
ソニー生命カップ第42回全国レディーステニス大会 福岡県予選　北九州会場結果

　▼ オープンクラス 　▼ チャレンジクラス

西尾 展恵 (坂村TA) 田中 京子 (三萩野クラブ)

青木 里佳 (北九州ウエスト) 蓑田 実枝 (テニスDIVO)

木村 京子 (テニスDIVO) 國分 展代 （田川テニスクラブ） 田中・蓑田

大石 節子 (テニスDIVO) 西尾・青木 西畑 美千代 (豊前クラブ)

尾形 尚美 (日本製鉄八幡) 竹内 かおり (グリーンヒルズITS)

廣吉 陽子 （北九州ウエスト） 猿渡 幹子 (舞ヶ丘TC)

小山 美江 (穴生TC) 田中・蓑田

松本 雅代 (北九州ウエスト) 竹中 直子 （グローバルアリーナ） 64

松尾 聡子 (舞ヶ丘TC)

松山 絹恵 (TTC) 吉田 利枝 （田川テニスクラブ）

今岡 真理 (日本製鉄八幡) 折田 料子 (テニスDIVO) 西藤・平松

近藤 容代 (小倉LTC) 山本 文子 (三萩野クラブ)

高野 真理子 (青山クラブ) 上田・渡辺 宮本 こだま (TS.TRY)

上田 智美 (グリーンヒルズITS) 西藤 里絵子 (グランデイールTC)

渡辺 久美子 (グリーンヒルズITS) 平松 弓子 (グランデイールTC)

板東　すずこ (オーガストTC）

金森　博美 （ 舞ヶ丘TC ） 久壽米木 るみ子 (オーガストTC)

因幡 亮子 （芦屋TC）

河原 智恵 (テニスDIVO) 江口 美津子 (ネクストワールド) 久壽米木・因幡

塩田  有紀 (テニスDIVO) 前田 実千子 (三萩野クラブ)

橋爪 智子 (舞ヶ丘TC) 百田 由貴子 （グローバルアリーナ）

大松 淳子 (テニスDIVO) 河原・塩田 藤本 涼子 (坂村TA) 久壽米木・因幡

辰元 千夏 （オンザロード） 63

小庄司 康江 （オンザロード） 大羽 和重 （田川テニスクラブ）

松本 淳子 (テニスDIVO) 竹山 裕子 (坂村TA)

松本 早苗 (日本製鉄八幡) 春名 美穂 (テニスDIVO) 榊・渡辺

田﨑 英子 (テニスDIVO)

芳賀 陽子 （芦屋TC） 榊 華奈 （TTC）

河本 満理 (オーガストTC) 渡辺 貴子 （TTC）

長柴 香織 (テニスDIVO)

中山 敏子 (ビバTC) 諸熊・道中 近藤 裕子 (北九州ウエスト)

吉岡　かをる (TTC) 善明 朋子 （岡垣クラブ）

村山　悟子 (田川テニスクラブ) 西村 真由美 (坂村TA) 近藤・善明

諸熊 久美子 (テニスフレンズ) 原田 真奈美 (坂村TA)

道中 ゆかり (オーガストTC) 安田 宏枝 （田川テニスクラブ）

山田 陽子 （田川テニスクラブ） 田所・小手川

63

田所 美里 (三萩野クラブ)

小手川 陽子 (グローバルアリーナ)

川本 弥生 (クボッターズ) 田所・小手川

小手川 賀子 (クボッターズ)

本田 久実 (テニスDIVO)

黒木 加代子 (テニスDIVO)

木村 美由紀 (ビバTC)

村田 紀美子 (TS.TRY)

福澤 明美 (テニスDIVO) 木村・村田

近藤 圭子 （田川テニスクラブ）

玉嵜 詠子 （グローバルアリーナ）

園田 和代 （グローバルアリーナ） 梅田・金子

60

梅田 明日香 (北九州ウエスト)

金子 良江 (テニスDIVO)

髙松 麻美子 (TS.TRY) 梅田・金子

桑原 由美子 (TS.TRY)

梅本 佳代 （小倉LTC）

藤田 恵美子 （オンザロード）
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