
【女子５５歳以上】
平成30年度西日本シニアソフトテニス選手権大会

平成30年6月24日（日）
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート

府県 所属 府県 所属
稲田　次美 愛媛 愛媛県レディースソフトテニス協会 2 上山　親子 大阪 ファニー
中尾　信子 大阪 フリークラブ 藤井　春美 奈良 Ｔ・Ｍクラブ

塚本　真理子 佐賀 小城ソフトテニス協会 2 R 壱岐　由紀美 宮崎 ゆうゆう
鹿島　真由美 宮崎 都城グリーンクラブ 河野　祐子 宮崎 児湯郡ソフトテニス連盟  

前野　涼子 鹿児島 カトレアクラブ 1 2 森田　典子 広島 アクロス広島
田原迫　道子 鹿児島 伊敷レディース 清水　静恵 広島 廿日市クラブ
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府県 所属 府県 所属

安藤　美佐代 大阪 堺ミルフィーズ 2 大野　和美 愛媛 石井体協ソフトテニスクラブ

山本　みどり 大阪 堺ミルフィーズ 1 正岡　久美子 愛媛 愛媛県レディースソフトテニス協会

椎名　顕子 愛媛 愛媛アカエムクラブ 1 1 兒玉　美幸 愛知 大府STA
秋山　明美 広島 グーチョキパー 野々部　登美子 愛知 稲沢倶楽部
松本　厚子 岡山 高梁ソフトテニス協会 1 中山　玲子 宮崎 宮崎サンレディースクラブ  

片山　睦子 岡山 富山ソフトテニスクラブ 宮部　隆子 宮崎 延岡レディースクラブ  
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府県 所属 府県 所属
新見　よしの 愛知 半田STA 北中　あけみ 大阪 箕面サングリーン

林　厚子 愛知 半田STA 山本　美樹 大阪 吹田クラブ
大山 奈保子 宮崎 延岡レディースクラブ 0 3 山口　輝美 熊本 山鹿クラブ
奈須　八重 宮崎 日向レデース 有田　庄子 熊本 人吉クラブ
松元　里美 福岡 糟屋クラブ 1 1 西谷　奈保子 島根 ベリーズやすぎ
早苗　里華 福岡 小倉庭友 3 山根　ひろみ 鳥取 久松クラブ

府県 所属 府県 所属
大谷　美佐 徳島 阿南クラブ 2 伊東　直子 愛媛 松山ソフトテニスクラブ
木下　之美 和歌山 ゆうがクラブ 0 岡田　佳枝 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

木佐木　涼子 宮崎  児湯郡ソフトテニス連盟  杉田　直子 福岡 新日鐵住金八幡
鈴木　美代子 大阪 大正STC 舛田　和子 福岡 那珂川クラブ
大多和　恵理 広島 広島クラブ 2 米満　加代子 鹿児島 一球クラブ
尾崎　美智子 高知 小津クラブ 3 2 松下　みち良 鹿児島 一球クラブ

府県 所属 府県 所属
福島　フジ代 山口 長門大津クラブ 1 2 加藤　伊都子 和歌山 ゆうがクラブ
中村　千津子 山口 長門大津クラブ 澤﨑　春美 大阪 大阪ＯＢ軟庭会
田畑　日美子 鹿児島 川内オールスター女子 3 0 1 大田川　由里子 宮崎 日向市ソフトテニス連盟  

比江島　香代子 鹿児島 新星レディース 岡本　洋子 宮崎 ポイントクラブ  
吉村　敬子 京都 ピュア 1 藤田　裕子 愛知 一宮ティアラ
井上　京子 京都 若竹クラブ 原田　久美子 岐阜 TEAM　KUMA

府県 所属 府県 所属
内山　淳子 大阪 大阪ＯＢ軟庭会 浦　みどり 兵庫 今津クラブ

谷地　喜代子 大阪 大阪ＯＢ軟庭会 村瀬　里美 兵庫 今津クラブ
吉岡　美恵子 福岡 カトレア 1 大内　ひとみ 愛知 大府STA
中川　治子 福岡 カトレア 0 丹羽　啓子 愛知 半田STA

田原　美江子 宮崎 吾田クラブ R 3 0 中武　眞由美 宮崎  宮崎商業高校ＯＧソフトテニスクラブ

川田　亮子 宮崎 エンジョイクラブ  1 山村　郁代 宮崎  宮崎商業高校ＯＧソフトテニスクラブ

泉　陽子 愛媛 道後庭球連盟 2
和泉　泰子 愛媛 八幡浜ソフトテニスクラブ
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