
一般の部

１R ２R SF F

許斐智美 佐賀クラブ

中村晶子 佐賀グリーンＴＣ

許斐・中村

志岐　桂 ＴＣ三日月 ８１

諸岡規子 ＴＣ三日月 志岐・諸岡

土井智美 リョーユースポーツプラザ ８３

蒲原悦子 リョーユースポーツプラザ 許斐・中村

北脇　薫 リョーユースポーツプラザ ８２

釘本明美 リョーユースポーツプラザ 北脇・釘本

古川かおり チームＺＥＲＯ９ ８５

山口和子 ジョイパーク 北脇・釘本

林　恵子 ＩＴＳ九州 ８４

浦川みゆき ＳＵＭＣＯ 成瀬・金井田

成瀬敬子 太閤ＴＣ ８４

金井田真知恵 太閤ＴＣ 許斐・中村

塚原純子 リョーユースポーツプラザ ８６

関　嘉子 リョーユースポーツプラザ 木口・岩永

木口美香 SHAKE ８０

岩永みどり ジョイパーク 田中・野澤

８６

田中美紀 チームＺＥＲＯ９

野澤梨沙 チームＺＥＲＯ９ 津曲・藤田

深川淳子 Ｔ－ＣＬＵＢ ８６

中島恵子 リョーユースポーツプラザ 陣内・松野

陣内秀代 あっぷるみんと ８６

松野文代 ＭＴＣ 津曲・藤田

８５

津曲くみ ファインヒルズＴＣ シード

藤田美咲 ファインヒルズＴＣ １ 許斐・中村

２ 津曲・藤田
３ 田中・野澤
４ 北脇・釘本

3位決定戦

北脇　薫 リョーユースポーツプラザ

釘本明美 リョーユースポーツプラザ 田中・野澤

田中美紀 チームＺＥＲＯ９ 82

野澤梨沙 チームＺＥＲＯ９
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4 土井智美 リョーユースポーツプラザ

蒲原悦子 リョーユースポーツプラザ 林・浦川

古川かおり チームＺＥＲＯ９ 63

山口和子 ジョイパーク 林・浦川

林　恵子 ＩＴＳ九州 65 深川・中島

浦川みゆき ＳＵＭＣＯ 65

塚原純子 リョーユースポーツプラザ

関　嘉子 リョーユースポーツプラザ 深川・中島

深川淳子 Ｔ－ＣＬＵＢ 61

中島恵子 リョーユースポーツプラザ

志岐　桂 ＴＣ三日月

諸岡規子 ＴＣ三日月 志岐・諸岡

成瀬敬子 太閤ＴＣ ６５

金井田真知恵 太閤ＴＣ 陣内・松野

木口美香 Shake ６3

岩永みどり ジョイパーク 陣内・松野

陣内秀代 あっぷるみんと ６２

松野文代 ＭＴＣ
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１R ２R SF F

吉田洋子 伊万里テニスクラブ

沼田千鶴子 キロメキＴＣ

吉田・沼田

南　照美 Ｓhake ８４

守田政子 Ｓhake 秋吉・河野

秋吉ユキノ フランダース ８１

河野美智子 伊万里テニスクラブ 佐藤・深村

佐藤裕子 佐賀グリーンＴＣ ９７

深村典子 大和撫子

佐藤・深村

大島順子 リョーユースポーツプラザ ８３

石丸キヨ子 リョーユースポーツプラザ 大島順・石丸

土井啓子 グラスコート佐賀 ８３

瀬戸口篤子 グラスコート佐賀 佐藤・深村

對馬真粧美 あすかファミリー ８２

副島昌子 ラベンダー 大石・世戸

大石尚美 Ｓhake ８６

世戸たまみ Ｔ．Ｃ三日月 石橋・大島由

山崎遙子 伊万里テニスクラブ ８４

瀬戸口真理子 伊万里テニスクラブ 石橋・大島由

石橋順子 キロメキＴＣ ８４

大島由美子 キロメキＴＣ 石橋・大島由

井上典子 グラスコート佐賀 ８５

山本敦子 あすかファミリー 井上・山本

黒田和美 リボン ８６

村上須美 リボン 富田・牟田

８４

富田桂子 太閤ＴＣ シード

牟田ゆかり 太閤ＴＣ １ 吉田・沼田

２ 富田・牟田

３ 佐藤・深村

４ 石橋・大島(由）

3位決定戦

吉田洋子 伊万里テニスクラブ

沼田千鶴子 キロメキＴＣ 富田・牟田

富田桂子 太閤ＴＣ 98(3)

牟田ゆかり 太閤ＴＣ
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南　照美 Ｓhake

守田政子 Ｓhake 對馬・副島

土井啓子 グラスコート佐賀 62

瀬戸口篤子 グラスコート佐賀 對馬・副島

對馬真粧美 あすかファミリー 62 黒田・村上

副島昌子 ラベンダー 63

山崎遙子 伊万里テニスクラブ

瀬戸口真理子 伊万里テニスクラブ 黒田・村上

黒田和美 リボン 62

村上須美 リボン

大石尚美 Ｓhake

世戸たまみ Ｔ．Ｃ三日月 井上・山本

井上典子 グラスコート佐賀 ６３

山本敦子 あすかファミリー
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50歳以上　リコンソレ
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