
WTA 3.4
3.11更新なし

ITF 3.11 Move

⼤坂 なおみ 1
⽇⽐野 菜緒 117
⼟居 美咲 121

奈良 くるみ 158
清⽔ 綾乃 205
⼩堀 桃⼦ 245
⽇⽐ 万葉 264
桑⽥ 寛⼦ 266
美濃越 舞 269
尾崎 ⾥紗 287
波形 純理 297
加治 遥 310

穂積 絵莉 313
今⻄ 美晴 314
⼤坂 まり 336
井上 雅 351

内島 萌夏 362
村松 千裕 366
本⽟ 真唯 368

瀬間 詠⾥花 379
岡村 恭⾹ 382
華⾕ 和⽣ 408
加藤 未唯 425
鮎川 真奈 428 227 -2 

⼤前 綾希⼦ 431
秋⽥ 史帆 451
荒川 晴菜 474 119 -1 

⼩関 みちか 484 574 -7 
⽜島 ⾥咲 523 643 -8 
藤原 ⾥華 540 1388 -4 

プレイヤー
⼥⼦シングルス



上⽥ らむ 544 1473 -3 
宮本 愛⼸ 554 1259 -3 

リュー 理沙 マリー 562 1388 -4 
⼭⼝ 芽⽣ 569 426 -5 
⼆宮 真琴 577
本藤 咲良 579
⽥中 優季 584 1388 -4 
佐藤 南帆 612 199 -4 

輿⽯ 亜佑美 616 450 -5 
内藤 祐希 625 163 -3 
澤柳 璃⼦ 626
⻘⼭ 修⼦ 634
福⽥ 詩織 646

宮崎 百合⼦ 648 603 -8 
森崎 可南⼦ 651 578 -7 
⾼畑 寿弥 652 1331 -2 
坂詰 姫野 661 287 -5 
松本 安莉 674 985 -4 
阿部 宏美 680
⻄本 恵 684 1388 -4 

吉冨 愛⼦ 687 993 -3 
林 恵⾥奈 699
奥野 彩加 714 380 -3 
押野 紗穂 752 1111 -4 
梶⾕ 桜舞 822 1388 -4 

カジュール オヴィ 836 552 436
佐藤 久真莉 836 1128 -4 
江藤 奈緒⼦ 850
⻄郷 幸奈 853 388 38
細沼 千紗 853 732 -11 
永⽥ 杏⾥ 853 884 -6 
川村 茉那 853 979 ランクイン
池⽥ 涼⼦ 853



齋藤 優寧 853
細⽊ 咲良 253 4
⾼村 颯希 339 -5 
清⽔ 映⾥ 361 15
松⽥ 美咲 377 13

⾓⽮ 安鳩⽅ 534 -6 
菊池 アナイス 538 -6 

⻄郷 ⾥奈 606 16
⼩池 颯紀 628 -7 

相川 真侑花 671 -7 
古屋 美智留 674 -7 
細⽊ 祐佳 677 -6 

秋⼭ みなみ 709 -8 
緒⽅ 葉台⼦ 717 -9 
⾼橋 玲奈 728 -10 
⽑塚 智瑛 769 -5 
北川 梨央 790 -6 
清⽔ 千夏 855 -5 

⾸藤 みなみ 907 -4 
川崎 光美 924 -4 

⼩林 ほの⾹ 978 -3 
清⽔ セイラ 1039 -6 
⻄村 佳奈美 1048 -6 
上吉原 あい 1099 -4 

宗 公美 1128 -4 
岸上 歌華 1142 -4 

フリアント エイミ 1151 -3 
⾼⼭ 千尋 1168 41

⻑⾕川 茉美 1182 -4 
⼭崎 郁美 1215 -3 
川岸 七菜 1215 -3 
井上 明⾥ 1280 -3 
森本 凪咲 1338 -3 



尾関 彩花 1347 -3 
中沢 夏帆 1388 -4 
井上 晴菜 1667 -1 
佐藤 光 1667 -1 

横川 仁美 1779 -1 
内⼭ ほのか 1789 -1 
⻑船 ⾹菜⼦ 1880 -1 
⾍賀 智歩 1909 -1 
⻄本 聖良 1909 -1 
加藤 慧 1909 -1 

千村 もも花 1909 -1 
⻑⾨ 桃⼦ 1909 -1 
佐野 結花 1909 -1 
⻑野 瑞季 2006 -1 
宗 理美 2099 -2 

安部 有紗 2099 -2 
⻄⾥ 夏⼦ 2099 -2 
松葉 海奈 2159 -3 


