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松本　佳奈 インフィニティ
黒川　由美子 ファインヒルズＴＣ

松本・黒川
服巻　玲子 太閤テニスクラブ 63　60
築山　文枝 太閤テニスクラブ 服巻・築山
黒田　和美 リボン 67（5）64 10-5
今釜　由美 フリー 松本・黒川
向井　紀子 あっぷるみんと 60　62
久保　さやか ラベンダー 秋吉・河野
秋吉　ユキノ フランダース 36　63　10-6
河野　美智子 伊万里テニスクラブ 釘本・白武

62　60

釘本　明美 リョーユースポーツプラザ

白武　初穂 リョーユースポーツプラザ 松本・黒川
相浦　英里子 ＴＣ三日月 75 61
野村　直美 ＴＣ三日月

相浦・野村
行武　祐子 フランダース 61　62
窪谷　智子 フランダース 大石・清田
大石　尚美 Ｓｈａｋｅ 26　76（5）12-10
清田　靖恵 リボン 北脇・藤木
大島　由美子 キロメキＴＣ 61　64
沼田　千鶴子 キロメキＴＣ 大島・沼田
千々波　さとみ 大和クラブ 60　31RET
徳廣　紗百合 大和クラブ 北脇・藤木
小形　和子 太閤テニスクラブ 76（4）63
成瀬　敬子 太閤テニスクラブ 北脇・藤木
北脇　薫 リョーユースポーツプラザ 63　62
藤木　美和 フリー 松本・黒川
浦川　加奈子 フランダース 63 62
伊東　由美 チームどりかむ

浦川・伊東
木口　美香 Ｓｈａｋｅ 62　64
浦川　みゆき SUMCO 木口・浦川
井上　典子 グラスコート佐賀 76（1）62
山本　敦子 あすかファミリー 宇曽・中川原
岩永　みどり Ｓｈａｋｅ 62　6２
奥　由紀子 ラベンダー 木下・北川
木下　厚子 太閤テニスクラブ 36　64　10-6
北川　みゆき あすかファミリー 宇曽・中川原

64　61

宇曽　マリア 伊万里テニスクラブ
中川原　光代 インフィニティ 古川・津曲
田中　美紀 チームＺＥＲＯ９ 63 76(7)
大津　真由美 チームありおか

田中・大津
深村　典子 大和撫子 64　46　10-8
中島　恵子 リョーユースポーツプラザ 深村・中島
本島　恵子 木下庭球塾 60　21RET
瀬戸口真理子 伊万里テニスクラブ 古川・津曲
西川　未来 リョーユースポーツプラザ WO
江里口　祐里 フリー 西川・江里口 シード順
吉田　章子 伊万里テニスクラブ 61　62 1 松本・黒川
宗　映子 伊万里テニスクラブ 古川・津曲 2 古川・津曲

63　61 3 宇曽・中川原
4 相浦・野村

古川　ルリ リョーユースポーツプラザ 5 浦川加・伊東
津曲　くみ ファインヒルズＴＣ 6 田中・大津

7 釘本・白武
8 北脇・藤木
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３位決定
北脇　薫 リョーユースポーツプラザ

藤木　美和 フリー 宇曽・中川原
宇曽　マリア 伊万里テニスクラブ 63 63
中川原　光代 インフィニティ

コンソレーション
黒田　和美 リボン
今釜　由美 フリー 黒田・今釜
向井　紀子 あっぷるみんと 61
久保　さやか ラベンダー 小形・成瀬
行武　祐子 フランダース 64
窪谷　智子 フランダース 小形・成瀬
小形　和子 太閤テニスクラブ 64 岩永・奥
成瀬　敬子 太閤テニスクラブ 75
岩永　みどり Ｓｈａｋｅ
奥　由紀子 ラベンダー 岩永・奥
井上　典子 グラスコート佐賀 64 岩永・奥
山本　敦子 あすかファミリー 62
吉田　章子 伊万里テニスクラブ
宗　映子 伊万里テニスクラブ

リコンソレ
服巻　玲子 太閤テニスクラブ
築山　文枝 太閤テニスクラブ 服巻・築山
秋吉　ユキノ フランダース 63
河野　美智子 伊万里テニスクラブ 木口・浦川
木口　美香 Ｓｈａｋｅ 61
浦川　みゆき SUMCO 木口・浦川
木下　厚子 太閤テニスクラブ 62 木口・浦川
北川　みゆき あすかファミリー 76（5）
深村　典子 大和撫子
中島　恵子 リョーユースポーツプラザ 深村・中島
大石　尚美 Ｓｈａｋｅ 62
清田　靖恵 リボン

16

24

4

5

11

15

21

22

27

12

20

30

3

6

19


