
第38回シマヤ杯グルメレディーステニス大会

1

A　級

１　　組
大形 竹林 藤林

勝　敗

大形   悦子 (周陽)

日野村伸子 (周陽)

順　位
日野村 松井 河野

竹林小百合 (下関)

松井      香 (宇部)
2

藤林まり子 （小野田）

河野   圭子 （小野田）
3

順　位
安藤 徳沢 亀岡 實政

1

２　　組
山西 石田 熊谷 吉田

勝　敗

山西   成美 （周陽）

安藤   真視 （山口）

石田久美子 （山口）

徳沢ゆかり （山口）
2

熊谷   和美 （岩国）

亀岡かほる （岩国）
3

吉田   智子 （防府）

實政智恵美 （防府）
4

順　位
高比良 緒方 松尾 岡山

1

３　　組
藤井 倉光 友永 藤本

勝　敗

藤井   裕子 （周陽）

高比良葉子 （下関）

倉光志津子 （山口）

緒方   曉子 （山口）
2

友永由宇子 （小野田）

松尾   京子 （小野田）
3

藤本   郁江 （岩国）

岡山美恵子 （岩国）
4

順　位
飯田 守田 長久 山縣

1

４　　組
大神 藤井 好田 川口

勝　敗

大神   千鶴 （宇部）

飯田   美妙 （小野田）

藤井   香織 （周陽）

守田   恵子 （下関）
2

好田   照美 （岩国）

長久   由佳 （岩国）
3

川口眞由美 （周陽）

山縣美弥子 （周陽）
4



順　位
谷岡 寺岡 弘末 高松

1

５　　組
武居 田中 山本 礒部

勝　敗

武居抄絵子 （下関）

谷岡ゆかり （下関）

田中   香織 （小野田）

寺岡   幸枝 （防府）
2

4

山本   智子 （周陽）

弘末小百合 （周陽）
3

安部 河村 山本
勝　敗

礒部   美咲 （山口）

高松   実里 （山口）

2

田口   清子 （周陽）

光野   弘子 （周陽）
1

4

河村   景子 （宇部）

弘中   陽子 （宇部）
3

A　級

山本   明代 （岩国）

山本   裕子 （岩国）

安部   恵子 （山口）

榊田   典子 （山口）

順　位
光野 榊田 弘中 山本

６　　組
田口



1

１　　組
長尾 青井 唐松

順　位

長尾   恵子 （山口）

来栖   睦子 （山口）

来栖 横山 澤野

青井   洋子 （岩国）

横山   裕美 （岩国）
2

唐松   典子 （宇部）

澤野貴味恵 （宇部）
3

順　位
福田 前田 豊田 古谷

1

２　　組
末冨 山田 末武 赤川

勝　敗

末冨   弘子 （宇部）

福田美華子 （宇部）

3

山田奈津子 （周陽）

前田   恵子 （周陽）
2

末武佳代子 （山口）

豊田美代子 （山口）

勝　敗 順　位
石橋 野沢 山野井 三吉

Ｂ　級

３　　組
木原 盛重 三浦 水津

勝　敗

赤川   裕貴 （山口）

古谷   万有 （周陽）
4

木原   晶子 （周陽）

石橋   玲子 （周陽）
1

盛重   史子 （山口）

野沢   美緒 （山口）
2

三浦   玲子 （岩国）

山野井   静 （岩国）
3

水津   静香 （山口）

三吉   恵子 （山口）
4

順　位
小野村 馬場 赤岸 市原

1

４　　組
福村 矢敷 原 岡崎

勝　敗

福村   美帆 （下関）

小野村智子 （下関）

矢敷紀美惠 (山口）

馬場   明美 (山口）
2

原      智美 （防府）

赤岸   智子 （山口）
3

岡崎紀代子 （小野田）

市原   好美 （山口）
4



1

１　　組
石川 図司 安井

順　位

石川美由紀 （山口）

原      美子 （山口）

原 中村 礒貝

図司   美和 （防府）

中村   恵子 （防府）
2

安井   孝子 （岩国）

礒貝ゆかり （岩国）
3

1

２　　組
山崎 江口 小田

順　位

山崎美穂子 （山口）

豊嶋   裕子 （山口）

豊嶋 山本 中川

江口   弥生 （防府）

山本   純子 （防府）
2

小田久美子 （周陽）

中川富士子 （周陽）
3

順　位
伊東 三宅 重田 河村

1

３　　組
鬼村 玉重 三好 江原

勝　敗

鬼村   浩子 （山口）

伊東   律子 （山口）

玉重かおり （防府）

三宅登代子 （防府）
2

三好   茂子 （岩国）

重田美津野 （岩国）
3

江原   和子 （周陽）

河村   和江 （周陽）
4

1

４　　組
西林 高橋 梅田 津田

西林美由紀 （周陽）

山本奈津子 （周陽）

順　位
山本 中村 竹田 伊藤

勝　敗

高橋   亜弥 （山口）

中村      徳 （山口）
2

梅田   則子 （周陽）

竹田   律子 （周陽）
3

津田   美鈴 （防府）

伊藤   直子 （防府）
4

C　級

勝　敗

勝　敗



1

５　　組
平山 楊井 村上 福田

平山   恭子 （下関）

大谷   則子 （下関）

順　位
大谷 廣岡 朝田 増野

勝　敗

楊井   文恵 （岩国）

廣岡万里子 （岩国）
2

村上   篤子 （周陽）

朝田   都子 （周陽）
3

福田   和江 （山口）

増野由希子 （山口）
4

1

６　　組
長橋 益田 伊藤 朱山

長橋   歩美 （岩国）

木下   澄恵 （岩国）

順　位
木下 藤本 植松 河村

勝　敗

益田   純子 （防府）

藤本   貴代 （防府）
2

伊藤   純子 （防府）

植松千加子 （山口）
3

朱山   和美 （防府）

河村久美子 （周陽）
4

C　級



1

１　　組
水田 大石 中原

順　位勝　敗

水田佳代子 （周陽）

鳥居   敏恵 （周陽）

鳥居 森下 宮崎

大石   恵理 （宇部）

森下   信子 （宇部）
2

中原久美子 （山口）

宮崎   委子 （山口）
3

1

２　　組
部谷 宮崎 増原

順　位勝　敗

部谷   深雪 （山口）

佐々木由美 （山口）

佐々木 小早川 濱田

宮崎   栄子 （山口）

小早川孝美 （宇部）
2

増原   伸子 （周陽）

濱田   朋恵 （周陽）
3

順　位
土井 住浦 山道 岡山

1

３　　組
川田 赤尾 池永 上田

勝　敗

川田   利江 （岩国）

土井   京子 （岩国）

赤尾眞由美 （周陽）

住浦美代子 （周陽）
2

4

池永   詠子 （山口）

山道   孝子 （山口）
3

二岡 冨田 山本
勝　敗

上田三千代 （宇部）

岡山   直子 （宇部）

2

中川   篤枝 （山口）

小橋   浩子 （岩国）
1

4

冨田   佳子 （防府）

蔵重   恭子 （防府）
3

120歳の部

山本   英美 （周陽）

石丸富士子 （周陽）

二岡   敬子 （山口）

田村   貞子 （山口）

順　位
小橋 田村 蔵重 石丸

４　　組
中川


