
    ソニー生命カップ 第３７回全国レディーステニス大会　　佐賀県大会      
１R ２R QF ＳＦ Ｆ

1
菊地　千恵子 インフィニティ
石橋　あや 大和撫子

2 bye
菊地・石橋

3
大友　麻美 太閤テニスクラブ 61、60
小形　和子 　　〃 佐藤・田村

4
佐藤　直子 チームアリオカ 63、62
田村　さとみ ファインヒルズ 菊地・石橋

5
宇曽　マリア 伊万里テニスクラブ 61、61
大島　由美子 キロメキ 宇曽・大島

6
松尾　由美 ミント 60、60
永田　久美子 〃 佐藤・深村

7
井上　典子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀 63、75
山本　敦子 あすかﾌｧﾐﾘｰ 佐藤・深村

8
深村　典子 大和撫子 62、60
佐藤　裕子 佐賀グリーンテニスクラブ 菊地・石橋

9
野口　こずえ 伊万里テニスクラブ 61、60
松尾　佳奈 インフィニティ

10 bye
野口・松尾

11
松尾　あけみ ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 61、60
釘本　明美 　　〃 清田・黒田

12
清田　靖恵 リボン 62、63
黒田　和美 　〃 野口・松尾

13
志岐　桂 ＴＣ三日月 63、64
諸岡　規子 　　〃 志岐・諸岡

14
木下　厚子 太閤テニスクラブ 75、61
花浦　満子 佐賀ｸﾞﾘｰﾝテニスクラブ 木口・岩永

15 bye
63、64

16
木口　美香 ＳＨＡＫＥ

岩永　みどり ジョイパーク 菊地・石橋

17
服巻　玲子 太閤テニスクラブ 61、62

三戸谷　晴美 佐賀グリーンテニスクラブ 服巻・三戸谷

18
山口　和子 フリー 60、64
古川　かおり チームＺＥＲＯ9 服巻・三戸谷

19
池上　純子 ﾌﾘｰ 63、67(7）RET
冨田　桂子 太閤テニスクラブ 池上・富田

20
北脇　薫 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ＴＳ 62、64
藤木　美和 　　　〃 堤・中川原

21
眞﨑　千加子 佐賀グリーンテニスクラブ 63、75
芦原　真由美 大和クラブ 眞﨑・芦原

22
金井田真知恵 太閤テニスクラブ 76（１）、75
成瀬　敬子 　　〃 堤・中川原

23 bye
42RET

24
堤　　千賀 ファインヒルズ
中川原　光代 インフィニティ 相浦・野村

25
牟田　ゆかり 太閤テニスクラブ 75、64
河野　美智子 伊万里テニスクラブ 牟田・河野

26
對馬　真粧美 あすかﾌｧﾐﾘｰ 61、64
坂井　直子 ラベンダー 相浦・野村

27
山﨑　遙子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 63、60
瀬戸口真理子 　　〃 相浦・野村

28
相浦　英里子 ＴＣ三日月 61、60
野村　直美 　　〃 相浦・野村

29
中島　嘉江 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 62、64 シード順
松田　小百合 　　〃 石田・行武 1 菊地・石橋

30
石田　多見子 フランダース 75、60 2 白武・津曲

行武　祐子 　　〃 白武・津曲 3 野口・松尾

31 bye
60、62 4 堤・中川原

5 服巻・三戸谷

32
白武　初穂 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ ～深村・佐藤

津曲　くみ ファインヒルズ 牟田・河野

8 木口・岩永

3位決定

野口　こずえ 伊万里テニスクラブ
松尾　佳奈 インフィニティ 野口・松尾
堤　　千賀 ファインヒルズ 26、60，10－3
中川原　光代 インフィニティ

コンソレ

3
大友　麻美 太閤テニスクラブ
小形　和子 　　〃 大友・小形

6
松尾　由美 ミント 75
永田　久美子 〃 井上・山本

7
井上　典子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀 63 大友・小形
山本　敦子 あすかﾌｧﾐﾘｰ 61

11
松尾　あけみ ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ
釘本　明美 　　〃 木下・花浦

14
木下　厚子 太閤テニスクラブ 76（3）
花浦　満子 佐賀ｸﾞﾘｰﾝテニスクラブ 金井田・成瀬

18
山口　和子 フリー 64
古川　かおり チームＺＥＲＯ9 山口・古川

20
北脇　薫 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ＴＳ 63 金井田・成瀬
藤木　美和 　　　〃 61

22
金井田真知恵 太閤テニスクラブ
成瀬　敬子 　　〃 金井田・成瀬

26
對馬　真粧美 あすかﾌｧﾐﾘｰ 60
坂井　直子 ラベンダー 對馬・坂井

27
山﨑　遙子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 61
瀬戸口真理子 　　〃 中島・松田

29
中島　嘉江 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 63
松田　小百合 　　〃

リコンソレ

4
佐藤　直子 チームアリオカ
田村　さとみ ファインヒルズ 佐藤・田村

5
宇曽　マリア 伊万里テニスクラブ RET
大島　由美子 キロメキ 宇曽・大島

12
清田　靖恵 リボン 63 佐藤・田村
黒田　和美 　〃 62

13
志岐　桂 ＴＣ三日月
諸岡　規子 　　〃 志岐・諸岡

30
石田　多見子 フランダース 62
行武　祐子 　　〃 志岐・諸岡

25
牟田　ゆかり 太閤テニスクラブ WO
河野　美智子 伊万里テニスクラブ
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