
女子シングルス（日変確認用紙） 18日 20日 予備日18日 20日 予備日 備考

1 平原美咲 (鹿屋体育大学・3) × ２R-F

2 白石理紗子 （佐賀大学・３） １R
3 竹内唯 （宮崎大学・1） １R
4 川口華奈 (北九州市立大学・１)

5 平田智美 （西南学院大学・３）

6 中村優里 (熊本学園大学・3)

7 木村香織 (折尾愛真短期大学・２）

8 内田侑香 （久留米大学・１）

9 岩園愛 (鹿児島大学・1）

10 堀田咲 （福岡教育大学・３）

11 竹ノ内咲紀 （西南学院大学・２）

12 進来佳奈 （熊本大学・１）

13 前田紗朱 (長崎大学・２）

14 草野友香 （佐賀大学・１）

15 福母望 (北九州市立大学・２)

16 五反田萌里 (鹿屋体育大学・４)

17 佐藤英里佳 （福岡教育大学・２）

18 冨貴田日菜子（九州産業大学・１）

19 梅崎美結 (北九州市立大学・３)

20 上野稚奈 (鹿児島国際大学・３)

21 川畑蛍 （西南女学院大学・４）

22 宮本楓子 （西南学院大学・１）

23 阿部愛巳 （大分大学・３）

24 山室智美 (九州工業大学・3)

25 松下陽菜子 （大分大学・３）

26 中嶌瑞希 （西南女学院大学・４）

27 東美月 (鹿屋体育大学・1)

28 中村結貴 (長崎大学・１）

29 寺井楓 （福岡教育大学・１）

30 脇田佳乃 （西南学院大学・２）

31 北村千紘 （佐賀大学・２）

32 島崎亜紗美 （西南女学院大学・１）

33 中崎茉央 （折尾愛真短期大学・２）

34 津野百唯菜 （大分大学・１）

35 伊藤霞 （西南学院大学・２）

36 三上万慧 （西南学院大学・２）

37 折田えみな （佐賀大学・３）

38 山下可那子 （久留米大学・３）

39 髙野景子 （宮崎大学・2）

40 佐藤未侑 （西南女学院大学・１）

41 中井理央 （西南女学院大学・３）

42 安武歩乃佳 （九州産業大学・３）

43 早川桃香 （西南学院大学・３）

44 山元まり （熊本大学・１）

45 橋詰侑果 (長崎大学・２）

46 小川美咲 （西南女学院大学・３）

47 入江夏海 （西南学院大学・１）

48 山徳知夏 （宮崎大学・1）

49 本郷怜奈 （久留米大学・３）

50 吉村鈴奈 (長崎大学・３）

51 阿部麗七 （九州共立大学・３）

52 川口真衣 （久留米大学・１）

53 池邉紗貴 （福岡大学・２）

54 江口貴美香 （福岡教育大学・２）

55 若山莉菜 （熊本大学・３）

56 橋本幸香 （佐賀大学・３）

57 森下祐子 (鹿屋体育大学・2)

58 田中佑季 (長崎大学・４）



59 日髙詩絵理 （福岡教育大学・３）

60 今里茜 （福岡大学・２）

61 大海朋佳 （西南女学院大学・２）

62 江口美紗貴 （西南学院大学・１）

63 原綾菜 （熊本大学・２）

64 俵未歩 （折尾愛真短期大学・１）

65 濵田佳奈 （佐賀大学・３）

66 鈴木日菜 (鹿屋体育大学・1)

67 豊濱涼香 （大分大学・２）

68 藤本唯来 （九州共立大学・１）

69 引地美結 （長崎県立大学・１）

70 馬場香菜子 （福岡教育大学・１）

71 金子萌 (熊本学園大学・2)

72 江藤美津樹 （宮崎大学・3）

73 原田瑚乃美 （西南女学院大学・１）

74 伊原めぐみ （九州大学・２）

75 木藤唯 （折尾愛真短期大学・１）

76 金田芽惟 (熊本県立大学・３)

77 森涼花 （福岡教育大学・２）

78 樋口夢菜 （西南学院大学・１）

79 執行真衣 （福岡大学・１）

80 横田千尋 （熊本大学・３）

81 西野入杏美 （大分大学・２）

82 西山莉瑚 （佐賀大学・１）

83 仮屋萌々子 (鹿児島大学・1）

84 柿添祐衣 （西南学院大学・１）

85 諌山希梨 （長崎国際大学・２）

86 戸高摩美 （長崎国際大学・１）

88 兼子瑞菜 （九州産業大学・１）

89 松田雅子 (北九州市立大学・３)

90 齋藤春菜 （西南女学院大学・２）

91 伊藤愛莉 （久留米大学・３）

92 對馬ゆうみ (長崎大学・３）

93 松林史織 （佐賀大学・２）

94 白武七海 （福岡大学・１）

95 武本みなみ （福岡大学・１）

96 中島泉美 （佐賀大学・２）

97 児玉佳菜子 (北九州市立大学・１)

98 海老原汐音 （福岡教育大学・２）

87 安増ひかり （九州東海大学・1）


