
1 2 3 4 勝　敗 順　位

八島　登喜男 第８ゆうゆう会

枝松　梨花 第８ゆうゆう会

城川　聡 ラケットクラブ

舩村　久美 ラケットクラブ

石丸　直史 avantage

原田　貴子 avantage

森　健一 DTC

森　順子 DTC

5 6 7 8 勝　敗 順　位

大浦　恭平 BSTC

石田　みゆき BSTC

齋藤　誠 ラケットクラブ

松永　枝里 ラケットクラブ

西村　哲夫 フリー　

西村　三也子 フリー

原　敬一 チームNishi

原　恵子 チームNishi

9 10 11 12 勝　敗 順　位

田中　博徳 フリー

田中　孝子 フリー

柿本　恭兵 ラケットクラブ

飯山　葵 ラケットクラブ

宮崎　一尚 ラケットクラブ

白土　裕美 BSTC

岡田　恵二 チームNishi

岡田　葉子 チームNishi

13 14 15 16 勝　敗 順　位

坂口　令 フリー

杉本　映子 熟年志免隊

松本　安史 ラケットクラブ

川東　美恵 ラケットクラブ

高木　大介 チーム縁

本田　真紀子 おじゃましま～す

吉田　裕司郎 フリー

吉田　直子 Kステップ

4

15

Dブロック

13

3

2

一般の部　　予選リーグ

◆全員８時４５分集合

Aブロック

1

16

11

Ｂブロック

5

14

6

8

7

Cブロック

9

10

12



17 18 19 20 勝　敗 順　位

河野　洋平 ラケットクラブ

西阪　さおり ラケットクラブ

徳島　拓郎 avantage

佐賀里　知世 avantage

松岡　紀彦 フリー

案浦　薫 フリー

貞島　敏史 ラケットクラブ

山村　寿莉 フリー

21 22 23 24 勝　敗 順　位

中村　浩二 ラケットクラブ

中村　明美 ラケットクラブ

高屋　厚志 チームNishi 

高屋　絵里奈 チームNishi

岩永　佑介 第８ゆうゆう会

上杉　千波 第８ゆうゆう会

河村　芳行 YT倶楽部

大坪　道子 YT倶楽部

25 26 27 28 勝　敗 順　位

細川　浩司 H&R

田中　典子 ラケットクラブ

林　豊 チームNishi 

福岡　のぞみ チームNishi

小林　怜生 フリー

須田　千尋 フリー

野田　義光 スウェット＆ティアーズ

野田　佳代子 スウェット＆ティアーズ

29 30 31 32 勝　敗 順　位

平田　安洋 ラケットクラブ

平田　尚美 ラケットクラブ

杵島　由幸 フリー

原田　明代 フリー

大庭　由崇 avantage

橋村　綾子 avantage

安永　宗一郎 BSTC

清田　恵美 BSTC

31
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26

19

Gブロック
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Eブロック

17

Hブロック

29

Fブロック
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24



33 34 35 36 勝　敗 順　位

坂口　吉彦 サジクラブ

渡邊　由美子 おじゃましま～す

辻　幸英 BSTC

辻　詠美 BSTC

古賀　康浩 第８ゆうゆう会

平川　照美 熟年志免隊

小林　正三 フィーリング

的野　まゆみ フィーリング

37 38 39 40 勝　敗 順　位

島林　信広 BSTC

山内　里絵 BSTC

内富　光一 フリー

日浦　千鶴子 フリー

田中　慎一郎 サステゴクラブ

櫻井　智恵 ラッケトクラブ

平田　博之 おじゃましま～す

小柳　みさ代 おじゃましま～す

41 42 43 44 勝　敗 順　位

江口　裕 ラッケトクラブ

井上　直美 ラッケトクラブ

園田　善之 DTC

園田　瑞穂 DTC

松村　剛 西福岡ＴＣ

松村　則子 フリー

吉冨　久家 BSTC

山本　秀美 BSTC

45 46 47 48 勝　敗 順　位

横山　晃 第８ゆうゆう会

吉武　雅子 第８ゆうゆう会

井上　浩祐 DTC

吉永　仁美 フイーリング

村上　毅浩 BSTC

鳥塚　淳子 BSTC

相島　武弘 チームNishi

相島　祐子 チームNishi

◆全員８時４５分集合

48

46

47

Dブロック

45

40

39

Cブロック

Bブロック

37

38

41

42

43

44

34

33

35

Aブロック

５０歳以上の部　　　予選リーグ

36



49 50 51 勝　敗 順　位

五郎丸　勇夫 フィーリング

村上　美奈子 フリー

西　和博 フィーリング

岩岡　ゆり フィーリング

石橋　龍己 フリー

石橋　美記子 フリー

52 53 54 勝　敗 順　位

大塚　嘉武 福岡テニス倶楽部

犬丸　静子 フィーリング

甲斐　岑生 フィーリング

丸山　津紀子 フィーリング

内田　稔 福岡テニス倶楽部

亀井　チセ フィーリング

55 56 57 勝　敗 順　位

浦上　昭 油山TC

島田　恵美子 油山TC

岡崎　昭夫 フィーリング

牧野　直美 フィーリング

木道　幸雄 ロイヤルＴＣ

一ノ瀬　和美 ロイヤルＴＣ

58 59 60 勝　敗 順　位

長嶺　至 フィーリング

平田　玲子 フィーリング

久保山　雅生 フィーリング

畠中　瑞枝 フィーリング

入木田　忍 チームNishi

三宅　紀恵 油山TC

６５歳以上の部　　　予選リーグ

60

59

Dブロック

58

56

57

Cブロック

55

54

53

Bブロック
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◆全員８時４５分集合

Aブロック
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51


