
第92回九州テニス選手権大会
60 歳以上 女子ダブルス

Week of 開催地 JTA レフェリー

4 Jun. 2018 福岡 土 橋 博 志

シード 　　氏　名 所　属 1回戦 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝

101 深田 三枝子 足立ｶﾞｰﾃﾞﾝ

土橋 雅子 ﾌｫｰﾗｲﾌ 深田 三枝子

102 土橋 雅子

深田 三枝子

103 石原 房子 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 土橋 雅子

田村 祐子 高松ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 石原 房子

104 百田 栄子 ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 田村 祐子

間地 容子 ﾌｫｰﾗｲﾌ 深田 三枝子

105 日野原 暁美 ﾌｧﾐﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 土橋 雅子

金山 佳枝 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 日野原 暁美

106 光富 純子 ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 金山 佳枝

有光 洋子 志免町ﾃﾆｽ協会 田代 美知子

107 小林 泰子

田代 美知子

108 田代 美知子 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ 小林 泰子

小林 泰子 深田 三枝子

109 村上 佳子 東急あざみ野ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 土橋 雅子

上村 千恵子 和歌山ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 村上 佳子

110 上村 千恵子

村上 佳子

111 加藤 純子 ﾁｪﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 上村 千恵子

田村 洋子 安藤 康子

112 安藤 康子 越後 克子 61

越後 克子 東宝調布ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 田中 恵美子

113 小寺 文子 芦屋国際ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 友口 明美

清水 久子 難波徹 小寺 文子

114 藤野 睦子 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 清水 久子

角田 久美恵 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 田中 恵美子

115 友口 明美

田中 恵美子

116 田中 恵美子 友口 明美 深田 三枝子

友口 明美 ﾁｰﾑｳｪﾝｽﾞ 土橋 雅子

117 中村 直子 松田ﾃﾆｽ塾

髙﨑 京子 ｶｸﾃﾙ企画 中村 直子

118 髙﨑 京子

中村 直子

119 髙﨑 京子

安井 多津子

120 安井 多津子 富士見台 金森 和子

金森 和子 明治神宮外苑ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山下 佐余子

121 秋元 静子 神崎 福田 実千江

伊藤 芳子 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ 秋元 静子

122 千場 みどり 西福岡ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 伊藤 芳子

有村 成子 大野城市 山下 佐余子

123 福田 実千江

山下 佐余子

124 山下 佐余子 油山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 福田 実千江

福田 実千江 海の中道ﾏﾘｰﾅ ﾃﾆｽ 山下 佐余子

125 田中 洋子 札幌ﾃﾆｽ協会 福田 実千江

山崎 文子 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 田中 洋子

126 山崎 文子

田中 洋子

127 稲田 陵子 ﾙｰｾﾝﾄ熊本 山崎 文子

古賀 武子 玉名ｸﾗﾌﾞ 宮川 初枝

128 宮川 初枝 山本 博子

山本 博子 ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山川 知枝

129 山川 知枝 芦屋国際ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中川 まみ

中川 まみ 山川 知枝 深田 三枝子 5 田中 洋子

130 中田 美衣子 立川ﾃﾆｽ倶楽部 中川 まみ 土橋 雅子 山崎 文子

大久保 由美子 ﾅｲｽﾎﾞﾚｰ 山川 知枝 江成 紀子 6 田中 恵美子

131 中川 まみ 南 弘子 友口 明美

江成 紀子 山下 佐余子 7 田代 美知子

132 江成 紀子 相模原ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 南 弘子 福田 実千江 小林 泰子

南 弘子 ･ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 村上 佳子 8 中村 直子

上村 千恵子 髙﨑 京子

シード


