
①　一般　Ａクラス リーグ戦：８ゲーム先取ノーアド

１ ２ ３ ４ 勝　敗 勝　率 順位

１ 佐賀
田島　みのぶ（佐賀グリーン）
西川　睦子（チームありおか）

　２－８ 　８－４ 　２－８ 　１－２ 3

２ 　 宮崎　　
安藤　由子（キャンティ）
鬼塚　いづみ（ファイナル）

　８－２ 　８－０ 　８－３ ３－０ 1

３ 佐賀
木口　美香（シェイク）
田代　順　 （チームありおか）

　４－８ 　０－８ 　０－８ 　０－３ 4

４
宮崎
沖縄

齊藤　リカ（新富テニスクラブ）
井藤　京子（Ａ’ｓ　ＦＡＣＴＯＲＹ）

　８－２ 　３－８ 　８－０ 　２－１ 2

　　　　試合の順番　　（１－２、３－４）　　（１－３、２－４）　　（１－４、２－３）

②　一般　Ｂクラス リーグ戦：８ゲーム先取ノーアド

５ ６ ７ ８ 勝　敗 勝　率 順位

５ 沖縄
長嶺　朋子（Baby　Step）
田場　美智子（宮城TC）

　３－８ 　４－８ 　８－４ 　１－２ 3

６ 熊本
池田　真弓（フジスポーツＦｅｌｉｃｅ）
園田　みほ（玉名レディース）

　８－３ 　４－８ 　８－２ 　２－１ 2

７ 熊本
津守　裕子（庄口クラブ）
星野　美智恵（庄口クラブ）

　８－４ 　８－４ 　８－２ ３－０ 1

８ 佐賀
對馬　真粧美（あすかファミリー）
永田　久美子（ミント）

　４－８ 　２－８ 　２－８ 　０－３ 4

　　　　試合の順番　　（５－６、７－８）　　（５－７、６－８）　　（５－８、６－７）



③ベテラン５０歳以上Ａクラス 予選リーグ：６ゲーム先取ノーアド

９ １０ １１ １２ 勝　敗 勝　率 順位

９
長崎
福岡

須藤　れいこ（プリンス）
工藤　公子（ＮＣ－ＴＣ）

　４－６ 　６－３ 　６－２ 　２－１ 1

１０ 佐賀
横山　久仁子（太閤テニスクラブ）
丸木　幸子（太閤テニスクラブ）

　６－４
　０－６
ＲＥＴ

　５－６ 　１－２ 4

１１ 大分
佐藤　イマ子（カモミール）
得能　久美子（秋桜）

　３－６
　６－０
ＲＥＴ

　４－６ 　１－２ 3

１２ 長崎
田中　久留美（諫早クラブ）
山口　ふで子（諫早クラブ）

　２－６ 　６－５ 　６－４ 　２－１ 2

　　　　試合の順番　　（９－１０、１１－１２）　　（９－１１、１０－１２）　　（９－１２、１０－１１）

１３ １４ １５ １６ 勝　敗 勝　率 順位

１３ 長崎
岩田　紀恵美（田平Ｔ．Ｃ）
木村　典子（佐世保レディース）

　６－１ 　３－６ 　４－６ 　１－２ 3

１４ 沖縄
宮脇　みどり（チームＧＯＬＤ）
仲間　美津江（はなはな）

　１－６ 　２－６ 　３－６ 　０－３ 4

１５ 長崎
石川　玲子（クィーンズ）
佐々木　喜美子（ショコラ）

　６－３ 　６－２ 　４－６ 　２－１ 2

１６ 鹿児島
小玉　優子（鹿屋レディース）
山村　知子（鹿屋レディース）

　６－４ 　６－３ 　６－４ 　３－０ 1

　　　　試合の順番　　（１３－１４、１５－１６）　　（１３－１５、１４－１６）　　（１３－１６、１４－１５）



③ベテラン５０歳以上Ａクラス

　順位決定戦：１セットマッチ・ノーアド

（決勝戦）

2

6

（３位決定戦）

0

6

　親睦試合：１セットマッチ・ノーアド

（予選リーグ３位）

4

6

（予選リーグ４位）　両者　棄権

１５　　石川・佐々木

１１　　佐藤・得能

１３　　岩田・木村

９　　須藤・工藤

１６　　小玉・山村

１６　　小玉・山村

１２　　田中・山口　

１３　　岩田・木村

１０　　横山・丸木

１４　　宮脇・仲間

１５　　石川・佐々木



④ベテラン５０歳以上Ｂクラス リーグ戦：８ゲーム先取ノーアド

１７ １８ １９ ２０ 勝　敗 勝　率 順位

１７ 長崎
大久保　真弓（佐世保レディース）
田尻　晴美（佐世保レディース）

　８－７ 　８－５ 　５－８ 　２－１ 2

１８ 沖縄
徳永　成子（ロイヤル）
田澤　悦子（ちむちむ）

　７－８ 　４－８ 　１－８ 　０－３ 4

１９ 長崎
川原田　良江（佐世保レディース）
桐原　ひとみ（佐世保レディース）

　５－８ 　８－４ 　２－８ 　１－２ 3

２０ 沖縄
丸野　佳子（チームＧＯＬＤ）
下地　小百合（テニスのＴＲＹ）

　８－５ 　８－１ 　８－２ 　３－０ 1

　　　　試合の順番　　（１７－１８、１９－２０）　　（１７－１９、１８－２０）　　（１７－２０、１８－１９）



⑤ベテラン６０歳以上 予選リーグ：６ゲーム先取ノーアド

２１ ２２ ２３ ２４ 勝　敗 勝　率 順位

２１ 長崎
大浦　はるみ（諫早クラブ）
永野　節子（諫早クラブ）

　６－１ 　６－０ 　６－３ 　３－０ 1

２２ 佐賀
吉井　佳子（太閤テニスクラブ）
富田　桂子（太閤テニスクラブ）

　１－６ 　６－１ 　３－６ 　１－２ 3

２３ 大分県
幸　雅子　（アンジェ）
白石　佑子（アンジェ）

　０－６ 　１－６ 　２－６ 　０－３ 4

２４ 福岡
丸野　倫子（キロメキクラブ）
最所　信子（ファミリークラブ）

　３－６ 　６－３ 　６－２ 　２－１ 2

試合の順番　　（２１－２２、２３－２４）　　（２１－２３、２２－２４）　　（２１－２４、２２－２３）

２５ ２６ ２７ ２８ 勝　敗 勝　率 順位

２５ 宮崎
藤田　悦子（ファイナルＴＣ）
江口　孝子（シーガイアＴＡ）

　３－６ 　６－４ 　６－３ 　２－１ 0.53 3

２６ 福岡
相川　久美子（城南テニスクラブ）
相川　恵子　（フィーリング）

　６－３ 　４－６ 　６－３ 　２－１ 0.57 2

２７ 沖縄
與那覇　ヨシ子（一球会）
金城　悦子（西原早起テニス）

　４－６ 　６－４ 　６－１ 　２－１ 0.59 1

２８ 佐賀
上垣　雅子（太閤テニスクラブ）
西村　真弓（太閤テニスクラブ）

　３－６ 　３－６ 　１－６ 　０－３ 4

試合の順番　　（２５－２６、２７－２８）　　（２５－２７、２６－２８）　　（２５－２８、２６－２７）

２９ ３０ ３１ ３２ 勝　敗 勝　率 順位

２９ 福岡
近藤　茂代（ＫＯＮ．ＴＣ）
井手口　安代（クリーンビレッジ）

　６－５ 　６－０ ６－０ 　３－０ 1

３０ 鹿児島
末永　久美子（わがまま）
鈴木　琴代（カトレア）

　５－６ 　６－２ 　６－１ 　２－１ 2

３１
長崎
福岡

染川　照代（大村レディース）
茂　京子（フィーリング）

　０－６ 　２－６ ６－０ 　１－２ 3

３２ 佐賀
宮田　暢子（太閤テニスクラブ）
北村　良子（太閤テニスクラブ）

　０－６ 　１－６ 　０－６ 　０－３ 4

試合の順番　　（２９－３０、３１－３２）　　（２９－３１、３０－３２）　　（２９－３２、３０－３１）



⑤ベテラン６０歳以上 予選リーグ：６ゲーム先取ノーアド

３３ ３４ ３５ ３６ 勝　敗 勝率 順位

３３ 佐賀県
進藤　友子（太閤テニスクラブ）
諸隈　陽子（グラスコート佐賀ＴＣ）

　５－６ 　６－３ 　６－４ 　２－１ 0.56 3

３４ 福岡県
志方　通子（Ｌｏｖｅ＆Ｆｉｇｈｔ）
藤野　好美（ファミリークラブ）

　６－５ 　６－０ 　３－６ 　２－１ 0.57 2

３５ 熊本県
本田　あけみ（庄口クラブ）
和田　瑠美　（熊本ＴＣ）

　３－６ 　０－６ 　１－６ 　０－３ 4

３６ 佐賀県
芦田　久美（太閤テニスクラブ）
吉村　敬子（太閤テニスクラブ）

　４－６ 　６－３ 　６－１ 　２－１ 0.61 1

試合の順番　（３３－３４、３５－３６）（３３－３５、３４－３６）(３３－３６、３４－３５）

順位決定戦：トーナメント方式　６ゲーム先取ノーアド

（予選リーグ１位）

6

4

1

6

6

3

２９　近藤・井手口

２１　　大浦・永野

２７　　与那覇・金城

２９　近藤・井手口

３６　　芦田　吉村



⑤ベテラン６０歳以上

親睦試合：トーナメント方式　６ゲーム先取ノーアド

（予選リーグ２位）

6
0

6
1

6
5

（予選リーグ３位）

6
2

6
1

6
1

（予選リーグ４位）

5
6

３４　　志方・藤野

２２　　吉井・富田

３５　　本田・和田

３５　　本田・和田

２５　　藤田・江口

３１　　染川・茂

３３　　進藤・諸隈

２２　　吉井・富田

２８　上垣・西村

２４　　丸野・最所

２６　相川・相川

２４　　丸野・最所

３０　　末永・鈴木



⑥ベテラン７０歳以上 リーグ戦：８ゲーム先取ノーアド

３８ ３９ ４０ 勝　敗 勝　率 順位

３８
佐賀
沖縄

福田　敦子（あっぷるみんとＴＣ）
安座間　　澄子（北谷SＣ）

　０－８ 　５－８ 　０－２ 3

３９ 熊本
野口　久子（ＡＢＣインドアＴS）
竹腰　京子（熊本ローンＴＣ）

　８－０ 　８－５ 　２－０ 1

４０ 福岡
本村　照子（足立クラブ）
久保田　哲子（新日鉄住金八幡）

　８－５ 　５－８ 　１－１ 2

　　　　試合の順番　　（３８－３９）　　（３８－４０）　　（３９－４０）


