
第１０回ピンクリボン　レディース　テニス大会　佐賀県大会　一般の部  
１R ２R ３R SF F

1
糸山　ゆみ子 インフィニティ

頴原　啓子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

糸山・頴原

2
江口　寿美子 リョーユースポーツプラザ 82

小峯　明子 リョーユースポーツプラザ

江口寿・小峯

3
対馬　真粧美 大和撫子 85 糸山・頴原

向井　紀子 あっぷるみんと 84

4
諸岡　規子 ＴＣ三日月

志岐　桂 ＴＣ三日月

諸岡・志岐

5
木口　美香 ｓｈａｋｅ 80

貞富　千里 リョーユースポーツプラザ

堤・服巻

6
城野　扶美子 キロメキ 85

大石　尚美 ｓｈａｋｅ

城野・大石

7
山口　すま子 ラベンダー 97

久保　さやか ラベンダー

片山・小形

8
片山　順子 太閤テニスクラブ 81

小形　和子 太閤テニスクラブ 堤・服巻

86

9
瀬戸口　篤子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

吉岡　明美 ラベンダー

堤・服巻

10
堤　千賀 ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞ 81

服巻　玲子 太閤テニスクラブ

11
守田　政子 ｓｈａｋｅ 堤・服巻

南　　照美 ｓｈａｋｅ 守田・南 84

84

12
岩永　みどり ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ＴＳ

関　　嘉子 リョーユースポーツプラザ

築山・横山

13
内田　千佳 ミント 85

林　　　恵子 チームアリオカ

河谷・木下

14
河谷　恵美 フリー 86

木下　厚子 太閤テニスクラブ 築山・横山

86

15
築山　文枝 太閤テニスクラブ

横山　久仁子 太閤テニスクラブ 相浦・野村

85

16
陣内　秀代 あっぷるみんと

村上　須美 リボン 陣内・村上

82

17
田代　順 チームアリオカ

中尾　蘭子 ＴＣ三日月

ｼｰﾄﾞ順

18
金井田　真知恵 太閤テニスクラブ 相浦・野村 1 糸山・頴原

成瀬　敬子 太閤テニスクラブ 84 2 相浦・野村

金井田・成瀬 3 築山・横山

19
永沢　直美 ミント 86 4 城野・大石

永田　久美子 ミント 相浦・野村 5 守田・南

84

～

堤・服巻

20
相浦　英理子 ＴＣ三日月 陣内・村上

野村　直美 ＴＣ三日月 8 木口・貞富

3位決定

糸山　ゆみ子 インフィニティ

頴原　啓子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

糸山・頴原

築山　文枝 太閤テニスクラブ ＷＯ

横山　久仁子 太閤テニスクラブ



一般　コンソレ

1
対馬　真粧美 大和撫子
向井　紀子 あっぷるみんと 木口・貞富

61
2 木口　美香 ｓｈａｋｅ

貞富　千里 リョーユースポーツプラザ 木口・貞富
63

3 山口　すま子 ラベンダー
久保　さやか ラベンダー

瀬戸口・吉岡

4 瀬戸口　篤子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 75
吉岡　明美 ラベンダー 木口・貞富

61
5 岩永　みどり ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ＴＳ

関　　嘉子 リョーユースポーツプラザ 内田・林
61

6 内田　千佳 ミント
林　　　恵子 チームアリオカ

7 田代　順 チームアリオカ 永沢・永田
中尾　蘭子 ＴＣ三日月 65

永沢・永田
8 永沢　直美 ミント 63

永田　久美子 ミント



ﾞ

第１０回　ピンクリボンレディーステニス大会　50歳以上の部　

Ａ 1 2 3 4 勝敗 順位

1
脇山　嘉重子 太閤テニスクラブ

75 60 62 3-0 1
富田　桂子 太閤テニスクラブ

2
秋吉　ユキノ フランダース

57 63 62 2-1 2
前山　京子 チームＺＥＲＯ９

3
吉村 雅乃 太閤テニスクラブ

06 36 16 0-3 4
西津　博子 MTC

4
樋口　法子 大和撫子

26 26 61 1-2 3
宇曽　マリア 伊万里テニスクラブ

Ｂ 1 2 3 4 勝敗 順位

1
河野　美智子 伊万里テニスクラブ

61 62
76

3-0 1
花浦　満子 佐賀グリーン （4）

2
江口　恵子 リボン

16 57 16 0-3 4
行武　祐子 フランダース

3
山崎　遙子 伊万里テニスクラブ

26 75 63 2-1 2
石田　多見子 チームＺＥＲＯ９

4
井上　典子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ﾃﾆｽｸﾗﾌ 67

62 36 1-2 3
山本　敦子 あすかファミリー （4）

シード順
1 脇山・富田

決勝 2 河野・花浦

Ａ
脇山　嘉重子 太閤テニスクラブ
富田　桂子 太閤テニスクラブ 河野・花浦

Ｂ
河野　美智子 伊万里テニスクラブ 63
花浦　満子 佐賀グリーン

３位決定

Ａ
秋吉　ユキノ フランダース
前山　京子 チームＺＥＲＯ９ 秋吉・前山

Ｂ
山崎　遙子 伊万里テニスクラブ 76
石田　多見子 チームＺＥＲＯ９ （1）

５０歳以上の部　コンソレ

1
樋口　法子 大和撫子
宇曽　マリア 伊万里テニスクラブ 樋口・宇曽

62

2
江口　恵子 リボン
行武　祐子 フランダース

樋口・宇曽

3
吉村 雅乃 太閤テニスクラブ 64
西津　博子 MTC

井上・山本

4
井上　典子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀 60
山本　敦子 あすかファミリー
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