
  　　　　　　　第３３回九州ブロックレディーステニス佐賀県大会

1R QF SF F

西川　睦子 チームありおか

釘本　明美 リョーユースポーツプラザ

西川　未来 リョーユースポーツプラザ 西川・釘本

江里口　祐里 フリー 西川・江里口 ３６　７５　10-7

木下　厚子 太閤テニスクラブ ６０　６２

浦方　美枝 太閤テニスクラブ 西川・釘本

大友　麻美 太閤テニスクラブ ６１　６４

田嶋　恵美 Tennis Fan BAMBOO 大友・田嶋

千々波　さとみ 大和テニスクラブ ６１　６１

久保　さやか ラベンダー 西川・釘本

行武　祐子 フランダース ７５　６３

沼田　千鶴子 キロメキＴＣ 行武・沼田

小形　和子 太閤テニスクラブ ６１　６３

成瀬　敬子 太閤テニスクラブ 行武・沼田

古舘　弘子 太閤テニスクラブ ６３　６３

香畑　順子 太閤テニスクラブ 林・永田

林　恵子 ＩＴＳ九州 ６３　６４

永田　久美子 ミント

シード

1　西川睦・釘本

一般の部　3位決定 2 　林・永田

3　小形・成瀬

大友　麻美 太閤テニスクラブ 4　大友・田嶋

田嶋　恵美 Tennis Fan BAMBOO 大友・田嶋

林　恵子 ＩＴＳ九州 ６２　６３

永田　久美子 ミント

一般 の 部　コンソレーション

木下　厚子 太閤テニスクラブ

浦方　美枝 太閤テニスクラブ 木下・浦方

千々波　さとみ 大和テニスクラブ ６４

久保　さやか ラベンダー 小形・成瀬

小形　和子 太閤テニスクラブ ６１

成瀬　敬子 太閤テニスクラブ 小形・成瀬

古舘　弘子 太閤テニスクラブ ６３

香畑　順子 太閤テニスクラブ
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  　　　　　　　第３３回九州ブロックレディーステニス佐賀県大会
ベテランの部　50歳  以上

1R QF SF F

南　照美 shake

世戸　たまみ ＴＣ三日月

江頭　澄江 ミント 大石・清田

関　嘉子 リョーユースポーツプラザ 大石・清田 ８５

大石　尚美 shake ８４

清田　靖恵 リボン 北川・中島

向井　紀子 あっぷるみんと ９８（３）

田村　さとみ フリー 北川・中島

北川　みゆき あすかファミリー ８６

中島　恵子 リョーユースポーツプラザ 城野・石橋

山崎　遙子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ８１

宗　映子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 田代・諸隈

田代　順 チームありおか ８６

諸隈　智子 リョーユースポーツプラザ 城野・石橋

松田　小百合 リョーユースポーツプラザ ８１

塚原　純子 リョーユースポーツプラザ 松田・塚原

今釜　由美 フリー ９８（３） 城野・石橋

陣内　秀代 あっぷるみんと ９７

城野　扶美子 キロメキTC シード

石橋　順子 キロメキTC 1 南・世戸

2 城野・石橋

ベテランの部　50歳以上　3位決定 3 田代・諸隈

4 向井・田村

大石　尚美 shake

清田　靖恵 リボン 田代・諸隈

田代　順 チームありおか ９７

諸隈　智子 リョーユースポーツプラザ

ベテランの部　50歳以上　コンソレーション

南　照美 shake

世戸　たまみ ＴＣ三日月

江頭　澄江 ミント 向井・田村

関　嘉子 リョーユースポーツプラザ 向井・田村 ６４

向井　紀子 あっぷるみんと ６２ 向井・田村

田村　さとみ フリー ６１

山崎　遙子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

宗　映子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 今釜・陣内

今釜　由美 フリー ６１

陣内　秀代 あっぷるみんと
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　　　　　　 第３３回　九州ブロックレディーステニス佐賀県大会

ベテランの部　６0歳以上
試合順序　　１－２　２－３　１－３　

A 1 2 3 勝敗 順位

秋吉　ユキノ フランダース

河野　美智子 伊万里テニスクラブ

本島　恵子 木下庭球塾

瀬戸口　真理子 伊万里テニスクラブ

石田　多見子 フランダース

志禮田　富士子 鳥栖MAX

試合順序　　１－２　２－３　１－３　

B 1 2 3 勝敗 順位

井上　典子 グラスコート佐賀

山本　敦子 あすかファミリー

久家　恵子 伊万里テニスクラブ

吉田　章子 伊万里テニスクラブ

西津　三恵子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

花浦　満子 佐賀グリーン

ベテランの部　６０歳以上　決勝トーナメント シード

秋吉　ユキノ フランダース 1 秋吉・河野

河野　美智子 伊万里テニスクラブ 秋吉・河野 2 井上・山本

井上　典子 グラスコート佐賀 64

山本　敦子 あすかファミリー 秋吉・河野

本島　恵子 木下庭球塾 ７６（３）

瀬戸口　真理子 伊万里テニスクラブ 西津・花浦

西津　三恵子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 62

花浦　満子 佐賀グリーン

ベテランの部　６０歳以上　３位決定戦

井上　典子 グラスコート佐賀

山本　敦子 あすかファミリー 本島・瀬戸口

本島　恵子 木下庭球塾 61

瀬戸口　真理子 伊万里テニスクラブ

ベテランの部　６０歳以上　コンソレーション

石田　多見子 フランダース

志禮田　富士子 鳥栖MAX 石田・志禮田

久家　恵子 伊万里テニスクラブ 65

吉田　章子 伊万里テニスクラブ
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