
【予選】

青木・黒岩 三浦・山根 中山・桐村 穴井・久寿米木 勝　敗 順　位

青木　尚子 ＭＴＦ

黒岩　千佳 ＫＴＣ

三浦　美和 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ

山根　しずか てげなテニス部

中山　るみ ＴＥＡＭＰ’ｓ

桐村　明美 ルネサンス

穴井　多津子 ＣＨイワキリ

久寿米木　三春 ＣＨイワキリ

伊良波・木佐貫 渡邉・本 中別府・吉田 平塚・外山 勝　敗 順　位

伊良波　由里子 ＫＴＣ

木佐貫　フヂ フヂクラブ

渡邉　信子 ＳＵＭＣＯ

本　智美 ＣＨイワキリ

中別府　文代 ＴＥＡＭＰ’ｓ

吉田　康子 ＨＩＲＯ－Ｌ

平塚　修子 ルネサンス

外山　千鶴子 シーガイア

唐津・矢野 石井・迫田 垂水・後藤 福島・中城 勝　敗 順　位

唐津　昌代 ルネサンス

矢野　妃佐子 ルネサンス

石井　順子 シーガイア

迫田　晶子 ＣＨイワキリ

垂水　知代子 ＨＩＲＯ-Ｌ

後藤　道子 ＴＥＡＭＰ’ｓ

福島　まり子 ＣＨイワキリ

中城　孝子 ＣＨイワキリ

野村・大久保 大山・日高 高部・山元 湯地・鬼塚 勝　敗 順　位

野村　道子 ファイナル

大久保　みどり ファイナル

大山　雅子 ＣＨイワキリ

日高　優子 シーガイア

高部　土地子 ＫＴＣ

山元　友子 ＣＨイワキリ

湯地　真理 クラブキャンティ

鬼塚　いづみ ルネサンス

Ｅパート 藤江・原田 今村・木下 村上・那須 藤田・四元 勝　敗 順　位

藤江　暁美 ルネサンス

原田　優江 ルネサンス

今村　由美子 よだきんぼ

木下　栄子 よだきんぼ

村上　美知子 ＨＩＲＯ-Ｌ

那須　洋子 シーガイア

藤田　悦子 ファイナル

四元　睦美 ＣＨイワキリ

Ｃパート

Ｄパート
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【 本　戦 】
【１・２位トーナメント】 優勝

青木　尚子 （ＭＴＦ） 準優勝

黒岩　千佳 （ＫＴＣ） 3位

1

中別府　文代 （ＴＥＡＭＰ’ｓ） 62

吉田　康子 （ＨＩＲＯ-Ｌ）

3
64

藤江　暁美 （ルネサンス） 1

原田　優江 （ルネサンス） 63

高部　土地子 （ＫＴＣ）

山元　友子 （ＣＨイワキリ）

5
62

福島　まり子 （ＣＨイワキリ）

中城　孝子 （ＣＨイワキリ）

渡邊　信子 （ＳＵＭＣＯ）

本　智美 （ＣＨイワキリ）

6
62

三浦　美和 （Ｄｉａｓ　Ｄｅａ）

山根　しずか （てげなテニス部）

湯地　真里 （クラブキャンティ） 6

鬼塚　いづみ （ルネサンス） 62

8
62

石井　順子 （シーガイア）

迫田　晶子 （ＣＨイワキリ） 8

64

藤田　悦子 （ファイナル）

四元　睦美 （ＣＨイワキリ）

【３・４位トーナメント】 優勝

中山　るみ （ＴＥＡＭＰ’ｓ） 準優勝

桐村　明美 （ルネサンス） 3位

3

平塚　修子 （ルネサンス） 62

外山　千鶴子 （シーガイア）

3
ＷＯ

村上　美知子 （ＨＩＲＯ-Ｌ） 5

那須　洋子 （シーガイア） 64

大山　雅子 （ＣＨイワキリ）

日高　優子 （シーガイア）

5
62

垂水　知代子 （ＨＩＲＯ-Ｌ）

後藤　道子 （ＴＥＡＭＰ’ｓ）

伊良波　由里子 （ＫＴＣ）

木佐貫　フヂ （フヂクラブ）

7
64

穴井　多津子 （ＣＨイワキリ）

久寿米木　三春 （ＣＨイワキリ）

野村　道子 （ファイナル） 7

大久保　みどり （ファイナル） 63

8
62

唐津　昌代 （ルネサンス）

矢野　妃佐子 （ルネサンス） 10

76（7）

今村　由美子 （よだきんぼ）

木下　栄子 （よだきんぼ）
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