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石橋　あや 大和撫子
菊地　千恵子 インフィニティ

石橋・菊地
深川　淳子 Ｔ-ＣＬＵＢ 61.60
浦川　みゆき ＳＵＭＣＯ 深川・浦川
清田　靖恵 リボン ６１.６３
黒田　和美 　　〃 石橋・菊地
石橋　順子 キロメキＴＣ 61.61
松野　文代 ＭＴＣ 木口・岩永
木口　美香 Ｓｈａｋｅ ６３．６４
岩永　みどり ジョイパーク 木口・岩永

62.61

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 石橋・菊地
相浦　英里子 ＴＣ三日月 62.76(2)
野村　直美 　　〃

相浦・野村
田中　美紀 チームＺＥＲＯ９ 61.62
大津　真由美 チームありおか 田中・大津
久家　恵子 伊万里テニスクラブ ６３．６３
花浦　満子 佐賀グリーンテニスクラブ 相浦・野村
古賀　三奈子 木下庭球塾 36.64.10-5
野中　真由子 　　〃 北脇・白武
北脇　薫 ﾘｮーﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ ６１．６４
白武　初穂 　　〃 北脇・白武

76(6)64 

堤　　千賀 ファインヒルズ
中川原　光代 インフィニティ 石橋・菊地
深村　典子 大和撫子 76(11).63
佐藤　裕子 佐賀グリーンテニスクラブ

深村・佐藤
釘本　明美 ﾘｮーﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 61.63
諸隈　智子 　　〃 釘本・諸隈
大友　麻美 太閤テニスクラブ 60.46．10－8
小形　和子 　　〃 深村・佐藤
井上　典子 グラスコート佐賀 57.62.14-12
山本　敦子 あすかファミリー 井上・山本
久保　さやか ラベンダー 63.64
向井　紀子 あっぷるみんと 宇曽・野口

60.61

宇曽　マリア 伊万里テニスクラブ
野口　こずえ 　　〃 津曲・古川
服巻　玲子 太閤テニスクラブ 63.62
沼田　千鶴子 キロメキＴＣ

服巻・沼田
成瀬　敬子 太閤テニスクラブ 64.62
牟田　ゆかり 　　〃 成瀬・牟田
古川　かおり チームＺＥＲＯ９ 63.62
山口  和子 ジョイパーク 津曲・古川
南　　照美 Ｓｈａｋｅ 62.63
守田　政子 　　〃 南・守田 1 石橋あ・菊地
瀬戸口真理子 伊万里テニスクラブ 64.62 2 津曲・古川ル
宗　　映子 インフィニティ 津曲・古川 3 相浦・野村

60.61 4 宇曽・野口
5 服巻・沼田

津曲　くみ ファインヒルズ 堤・中川原
古川　ルリ ﾘｮーﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 秋吉・河野

8 深村・佐藤
3位決定
相浦　英里子 ＴＣ三日月
野村　直美 　　〃 深村・佐藤
深村　典子 大和撫子 63.60
佐藤　裕子 佐賀グリーンテニスクラブ
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コンソレ

清田　靖恵 リボン
黒田　和美 　　〃 石橋・松野
石橋　順子 キロメキＴＣ 61 石橋・松野
松野　文代 ＭＴＣ 62
秋吉　ユキノ フランダース 石橋・松野
河野　美智子 伊万里テニスクラブ 75
久家　恵子 伊万里テニスクラブ
花浦　満子 佐賀グリーンテニスクラブ 古賀・野中
古賀　三奈子 木下庭球塾 62
野中　真由子 　　〃 石橋・松野
大友　麻美 太閤テニスクラブ 61
小形　和子 　　〃 大友・小形
久保　さやか ラベンダー 76（2）
向井　紀子 あっぷるみんと
古川　かおり チームＺＥＲＯ９ 古川・山口
山口  和子 ジョイパーク 古川・山口 75
瀬戸口真理子 伊万里テニスクラブ 60
宗　　映子 インフィニティ 古川・山口
堤　　千賀 ファインヒルズ 64
中川原　光代 インフィニティ

りコンソレ

深川　淳子 Ｔ-ＣＬＵＢ
浦川　みゆき ＳＵＭＣＯ 田中・大津
田中　美紀 チームＺＥＲＯ９ 65
大津　真由美 チームありおか 釘本・諸隈
釘本　明美 ﾘｮーﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 63
諸隈　智子 　　〃
井上　典子 グラスコート佐賀
山本　敦子 あすかファミリー 成瀬・牟田
成瀬　敬子 太閤テニスクラブ ｗｏ
牟田　ゆかり 　　〃 成瀬・牟田
南　　照美 Ｓｈａｋｅ 63
守田　政子 　　〃
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