
安東　恵利香 内山　三保子 飯田　英子 出光　聡子 神田　和代 牛島　めぐみ
上床　菜美子 佐藤　幸子 伊藤　千春 小坂　裕紀 善明　朋子 小林　八重
窪田　葉子 鶴田　弘子 岩村　さとみ 白石　利香 田中　直美 首藤　美津子
久良知　瞳 中尾　薫 加来　千代子 橋本　幸美 西森　千鶴子 関岡　和子
後藤　杏里 中澤　久美子 神田　美幸 蓑田　実枝 村上　智恵子 富松　ますみ
角田　久美恵 中山　敏子 黒木　加代子 向野　晴美 森田　美由紀

中尾　弘子 谷　菜穂美 矢山　ゆかり

岩熊　尚子 秋吉正子 磯田　貴子 大西　恵美子 白江　泰代 市川　馨子

黒田　千恵美 岩田京子 大松　淳子 金丸　香 真如　由香 加藤　美晴

島﨑　裕子 友尾由紀子 岡山　ゆかり 岸川　由紀 中原　友子 床田　真唯

瀬戸口　薫 西畑美千代 尾場瀬　淳美 熊谷　恵 原田　亙 中田　三千子

日髙　玲子 松本純子 本田　久実 立石　このみ 松下　太津子 平松　弓子

吉永　良子 向笠千寿 柚木　静香 本廣　貴子 森田　智保 福嶋　純子
渡邊栄子 森下　あかり 山口　明子

江頭　洋子 門田　友貴 大槻　良子 大谷　道子 岩崎　美代 阿島　佳代
甲斐　忍 金森　博美 坂田　真奈美 大坪　弘子 田中　美保 因幡　亮子
竹ノ脇　直美 中島　幸子 重松　可奈子 川田　洋子 野見山　多恵子 谷川　伊砂子
田辺　久仁子 菅野　花穂 長田　圭子 久保川美智子 三浦　光代 芳賀  陽子
中山　千春 橋爪　智子 早川　幸恵 阪下　保子 若狭　祐子 藤田　文子
橋田　由美子 廣瀬　愛子 平野　芳美 山下　めぐみ
弥冨　洋美

浅野　泰子 高橋　陽湖 今岡　真理 井上　直子 安藤　真視 岡山　幸恵
池田　美奈子 平野　紀香 尾形　尚美 角田　広香 上田　智美 坂口　智子
折元　由紀 山崎　睦美 小野　朱実 原田　澪 長野　加奈 高野　香織
橋本　由紀子 山本　文子 髙比良　葉子 山路　二夕子 橋本　朋子 永石　悦子
日高　佳誉 若宮　敦子 松本　早苗 渡邉　純子 松田　愛子 那須野　真紀子
松本　雅代 吉永　明里 丸田　千佳子
渡辺　裕子 森 恵美

女子　１＆２部　２４

ＫＴＳ

女子　１＆２部　１９ 女子　１＆２部　２０ 女子　１＆２部　２１ 女子　１＆２部　２２ 女子　１＆２部　２３

女子　１＆２部　６

門司ＬＴＣ

女子　１＆２部　７ 女子　１＆２部　８

女子　１＆２部　１３ 女子　１＆２部　１８女子　１＆２部　１４ 女子　１＆２部　１５ 女子　１＆２部　１６ 女子　１＆２部　１７

女子　１＆２部　１ 女子　１＆２部　２ 女子　１＆２部　３ 女子　１＆２部　４ 女子　１＆２部　５

女子　１＆２部　９ 女子　１＆２部　１０ 女子　１＆２部　１１

田川テニスクラブ ビバテニスクラブ 北九州テニス倶楽部

芦屋テニスクラブ　Ⅱ 豊前テニスクラブ ＦＴＣ グランディール

女子　１＆２部　１２

舞ケ丘ＴＣ 穴生テニスクラブⅡ 三萩野クラブⅠ 新日鉄住金八幡 Ⅱ

ＴＵＮＣ 岡垣クラブテニスDIVO　Ⅲ

芦屋テニスクラブ　Ⅰ

チーム・スノードロップ 三萩野クラブⅡ 新日鉄住金八幡 Ⅰ テニスDIVO　Ⅳ

戸畑テニスクラブ

フロムA

テニスDIVO　Ⅱ



梅田　明日香 小野　祐嘉 大槻　いくみ 金田　光子 川原　智子 大茂　繭子
古閑　和美 我有　泰葉 折元　絵理香 小山　美江 内藤　真理子 片山　広美
古閑　由梨奈 高浦　愛 白木原　綺歩 相良　あづみ 福澤　智子 木田　嘉子
髙野　真理子 福田　直子 徳田　美智 前川　美奈子 福村　久枝 久壽米木　るみ子

姫島　美栄 福田　優 長嵜　晴香 松本　美和 松尾　みよ子 佐藤　敦子
山田　加奈子 矢野　良佳 横溝　由紀子 鷲﨑　小夜子 吉田　扶美代
山本　優子 来田　祐子

小手川　陽子 小森　裕織子 石田　陽子 磯田　敬子 小庄司　康江 木村　京子
園田　和代 佐々木　和代 河井　美早紀 梅本　佳代 山時　美央 藤原　雅代
竹中　直子 髙崎　和代 千々和　玲子 大坪　恭子 辰元　千夏 増本　尚子
玉嵜　詠子 田中　麻里 永谷　美帆 小串　節子 福田　佳代 松本　淳子
花房　三千代 野見山　石子 野々平　美幸 川口千佐子 藤田　恵美子 南　　陽子

松本　幸子 福田　聖子 高橋　雅子 村川　真衣子 宮島　みゆき
守田　登美子 若井　彩加 徳久　亜紀 山田　透予 吉元　美咲

藤木　芳子

合馬　晶子 岡　初美 磯部　晶子 池田　聖子 小林　奈央 秋永　理恵
重冨　信子 草野　文枝 岩下　唱子 金川　より子 高山　優子 江藤　登茂
末松　道子 榊　華奈 岩永　和恵 岸川　恵子 田上　友香里 田崎　英子
田中　玲子 清水　美穂 B 小田　桂子 桑原　由美子 手嶋　沙耶加 春名　美穂
津田　真希子 松井　朋子 田爪　洋子 前原　真由美 松本　真美 B 吉田　利枝
成田　まさ子 迎　敬子 松本　妙子 矢部　亮子

渡辺　貴子 B 宮本　こだま

緒方　アキ 瀬川　周子 梅野　亜紀子 川田　壽子 濱村　壽子 江島　なぎさ
杉元　和世 高山　美代子 B 梅野　美和 久保田　哲子 行宗　和美 関岡　信子
竹山　裕子 戸田　とも子 岡田　富美子 田端　芳子 河口　雅子 高松　麻美子
新田　祐子 中西　紀美枝 沢田　夏鈴 野畑　恵子 奥村　清美 原田　秀子
原田　真奈美 中村　貴美子 白石 淑美 森田　緑 北村　綏子 B 村田　紀美子　

B 三宅　陽子 原　千恵子 平山  明美 山下　英子 吉田　みゆき 山崎　由紀
森本　幸子 安岡　加寿恵 樋渡　洋子 山田　久美

坂村テニスアカデミー 芦屋テニスクラブ 安川電機八幡 新日鉄住金八幡

田川テニスクラブⅢ

テニスDIVO　Ⅰ

女子　１＆２部　３１ 女子　１＆２部　３２ 女子　１＆２部　３３

女子　１＆２部　３０

丸山クラブ

女子　１＆２部　３６

北九州ウエスト テニス陣原 北九州市役所 小倉ＬＴＣ

女子　３部　１２

女子　３部　６

オーガストT.C

ＴＳ・ＴＲＹ　Ⅰ

オーガストT.CＪ＆Ｊ 穴生テニスクラブⅠ

女子　１＆２部　３４

女子　１＆２部　２７ 女子　１＆２部　２8 女子　１＆２部　２９

女子　３部　３ 女子　３部　５

Ｂ・Ｋ・Ｔ

女子　１＆２部　２５ 女子　１＆２部　２６

女子　３部　７ 女子　３部　８ 女子　３部　９ 女子　３部　１０ 女子　３部　１１

ＴＳ・ＴＲＹ　Ⅱ Ｊ＆Ｊ 田川テニスクラブⅠ

女子　３部　１ 女子　３部　２

芦屋テニスクラブ　Ⅲ

女子　３部　４

女子　１＆２部　３５

ビッグスランジェ

門司LTC　Ⅱ

ｔｅａｍ.ＷＯ.ＴＡＫ



阿部　智美 秋永　美里 石原　洋子 榎本　恵美 池田　久恵
竹下　めぐみ 永川　宣子 今村　久美子 小林　さつき B 近藤　圭子

B 仲田　朱美 尾崎　由起子 上野　久美子 八郷　まどか 近藤　賀恵
西　環 久良知　祥子 黒木　純子 松永　菜々 長野　幸枝
吉田　由美 櫻井　清子 重田　景子 若井　啓子 花岡　千恵子

中山　真由美 豊田　明美 宮崎　和子
久富　洋子

上田貴代実 金子　トミエ 青木　直美
熊田夕美子 河原　孝子 加嶋　節子
清水　佳子 川村　美津子 菅中　万里子
春藤　恵子 栗谷　由美子 馬場　民子
藤井真理子 堀口　雅恵 村上　津留子
松見　敏子 山本　容子 横井　磯美

輪竹　多恵子

門司LTC　Ⅰ

女子　３部　１３ 女子　３部　１４ 女子　３部　１５ 女子　３部　１６ 女子　３部　１７

戸畑エース田川テニスクラブⅡ舞ケ丘ＴＣ

女子　シニア　２ 女子　シニア　３

らいふわーく

三萩野クラブ 北九州ウエスト ビバテニスクラブ

女子　シニア　１


