
女子シングルス

山 ドロー番号 名前 大学名 8月19日 8月20日 予備日 8月19日 8月20日 予備日 備考

1 津田愛 鹿屋体育大学

2 床田真唯 西南学院大学

3 荒木美鈴 長崎国際大学

4 木場詩織 日本経済大学

5 小林杏珠 佐賀大学 1Ｒ 1R～F

6 公文ひかる 九州工業大学 × 1Ｒ 1R～F

7 大堂藍音 長崎国際大学 1R～F

8 佐野紀子 九州大学 × 1R～F

9 玉城花梨 鹿屋体育大学

10 前田梓月 熊本大学

11 永田杏実 長崎大学 １R～F

12 内冨優夏 福岡教育大学 × １R～F

13 内田詩乃 福岡大学

14 岡?白鳥 日本経済大学

15 近松優生乃 熊本県立大学

16 和田明里沙 九州大学

17 橋冨麻香 日本経済大学

18 小林美律 西南女学院大学

19 濱?杏莉 熊本県立大学

20 西奈瑠美 鹿屋体育大学

21 佐藤有優 長崎国際大学 １R～F

22 濱本那菜 福岡教育大学 × １R～F

23 山下真央 九州大学

24 満永美空 熊本学園大学

25 吉野美桜 福岡大学

26 長友　愛 大分大学

27 寺田　知尋 久留米大学

28 矢野瑞希 鹿児島大学

29 本田春菜 日本経済大学

30 伊佐星乃 福岡大学

31 北島　ことみ 長崎大学 ×

32 蓑田さくら 熊本学園大学

33 守田愛梨 福岡大学

34 小野萌子 九州大学 ×

35 大塚彩未 熊本大学

36 山本千夏 佐賀大学

37 平石琳音 日本経済大学

38 藤原沙妃 長崎国際大学

39 古江結 熊本学園大学

40 白木理子 折尾愛真短期大学 ×

41 中野聖那 九州共立大学

42 武田真緒 熊本県立大学

43 上田千菜美 九州工業大学

44 下平瑠里 宮崎産業経営大学

45 西萌花 西南学院大学

46 山崎成美 佐賀大学

47 平川　彩乃 長崎大学 ×

48 白水渓花 九州大学

49 仲宗根雅 長崎国際大学

50 河野天加音 日本経済大学

51 高野栞 熊本大学

52 池野七彩 西南学院大学

53 伊賀上瑛穂 福岡大学

54 井上麗奈 熊本学園大学

55 土田涼夏 長崎国際大学

56 田畑那緒 福岡教育大学

57 宇山佳帆 日本経済大学

58 秦芽生 福岡大学

59 服部　美海 第一工科大学

60 竹本りんか 中村学園大学

61 池亀菜々香 福岡教育大学

62 今村ひまわり 鹿屋体育大学

63 安東琴 福岡大学

64 原田平ほのか 崇城大学

65 緒方環 熊本大学

66 山田蒼葉 長崎大学 × １R～F

67 大塚理湖 鹿屋体育大学 １R～F

68 倉岡彩夏 日本経済大学

69 中堀南 熊本大学

70 渡邊衣咲 長崎国際大学

71 保田和奏 長崎大学 ×

72 佐々木瑞彩美 鹿屋体育大学

73 川野鈴華 西南女学院大学

74 三宅菜桜 福岡大学

75 神田奈穂 鹿児島大学

76 刀脇凛 福岡教育大学 ×

77 砂山彩瑛梨 久留米大学

78 吉田明佑美 九州大学

79 帆足美栄 西南学院大学

80 平野若菜 長崎大学

81 堀端綾乃 福岡大学

82 石田楓 折尾愛真短期大学

83 糸山日菜 福岡大学

84 岩下澪 佐賀大学

85 高?望未 久留米大学

86 冨永悠月 鹿児島大学 × １R～F

87 松川幸美 熊本県立大学 １R～F
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