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城下　理架 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 賀来　由起子 （若久TC）

安藤　真視 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 小森　晶子 （ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）

中村　ますみ （若久TC） 城下・安藤 西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 賀来・小森

平山　葉子 （西福岡ＴＣ） 安斎　宏美 （ ｉｆ　ＴＣ　）

松永　美保子 （テニスフレンズ） 西野　みさ （Love & Fight）

井上　信香 （Love & Fight） 佐藤　奈津子 （テニスフレンズ） 賀来・小森

84

矢野　陽子 （テニスフレンズ） 東　　清美 （テニスフレンズ）

森崎　歩 （エスタインドアTC） 岸原　直美 （スプラージ）

宅野　道子 （ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 白鳥　陽子 （久山テニス倶楽部） 東・岸原

渋田　恵 （久山テニス倶楽部） 矢野・森崎 本村　陽子 （久山テニス倶楽部）

藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 永留 恵里奈 （ Ｔタイム ）

志方　通子 （Love & Fight） 吉山　由里架 （フリー）

高田　久美 （ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）

小木曽　るりこ （ ＩＴS九州 ） 太田　香穂里 （スプラージ）

川村　華映 （九州国際ＴＣ）

松林　なおみ （油山ＴＣ） 末永　順子 （ハヌル） 太田・川村

上原　夕佳 （フリー） 佐藤　直子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

山内　里絵 （エスタインドアTC） 久浦　登代子 （大野城ＴＡ）

島田　奈穂美 （スプラージ） 松林・上原 竹本　恵美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 太田・川村

佐藤　マリ （バナナシェイク） 83

久保川　美智子 （三萩野クラブ） 黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

山﨑　陽子 （コスモス古賀） 木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 山田　秀子 （ ｉｆ　ＴＣ　） 平田・平松

横尾  真由美 （油山ＴＣ）

尾前　美香 （自由ヶ丘ＴＣ） 平田　尚美 （エスタインドアTC）

町田　将子 （スプラージ） 平松　美保子 （カサブランカ）

御手洗　明子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 尾前・町田

橋口　波子 （フリー） 枝松　利花 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

木下　智美 （ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 後藤　貴子 （スプラージ）

野見山 あずみ （若久TC） 尾前・町田 櫻井　智恵 （ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 枝松・後藤

81 中村　明美 （ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 小川　さゆり （若久TC）

八木　洋子 （エスタインドアTC） 内田　優子 （Love & Fight） 枝松・後藤

宮原　佳珠子 （大野城ＴＡ） 鈴木・八木 97

中山　牧子 （大野城ＴＡ） 菰田　久美 （エスタインドアTC）

山口　亮子 （スプラージ） 福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ）

片山　恵子 （スプラージ） 小田原　佳代 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 菰田・福田

吉村　弘美 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 大山　ちづる （久山テニス倶楽部）

山内　千雪 （エスタインドアTC） 羽子田　朋子 （スプラージ）

山脇　未央子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 陣内・山内

谷邨　和子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 吉岡　かをる （ＴＴＣ）

前原　春美 （油山ＴＣ） 日野　朋子 （スプラージ）

石原　明子 （ フォーライフ ） 陣内・山内 井上　いち子 （Love & Fight） 吉岡・日野

83 光山　史苗 （Love & Fight）

板東　すずこ （オーガストTC） 井口　三和 （ フォーライフ ）

北谷　桃子 （フリー） 田浦　めぐみ （テニスフレンズ） 宇治野・古賀

田中　智子 （フリー） 坂東・北谷 86

古賀　千代美 （カサブランカ） 宇治野　博子 （テニスフレンズ）

柴田　美豊恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 古賀　奈央 （ ＩＴS九州 ）

原田　久美子 （スプラージ） 田中　典子 （エスタインドアTC） 宇治野・古賀

水田　美和子 （エスタインドアTC）

肥山 つや子 （スプラージ）

上野　美樹 （Love & Fight）
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