亀井　浩美 （大野城TA) 63 西嶋

牟田　麻由美 （大野城TA) 本田

村山　悟子 （田川テニスクラブ） 片山 86

神田　美幸 （TUNC) 圓山

片山　幸代 （スプラージ） 61 西嶋

圓山　くるみ （ロイヤルグリーン） 本田

藤野　睦子 （クリーンビレッジ） 西嶋 63

井手口　安代 （プランタン） 本田

西嶋　月美 （コスモス古賀） 61 松本

本田　真紀子 （スプラージ） 松本

鈴木　裕子 （コロニーグローブ） 松本 81

八木　洋子 （エスタインドアTC) 松本

松本　早苗 (新日鐵住金八幡） 63 松本

松本　淳子 （グリーンヒルズITS) 松本

川口　千佐子 （小倉LTC) 金田 64

大谷　道子 （オンザロード） 横溝

金田　光子 （穴生TC) 61 松本

横溝　由紀子 （穴生TC) 松本

日野　朋子 （スプラージ） 日野 86

羽子田　朋子 （スプラージ） 羽子田

原田　久美子 （スプラージ） 64 福田

柴田　美豊恵 （ファミリークラブ） 河野

鶴﨑　尚子 （フィーリング） 福田 60

佐藤　純子 （ロイヤルグリーン） 河野

福田　実千江 （自由ヶ丘TC) 63

河野　美津子 （福間TC)

小庄司　康江 （オンザロード） 福田

辰元　千夏 （オンザロード） 河野

福田　実千江 （自由ヶ丘TC) 75
河野　美津子 （福間TC)

高瀬アメリア （コロニーグローブ） 高瀬

山﨑　陽子 （コスモス古賀） 山崎

角田　久美恵 （ネクストワールド） 63 高瀬

田中　エイ子 （北九州ウエスト） 山崎

村山　悟子 （田川テニスクラブ） 村山 62

神田　美幸 （TUNC) 神田

藤野　睦子 （クリーンビレッジ） 64 高瀬

井手口　安代 （プランタン） 山崎

鈴木　裕子 （コロニーグローブ） 鈴木 63

八木　洋子 （エスタインドアTC) 八木

川口　千佐子 （小倉LTC) w.o 鈴木

大谷　道子 （オンザロード） 八木

原田　久美子 （スプラージ） 鶴崎 63

柴田　美豊恵 （ファミリークラブ） 佐藤

鶴﨑　尚子 （フィーリング） 63

佐藤　純子 （ロイヤルグリーン）
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