
　　第１０回　楠の花オータムテニストーナメント

② 一般の部 １R ２R QF ＳＦ Ｆ
　佐藤　裕子    佐賀グリーンテニスクラブ
　古川　ルリ  　リョーユースポーツプラザ

佐藤・古川
　釘本　明美  　リョーユースポーツプラザ 84
　北脇　薫 　　　　　〃 釘本・北脇
  千々波　さとみ  大和テニスクラブ 84
　宗　　映子  伊万里テニスクラブ 甲斐・乗田
　奥　由紀子 　ラベンダー 84
　河野　美智子  伊万里テニスクラブ

甲斐・乗田
83

　甲斐　倫子 　鹿島クラブ
　乗田　沙紀  　ファインヒルズＴＣ 甲斐・乗田
　中島　恵子  　リョーユースポーツプラザ 82
　白武　初穂 　　　　　〃

中島・白武
　古川　かおり 　 チームＺＥＲＯ９ 85
　陣内　秀代 　あっぷるみんと

相浦・野村
　大石　尚美 　Ｓｈａｋｅ 85
　林　　恵子 　　〃

相浦・野村
84

　相浦　英里子 　 ＴＣ三日月
　野村　直美 　　　〃 津曲・鶴田
　宇曽　マリア 　伊万里テニスクラブ 97
　西川　睦子 　チームありおか

宇曽・西川
81

　永田　久美子 　大和テニスクラブ
　岩永　みどり 　Ｓｈａｋｅ 津曲・鶴田
　南　照美 　　Ｓｈａｋｅ 86
　世戸　たまみ 　　ＴＣ三日月 南・世戸
　香畑　順子  太閤テニスクラブ 86
　古館　弘子 　　　〃 津曲・鶴田

82

　津曲　くみ  　ファインヒルズＴＣ
　鶴田　美咲 　　　　　〃 津曲・鶴田
　藤木　美和 　佐賀グリーンテニスクラブ 82
　江口　聡子 　　　〃

藤木・江口
82

　木下　厚子  太閤テニスクラブ シード順
　成瀬　敬子 　　　〃 石橋・菊地 1　佐藤・古川ル
　田中　美紀 　 チームＺＥＲＯ９ 97 2　石橋・菊地
　大津　真由美 　チームありおか 大友・川添 3　中島・白武
　大友　麻美  太閤テニスクラブ 85 4　津曲・鶴田
　川添　誠子 　　　〃 石橋・菊地 5　相浦・野村

81 6　甲斐・乗田
7　藤木・江口

　石橋　あや  　大和撫子 8　中川原・服巻
　菊地　千恵子  　インフィニティ 9  宇曽・西川
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３位決定
　相浦　英里子 　 ＴＣ三日月

　野村　直美 　　　〃 石橋・菊地
　石橋　あや  　大和撫子 81
　菊地　千恵子  　インフィニティ

コンソレーション
  千々波　さとみ  大和テニスクラブ
　宗　　映子  伊万里テニスクラブ 奥・河野
　奥　由紀子 　ラベンダー 63
　河野　美智子  伊万里テニスクラブ 大石・林
　古川　かおり 　 チームＺＥＲＯ９ 61
　陣内　秀代 　あっぷるみんと 大石・林
　大石　尚美 　Ｓｈａｋｅ 63
　林　　恵子 　　〃 岩永・永田
　永田　久美子 　大和テニスクラブ 65
　岩永　みどり 　Ｓｈａｋｅ 岩永・永田
　香畑　順子  太閤テニスクラブ 64
　古館　弘子 　　　〃 岩永・永田
　木下　厚子  太閤テニスクラブ 63
　成瀬　敬子 　　　〃 田中・大津
　田中　美紀 　 チームＺＥＲＯ９ 65
　大津　真由美 　チームありおか

リコンソレーション
　佐藤　裕子    佐賀グリーンテニスクラブ

　古川　ルリ  　リョーユースポーツプラザ 佐藤・古川
　南　照美 　　Ｓｈａｋｅ 60
　世戸　たまみ 　　ＴＣ三日月

　釘本　明美  　リョーユースポーツプラザ 佐藤・古川
　北脇　薫 　　　　　〃 釘本・北脇 61
　大友　麻美  太閤テニスクラブ 61
　川添　誠子 　　　〃 釘本・北脇
　中島　恵子  　リョーユースポーツプラザ 65
　白武　初穂 　　　　　〃
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   第１０回　楠の花オータムテニストーナメント
2020.10.25　森林公園テニスコート

① 初級者の部

1 2 3 勝敗 順位
　栗山　三枝子 　フランダース

　中島　ちづる 　　　〃

　梶山　智津  太閤テニスクラブ

　北野　美麗 　　　〃

　田代　和子  伊万里テニスクラブ

　松永　真理 　　　〃

試合順　　１-２　　２－３　　１-３

③ ベテランの部

1 2 3 勝敗 順位
　北川　みゆき  　あすかファミリー

　山本　敦子 　　　〃

  前山　京子 　 チームＺＥＲＯ９

  香月　恵子 　　　〃

　本島　恵子 　木下庭球塾

　瀬戸口真理子 　伊万里テニスクラブ

試合順　　１-２　　２－３　　１-３

初級者・壮年親睦テニス
１位

　北川　みゆき  　あすかファミリー
　山本　敦子 　　　〃
　栗山　三枝子 　フランダース

　中島　ちづる 　　　〃

２位
　本島　恵子 　木下庭球塾

　瀬戸口真理子 　伊万里テニスクラブ
　梶山　智津  太閤テニスクラブ
　北野　美麗 　　　〃

３位
  前山　京子 　 チームＺＥＲＯ９

  香月　恵子 　　　〃
　田代　和子  伊万里テニスクラブ
　松永　真理 　　　〃
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