
第６回　楠の花オータムテニストーナメント

② 一般の部

１R ２R QF ＳＦ Ｆ
菊地　千恵子 （インフィニティ）
石橋　あや （大和撫子）

菊地・石橋
成瀬　敬子 82
牟田　ゆかり 本島・古賀
本島　恵子 86
古賀　三奈子 菊地・石橋
沼田　千鶴子 81
石橋　順子 沼田・石橋
大島　順子 83
財前　佳子 沼田・石橋

86

宇曽　マリア
野口　こずえ 菊地・石橋
浦川　加奈子 （フランダース） 84
伊東　由美 （チームどりかむ）

木口・岩永
土井　智美 81
蒲原　悦子 木口・岩永
木口　美香 （Ｓｈａｋｅ） 85
岩永　みどり （ジョイパーク） 松尾・藤田
田中　美紀 （チームＺＥＲＯ９） 81
大津　真由美 （チームありおか） 諸隈・釘本
諸隈　智子 81
釘本　明美 松尾・藤田

83

松尾　佳奈 （インフィニティ）
藤田　美咲 （ファインヒルズ） 菊地・石橋
三戸谷　晴美 （佐賀グリーンテニスクラブ） 82
吉田　洋子 （伊万里テニスクラブ） 三戸谷・吉田
大友　麻美 80
小形　和子 三戸谷・吉田
田代　順 （チームありおか） 81
永田　久美子 （ミント） 深川・浦川
深川　淳子 （T-CLUB) 85
浦川　みゆき （SUMCO) 服巻・西川
北川　みゆき 86
對馬　真粧美 大島・松野
大島　由美子 （キロメキＴＣ） 82
松野　文代 （ＭＴＣ） 服巻・西川

84

服巻　玲子 （太閤テニスクラブ）
西川　睦子 （チームありおか） 津曲・古川
相浦　英里子 85
野村　直美

相浦・野村
柴田　由紀子 81
林　　恵子 柴田・林
井上　典子 （ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀） 85
山本　敦子 （あすかファミリー） 津曲・古川
大石　尚美 （Ｓｈａｋｅ） 82 シード順
大渕　真由美 （あっぷるみんと） 中川原・奥 1 菊地・石橋
中川原　光代 （インフィニティ） 83 2 津曲・古川
奥　由紀子 （ラベンダー） 津曲・古川 3 浦川・伊東

86 4 服巻・西川
5 松尾・藤田

津曲　くみ （ファインヒルズ） 6 宇曽・野口
古川　ルリ （リョーユースポーツプラザ） 7 相浦・野村

8 三戸谷・吉田

（太閤テニスクラブ）

（あすかファミリー）

（木下庭球塾）
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3位決定

松尾　佳奈 （インフィニティ）
藤田　美咲 （ファインヒルズ） 松尾・藤田
服巻　玲子 （太閤テニスクラブ） 83
西川　睦子 （チームありおか）

コンソレーション

成瀬　敬子
牟田　ゆかり
大島　順子 宇曽・野口
財前　佳子 宇曽・野口 64
宇曽　マリア （伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 60 宇曽・野口
野口　こずえ 62
土井　智美
蒲原　悦子 田中・大津
田中　美紀 （チームＺＥＲＯ９） 60
大津　真由美 （チームありおか） 宇曽・野口
大友　麻美 62
小形　和子 大友・小形
田代　順 （チームありおか） 64
永田　久美子 （ミント）
北川　みゆき （あすかファミリー） 大石・大渕
對馬　真粧美 井上・山本 60
井上　典子 （ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀） 62
山本　敦子 （あすかファミリー） 大石・大渕
大石　尚美 （Ｓｈａｋｅ） 65
大渕　真由美 （あっぷるみんと）

リコンソレーション

本島　恵子
古賀　三奈子 諸隈・釘本
諸隈　智子 62
釘本　明美 諸隈・釘本
深川　淳子 （T-CLUB) 65
浦川　みゆき （SUMCO) 大島・松野
大島　由美子 （キロメキＴＣ） 61
松野　文代 （ＭＴＣ） 大島・松野
柴田　由紀子 51Ｒｅｔ
林　　恵子 大島・松野
中川原　光代 （インフィニティ） 61
奥　由紀子 （ラベンダー）

リリコンソレーション

三戸谷　晴美 （佐賀グリーンテニスクラブ）
吉田　洋子 （伊万里テニスクラブ） 三戸谷・吉田
相浦　英里子 86
野村　直美

（太閤テニスクラブ）

（木下庭球塾）

（ＩＴＳ九州）
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   第６回　楠の花オータムテニストーナメント

① 初心者の部

1 2 3 勝敗 順位
宗　　映子

古賀　直子

古賀　実和子 （リョーユースポーツプラザ）

松田　小百合 （フリー）

田代　和子 （ＳＵＭＣＯ）

松永　真理 （木下庭球塾）

③ ベテランの部

穎原　啓子 （グラスコート佐賀）

花浦　満子 （佐賀グリーンテニスクラブ） 久家・西村

久家　恵子 （伊万里テニスクラブ） 67（5）75　10-4

西村　幸代 （鳥栖ＭＡＸ）

　①③コンソレーション

穎原　啓子 （グラスコート佐賀）
花浦　満子 （佐賀グリーンテニスクラブ） 頴原・花浦
田代　和子 （ＳＵＭＣＯ） 61
松永　真理 （木下庭球塾）

久家　恵子 （伊万里テニスクラブ）

西村　幸代 （鳥栖ＭＡＸ） 久家・西村
宗　　映子 61
古賀　直子

穎原　啓子 （グラスコート佐賀）
花浦　満子 （佐賀グリーンテニスクラブ） 頴原・花浦
古賀　実和子 （リョーユースポーツプラザ） 61
松田　小百合 （フリー）

久家　恵子 （伊万里テニスクラブ）

西村　幸代 （鳥栖ＭＡＸ） 久家・西村
古賀　実和子 （リョーユースポーツプラザ） 63
松田　小百合 （フリー）
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