
第5回福岡ダブルステニストーナメント

【　40才以上女子　】

1Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

1. 小川　美鈴 （油山TC）

 山下　佐余子 （油山TC） 小川・山下

2. 本島　良恵 （若久TC） 26　63　7-8

 光富　純子 （ファミリーC） 本島・光富

3. 中村　明美 （サステゴC） 62　60 菰田・櫻井

 井上　直美 （サステゴC） 63　60

4. 菰田　久美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

 櫻井　真由美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

5. 菰田･櫻井

 61　62

6. 野口　貴三子 （ITS九州） 菰田・櫻井

 山口　亮子 （ITS九州） 61　76（4）

7. 西川　美智子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

 中村　小百合 （ITS九州） 西川・中村

8. 67（6）　76（4）　7-6

 

9. 黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 西川・中村

 西田　聖子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 76（4）　62

10. 近藤　京子 （ｽﾌﾟﾗｰｼﾞ）

 林田　裕子 （ｽﾌﾟﾗｰｼﾞ） 近藤・林田

11. 羽子田　朋子 （ITS九州） 36　64　7-1 近藤・林田

 松林　なおみ （油山TC） 75　63

12. 境　栄子 （筑後の森TC）

 森園　みち子 （筑後の森TC）

《3位決定戦》
Ｆ

小川　美鈴 （油山TC）

山下　佐余子 （油山TC） 近藤・林田

近藤　京子 （ｽﾌﾟﾗｰｼﾞ） 57　63　7-3

林田　裕子 （ｽﾌﾟﾗｰｼﾞ）

BYE

BYE



第5回福岡ダブルステニストーナメント

【　50才以上女子　】

1Ｒ 2Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

土橋　雅子 （ﾌｫｰﾗｲﾌ）

深田　三枝子 （足立ｶﾞｰﾃﾞﾝTS） 土橋・深田

冨永　智恵美 （ﾌｧﾐﾘｰC） 60　60

柴田　美子 （ITS九州） 池田･三苫

池田　洋子 （筑紫AMI） 26　63　7-6 土橋・深田

三苫　照美 （筑紫AMI） 60　61

赤瀬　みや子 （ﾌｧﾐﾘｰC）

井手　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰC）

川田・向野

川田　寿子 （新日鉄穴生） 64　62 土橋・深田

向野　晴美 （門司LTC） 61　36　7-3

池田　淳子 （西福岡TC）

吉田　節子 （ﾌｫｰﾗｲﾌ） 池田・吉田

谷　洋子 （筑紫AMI） 63　67（2）　7-13

池増　すま子 （筑紫野市TA） 百田・森垣

百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 61　61

森垣　温子 （ﾌｧﾐﾘｰC）

山﨑　陽子 （古賀市TA） 国武・福田

吉田　扶美代 （ｵｰｶﾞｽﾄTC） 61　62

国武・福田

国武　多津子 （海の中道ﾏﾘｰﾅ＆ﾃﾆｽ） 64　63

福田　実千江 （海の中道ﾏﾘｰﾅ＆ﾃﾆｽ） 土橋・深田

橋本　由紀子 （北九州ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ） 64　46　7-3

小柳　玲子 （北九州ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ） 橋本・小柳
62　57　7-1

中山　裕子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 広瀬・古賀

藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰC） 76（3）　5-1　ret

松尾　茂子 （ﾌｧﾐﾘｰC）

福田　法子 （ﾃﾞｨﾉC） 千場・塚本

千場　みどり （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 62　62

塚本　一恵 （油山TC） 広瀬・古賀

広瀬　ﾃﾙ子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 62　64

古賀　幸江 （筑後の森TC） 月川・西田

藤野　睦子 （長住TC） 76（3）　76（2）

井手口　安代 （長住TC） 藤野・井手口
63　64

石橋　美記子 （ﾌｧﾐﾘｰC）

石橋　美由紀 （杜の宮TC）

吉岡　美智子 （航空春日） 月川・西田

村山　由美 （西福岡TC） 福嶋・美山 64　63

福嶋　眞木子 （春日市TA） 26　64　7-5

美山　加代子 （宇美ﾃﾆｽ部） 月川・西田

月川　律子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 63　62

西田　幸子 （ﾌｧﾐﾘｰC）

《3位決定戦》
Ｆ

国武　多津子 （海の中道ﾏﾘｰﾅ＆ﾃﾆｽ）

福田　実千江 （海の中道ﾏﾘｰﾅ＆ﾃﾆｽ） 国武・福田

広瀬　ﾃﾙ子 （ﾌｧﾐﾘｰC） WO

古賀　幸江 （筑後の森TC）

BYE

BYE

BYE

BYE
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第5回福岡ダブルステニストーナメント

【　60才以上女子　】

1Ｒ ＳＦ Ｆ

1. 合馬　晶子 （ｵｰｶﾞｽﾄTC）

川村　美津子 （北九州ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ）

2.

合馬・川村

3. 平田　玲子 （筑後の森TC） 36　63　7-2

鹿子島　要子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 平田・鹿子島

4. 島田　正子 （西福岡TC） 76（4）　46　7-3

三宅　紀恵 （油山TC） 野田・川原

5. 成田　まさ子 （ｵｰｶﾞｽﾄTC） 63　67（3）　7-4

山田　ﾂﾔ子 （ｷﾛﾒｷＴＣ） 松尾・松本

6. 松尾　幸代　 （BSﾃﾆｽﾊｳｽ久留米） 61　62

松本　克子 （西福岡TC） 野田・川原

7. 阿部　孝子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 46　64　7-4

東島　玲子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 野田・川原

8. 野田　廣子 （久山ﾛｲﾔﾙTC） 64　62

川原　政子 （北九州ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ）

《3位決定戦》
Ｆ

平田　玲子 （筑後の森TC）

鹿子島　要子 （ﾌｧﾐﾘｰC） 松尾・松本

松尾　幸代　 （BSﾃﾆｽﾊｳｽ久留米） 16　64　7-7

松本　克子 （西福岡TC）

BYE


