
WTA 3.4
3.11更新なし

ITF 3.11 Move

⼆宮 真琴 25
穂積 絵莉 30
⻘⼭ 修⼦ 43
加藤 未唯 55

⽇⽐野 菜緒 72
⼟居 美咲 123
⼩堀 桃⼦ 153
清⽔ 綾乃 157
藤原 ⾥華 167

⼤前 綾希⼦ 197
桑⽥ 寛⼦ 237
今⻄ 美晴 259
波形 純理 276
奥野 彩加 278 27 -4 
加治 遥 282

瀬間 詠⾥花 284
梶⾕ 桜舞 289
⻄本 恵 319
井上 雅 342

林 恵⾥奈 351 335 -3 
内藤 祐希 364 602 -5 
岡村 恭⾹ 369

森崎 可南⼦ 371 93 -4 
華⾕ 和⽣ 381
鮎川 真奈 386 240 -5 
上⽥ らむ 398 540 -3 
美濃越 舞 424

⼩関 みちか 426
⾼畑 寿弥 439 675 -3 
村松 千裕 451

プレイヤー
⼥⼦ダブルス



内島 萌夏 454
吉冨 愛⼦ 456 236 -5 
尾崎 ⾥紗 475

奈良 くるみ 480
⽶原 実令 506
荒川 晴菜 509 16 0
本⽟ 真唯 579
細沼 千紗 600 161 -2 
秋⽥ 史帆 620
⽜島 ⾥咲 656
清⽔ 千夏 659 371 -4 
宮本 愛⼸ 690 1080 -3 
井上 明⾥ 706 675 -3 
⻄郷 幸奈 712 61 40

秋⼭ みなみ 749 187 -4 
古川 鈴夏 755

寺⾒ かりん 755
カジュール オヴィ 774 819 -6 

北川 梨央 833 370 -4 
川崎 光美 853 777 -4 
永⽥ 杏⾥ 853 789 -4 
本藤 咲良 853 1080 -3 
松本 安莉 853 1340 -1 

リュー 理沙 マリー 853
⻄郷 ⾥奈 884 164 143
澤柳 璃⼦ 884
押野 紗穂 884
吉岡 希紗 884
園⽥ 彩乃 954 634 -4 
安部 有紗 954
道慶 知⼦ 954

緒⽅ 葉台⼦ 331 -3 
佐藤 南帆 409 -8 



⾸藤 みなみ 454 -4 
細⽊ 祐佳 532 -4 

相川 真侑花 566 -3 
⼭⼝ 芽⽣ 577 500

佐藤 久真莉 602 -5 
中島 美夢 641 -4 
尾関 彩花 725 -4 

⻄村 佳奈美 737 -4 
輿⽯ 亜佑美 789 -4 
⼩林 ほの⾹ 906 -3 
川岸 七菜 906 -3 

⼭本 みどり 977 -5 
⾼橋 玲奈 1009 -3 

⾓⽮ 安鳩⽅ 1065 -4 
菊池 アナイス 1065 -4 

坂詰 姫野 1080 -3 
中沢 夏帆 1080 -3 
松葉 海奈 1080 -3 
佃 紫帆 1080 -3 

⾍賀 智歩 1080 -3 
⻄本 聖良 1080 -3 
⻄⾥ 夏⼦ 1080 -3 
藤岡 希 1080 -3 

荒川 夏帆 1080 -3 
宮崎 百合⼦ 1247 0
川村 茉那 1247 -170 
⽑塚 智瑛 1247 0

古屋 美智留 1340 -1 
清⽔ セイラ 1340 -1 

フリアント エイミ 1340 -1 
東⾕ 和 1388 -4 

細⽊ 咲良 1414 -30 
⾼村 颯希 1414 -3 


