
うらら杯レディーステニス大会２０１６ 一般の部　
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西川　睦子 チームありおか
古川　ルリ リョーユースポーツプラザ

西川・古川

田代　順 チームありおか 76（3）

内川　岱樺 リョーユースポーツプラザ 石橋・大島

石橋　順子 キロメキTC 60

大島　由美子 キロメキTC 堤・中川原

北脇　薫 リョーユースポーツプラザ 75

藤木　美和 フリー 北脇・藤木

大渕　真由美 あっぷるみんと 64

田村　さとみ ファインヒルズ 堤・中川原

63

堤　千賀 ファインヒルズ
中川原　光代 インフィニティ 佐藤・石橋

佐藤　裕子 佐賀グリーンテニスクラブ 61

石橋　あや 大和撫子

佐藤・石橋

白武　初穂 リョーユースポーツプラザ 62

中島　恵子 リョーユースポーツプラザ 白武・中島

木下　厚子 太閤テニスクラブ 62

黒田　和美 リボン 佐藤・石橋

守田　政子 Ｓｈａｋｅ 61

南　照美 Ｓｈａｋｅ 守田・南

石橋　智子 リョーユースポーツプラザ 64

徳島　恭子 フリー 秋吉・河野

60

秋吉　ユキノ フランダース
河野　美智子 伊万里テニスクラブ 松尾・藤田

相浦　英里子 ＴＣ三日月 62

野村　直美 ＴＣ三日月 相浦・野村

田中　美紀 チームＺＥＲＯ９ 76（6）

野澤　梨沙 チームＺＥＲＯ９ 相浦・野村

中元寺　亮子 フリー 64

関　恵理子 フリー 中元寺・関

大石　尚美 Ｓｈａｋｅ ＷＯ

木口　美香 Ｓｈａｋｅ 大澤・許斐

陣内　秀代 あっぷるみんと 63

清田　靖恵 リボン 大澤・許斐

大澤　佳余子 ＭＴＣ 61

許斐　智美 佐賀ローンテニスクラブ 大澤・許斐

60

服巻　玲子 太閤テニスクラブ
沼田　千鶴子 キロメキTC 松尾・藤田

浦川　加奈子 フランダース 64

伊東　由美 チームどりかむ

浦川・伊東

牟田　ゆかり 太閤テニスクラブ 76（3）

成瀬　敬子 太閤テニスクラブ 牟田・成瀬

西村　仁美 チームありおか 64 シード順
大津真由美 チームありおか 松尾・藤田 1 西川・古川
北川　まゆみ ジョイパーク 62 2 吉田・三戸谷
樋口　直子 佐賀グリーンテニスクラブ 松尾・藤田 3 佐藤・石橋あ
松尾　佳奈 インフィニティ 75 4 服巻・沼田
藤田　美咲 ファインヒルズ 松尾・藤田 5 浦川・伊東

61 6 堤・中川原
7 相浦・野村

吉田　洋子 伊万里テニスクラブ 8 秋吉・河野
三戸谷　晴美 佐賀グリーンテニスクラブ
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堤　千賀 ファインヒルズ
中川原　光代 インフィニティ 大澤・許斐

大澤　佳余子 ＭＴＣ 62
許斐　智美 佐賀ローンテニスクラブ

コンソレーション

田代　順 チームありおか
内川　岱樺 リョーユースポーツプラザ 大渕・田村

大渕　真由美 あっぷるみんと 61

田村　さとみ ファインヒルズ 大渕・田村

木下　厚子 太閤テニスクラブ 61 中元寺・関

黒田　和美 リボン 61

石橋　智子 リョーユースポーツプラザ
徳島　恭子 フリー
田中　美紀 チームＺＥＲＯ９ 中元寺・関

野澤　梨沙 チームＺＥＲＯ９ 中元寺・関 60

中元寺　亮子 フリー 65

関　恵理子 フリー 吉田・三戸谷

對馬　真粧美 あすかファミリー 62

木口　美香 Ｓｈａｋｅ 對馬・木口

陣内　秀代 あっぷるみんと 64 服巻・沼田

清田　靖恵 リボン 62

服巻　玲子 太閤テニスクラブ
沼田　千鶴子 キロメキTC
西村　仁美 チームありおか 吉田・三戸谷

大津真由美 チームありおか 西村・大津 64

北川　まゆみ ジョイパーク 62

樋口　直子 佐賀グリーンテニスクラブ 吉田・三戸谷

吉田　洋子 伊万里テニスクラブ 60

三戸谷　晴美 佐賀グリーンテニスクラブ

リ・コンソレ

北脇　薫 リョーユースポーツプラザ

藤木　美和 フリー 北脇・藤木

白武　初穂 リョーユースポーツプラザ 61

中島　恵子 リョーユースポーツプラザ 北脇・藤木

守田　政子 Ｓｈａｋｅ 64

南　照美 Ｓｈａｋｅ 石橋・大島

石橋　順子 キロメキTC 62

大島　由美子 キロメキTC
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うらら杯レディーステニス大会　２０１６

A 1 2 3 勝敗 勝敗

木浦　フジエ 佐賀グリーンテニスクラブ

樋口　法子 大和撫子

西村　幸代 鳥栖ＭＡＸ

山田　美香子 鳥栖ＭＡＸ

土井　啓子 グラスコート佐賀

福田　敦子 あっぷるみんと

試合順　　１－２　　２－３　　１－３　　

B 1 2 3 勝敗 勝敗

穎原　　啓子 グラスコート佐賀

花浦　満子 佐賀グリーンテニスクラブ

増本　美枝子 フリー

山崎　遥子 伊万里テニスクラブ

山口　すま子 ラベンダー

鶴澤　万千子 グラスコート佐賀

試合順　　１－２　　２－３　　１－３　　
シード
1 木浦・樋口
2 頴原・花浦

優勝決定戦

木浦　フジエ 佐賀グリーンテニスクラブ

樋口　法子 大和撫子 穎原・花浦

穎原　　啓子 グラスコート佐賀 63

花浦　満子 佐賀グリーンテニスクラブ

コンソレーション

リーグ2位

西村　幸代 鳥栖ＭＡＸ

山田　美香子 鳥栖ＭＡＸ 西村・山田

増本　美枝子 フリー 64

山崎　遥子 伊万里テニスクラブ

リーグ3位

土井　啓子 グラスコート佐賀

福田　敦子 あっぷるみんと 土井・福田

山口　すま子 ラベンダー 64

鶴澤　万千子 グラスコート佐賀
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65歳以上の部　　
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