
谷口　峰人 STT 細川　浩司 DTC
手柴　隆子 STT 田中　典子 H&R

網中　敏泰 TEAM-I 正木　利正 コックスコーム
吉田　小百合 TEAM-I 村岡　登喜子 コックスコーム

秋山　享之 DTC 谷口　　浩 チームNishi
亀割　三千代 DTC 市川　ひろみ チームNishi

有光　文人 杜の水者 吉冨　久家 サジクラブ
栗原　江利 フリー ⑤ ⑦ 白水　真紀子 サジクラブ

佐藤　　卓 コックスコーム 松永　信也 ラケットクラブ
米倉　美佳子 コックスコーム 百田　美穂 ラケットクラブ

宮本　久人 JBフレンズ 大久保　秀則 DTC
泉　やよい JBフレンズ 大久保　真貴 DTC

① ③
久保　寿夫 福岡市役所 案浦　泰裕 H&R
久保　三紀 フリー 案浦　久子 H&R

大多和　秀典 チームNishi 東藤　大樹 チームNishi
金丸　みのぶ チームNishi 金内　みつ子 チームNishi

原口　聖哉 DTC 大竹　淳一郎 コックスコーム
大西　順子 DTC 大竹　晶子 コックスコーム

矢口　真央 コックスコーム 中村　信介 福岡市役所
神戸　若子 コックスコーム 重岡　昌代 福岡市役所

中村　浩二 サステゴクラブ 大竹　淳也 コックスコーム
中村　明美 サステゴクラブ 加藤　和代 コックスコーム

鈴木　洋平 フリー 原　 敬一 チームNishi
藤野　順子 フリー ② ④ 原　 恵子 チームNishi

米田　晋一郎 DTC 河村　芳行 竹クラブ
石田　みゆき DTC 馬場　明美 竹クラブ

田中　博徳 フリー 吉本　哲也 おじゃましま～す

田中　孝子 フリー 小野原　薫 おじゃましま～す

⑥ ⑧
金澤　　隆 H&R 園田　善之 DTC
上野　ひとみ H&R 園田　瑞穂 DTC

作間　正和 DTC 嶋田　誠章 JBフレンズ
辻　　愛子 フリー 嶋田　マリ子 JBフレンズ

中畑　浩明 コックスコーム 関　武洋 油山TC
佐伯　知美 コックスコーム 高山　舞子 油山TC

野田　貴 竹クラブ 村中　克己 内浜TC
宮澤　幸子 竹クラブ 村中　啓美 さわらテニスサークル

井上　浩祐 DTC
鈴木　綾子 DTC
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Ｆ



高田　雅也 油山TC 宋　一柱 DTC
吉村　美央 油山TC 吉永　仁美 DTC

茅嶌　浩一 福岡市役所 丸山　隆一 スウェット＆ティアーズ

田邉　郁子 福岡市役所 大内田　知栄子 ITS九州

梶原　健史 チームNishi 菊地　慎二 コックスコーム
吉岡　美紀 チームNishi 菊地　由紀子 コックスコーム

武田　啓詩 DTC 中尾　和樹 ウエスタン
友松　由紀 DTC ⑤ ⑦ 國武　僚子 ラケットクラブ

中島　拓弥 レッツ 小堀　智史 フリー
川東　美恵 レッツ 直江　陽子 フリー

田島　康博 杜の水者 佐藤　泰史 DTC
山田　順穂 フリー 立石　陽子 DTC

① ③
江田　大輔 ラケットクラブ 塩津　敏彦 チームNishi
林　　孝枝 ラケットクラブ 高須賀　真由美 チームNishi

斉藤　暢昭 コックスコーム 中村　謙吾 福岡市役所
斉藤　麻佐子 コックスコーム 鈴木　優 サジクラブ

八島　登喜男 第八ゆうゆう会 松村　仁 竹クラブ
甲斐　浩子 第八ゆうゆう会 大桑　明美 竹クラブ

馬場　昭好 竹クラブ 倉園　幸治 チームあじや
梅村　良恵 竹クラブ 田中　明子 チームあじや

江口　　裕 サステゴクラブ 川口　晴雄 コックスコーム
井上　直美 サステゴクラブ 高田　久美予 コックスコーム

吉川　秀人 H&R 岡田　恵二 チームNishi
吉川　　歩 H&R ② ④ 岡田　葉子 チームNishi

藤本　　卓 DTC 青山　　裕 DTC
近藤　まり子 DTC 青山　麻実 DTC

柴田　圭 ﾙﾈｻﾝｽ福岡大橋 岩隈　裕之 ウエスタン
安上　明里 ﾙﾈｻﾝｽ福岡大橋 阿部　里佳 ウエスタン

⑥ ⑧
宮里　昌孝 おじゃましま～す 堀田　龍男 フリー
宮里　千恵 おじゃましま～す 武田　尚子 フリー

坂口　吉彦 福岡市役所 松原　竹広 H&R
神保　幸子 サジクラブ 金澤　とし子 H&R

村田　一徳 コックスコーム 川口　弘嗣 筑紫野LTC
野口　こずえ コックスコーム 川口　清美 筑紫野LTC

原口　　直 チームNishi 松岡　浩一 コックスコーム
小島　聡子 チームNishi 渡部　淳子 コックスコーム

一瀬　望 フリー
賀来　由起子 若久ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
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久保田　勇 フリー 辻　幸英 BSTC

時任　美津子 フリー 辻　詠美 BSTC

有賀　俊文 フォーエバー 藤野　洋一 クリーンビレッジTC

深川　英子 おじゃましま～す 光富　純子 チームNishi

長田　隆志 リフレッシュ 緒方　義文　 熟年志免隊

小川　さゆり 若久TC ② 緒方　紀子 熟年志免隊

田中　寛治 熟年志免隊 肥後　龍児 リフレッシュ

中村　國子 熟年志免隊 肥後　佳子 若久TC

小麦　陽二 リフレッシュ 貝瀬　信也 西福岡TC

小麦　喜代美 若久TC 原野　利枝 西福岡TC

城島　  勇 コックスコーム 石田　勝信 おじゃましま～す

三村　順子 コックスコーム 高瀬　京子 フリー

入木田　忍 チームNishi 藤野　久晴 エスタ香椎

吉原　羊子 チームNishi 佐々木　裕子 エスタ香椎

①

立石　　満 T.M.R 島林　信広 KKSクラブ

立石　るみ子 T.M.R 山許　勢子 おじゃましま～す

松本　成男 熟年志免隊 福田　文夫 若久TC

有光　洋子 熟年志免隊 植松　弘子 若久TC

③

松村　　剛 西福岡TC 古賀　康浩 フリー

松村　則子 西福岡TC 平川　照美 熟年志免隊

吉岡　隆司 チームNishi

土井良　扶美子 チームNishi

富田　耕二 福岡市役所

山﨑　ひとみ サジクラブ
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◆全員９時４５分集合
Ｆ



１ ３ 勝　敗 順　位

米森　太郎 コックスコーム

栗栖　早苗 志免熟年隊

国分　次雄 宝満ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

植木　久美 油山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

中島　史朗 フィーリング

中島　香代子 フィーリング

４ ６ 勝　敗 順　位

浦上　昭 S.T.P

島田　恵美子 S.T.P

五郎丸　勇夫 フィーリング

村上　美奈子 フリー

楠藤　英雄 チームNishi

馬男木　和子 チームNishi 

７ ９ 勝　敗 順　位

今堀　利剋 おじゃましま～す

今堀　早苗 おじゃましま～す

長嶺　至 どんＱ

井黒　和子 フィーリング

救仁郷　功 西福岡TC

救仁郷　愛子 西福岡TC

Ａ Ｃ 勝　敗 順　位

Ａ Ｃ 勝　敗 順　位

Ａ Ｃ 勝　敗 順　位

６５歳以上の部

２

３

５

◆全員９時４５分集合

Aブロック・予選リーグ ２

６

Ｂブロック・予選リーグ ５

４

７

８

９

Ｃブロック・予選リーグ ８

Ｂ

Ａ

２位グループ Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ

３位グループ

【決勝リーグ】

【予選リーグ】

Ｃ

Ｂ

Ｃ

１位グループ Ｂ

１


