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世界ランキングは 2019年 8月 12日付 

 

■大坂なおみ (Naomi Osaka) 

国籍：  日本 (JPN) 

世界ランキング： 1位 (自己最高ランキング 1位 2019/01/28付) 

生年月日： 1997年 10 月 16日 (21才) 

身長／体重： 180cm／69kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： 東レ PPO テニス 準優勝 (2016年、2018年) 

全豪オープン 優勝 (2019年) 

全米オープン 優勝 (2018年) 

BNPパリバオープン 優勝 (2018年) 

 

 

 

 

■キキ・ベルテンス (Kiki Bertens) 初出場 

国籍：  オランダ (NED) 

世界ランキング： 5位 (自己最高ランキング 4位 2019/05/13 付) 

生年月日： 1991年 12月 10日 (27才) 

身長／体重： 182cm／74kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： サンクセントペテルブルグ・レディース・トロフィー優勝 (2019年) 

マドリッドオープン 優勝 (2019年) 

ウィンブルドン ベスト 8 (2018年) 

全豪オープン 3回戦 (2018年) 

全米オープン 3回戦 (2018年) 

  全仏オープン ベスト 4 (2016年) 

 

 

 

 

■スローン・スティーブンス (Sloane Stephens) 

国籍：  アメリカ合衆国 (USA) 

世界ランキング： 10位 (自己最高ランキング 3位 2018/07/16付) 

生年月日： 1993年 3 月 20日 (26才) 

身長／体重： 170cm／61kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： 全仏オープンベスト 8 (2019年) 

マドリッドオープンベスト 4 (2019 年) 

マイアミオープン 優勝 (2018年) 

全仏 オープン 準優勝 (2018年) 

全米オープン 優勝 (2017年) 

＜主要選手プロフィール＞ 
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■アナスタシア・セバストワ (Anastasija Sevastova)   

国籍：  ラトビア (LAT) 

世界ランキング： 11位 (自己最高ランキング 11位 2018/10/15付) 

生年月日： 1990年 4 月 13日 (29才) 

身長／体重： 169cm／65kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： 全豪オープン 4回戦 (2019年) 

全仏オープン 4回戦 (2019年) 

全米オープンベスト 4 (2018 年) 

 

 

 

 

 

■ベリンダ・ベンチッチ (Belinda Bencic) 

国籍：  スイス (SUI) 

世界ランキング： 12位 (自己最高ランキング 7位 2016/02/22 付) 

生年月日： 1997年 3 月 10日 (22才) 

身長／体重： 175cm／63kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： 東レ PPO テニス 準優勝 (2015 年) 

  ドバイデューティフリーテニス選手権 優勝 (2019年) 

マドリッドオープンベスト 4 (2019 年) 

BNPパリバオープンベスト 4 (2019年) 

全豪オープン 3回戦 (2019年) 

ウィンブルドン 3回戦 (2019年) 

 

 

 

■アンゲリク・ケルバー (Angelique Kerber) 

国籍：  ドイツ (GER) 

世界ランキング： 13位 (自己最高ランキング 1位 2016/09/12付) 

生年月日： 1988年 1 月 18日 (31才) 

身長／体重： 173cm／68kg 

プレースタイル： 左利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： 東レ PPO テニス 準優勝 (2013 年) 

BNPパリバオープン 準優勝 (2019年) 

ウィンブルドン 優勝 (2018年) 

全豪オープン 優勝 (2016年) 

全米オープン 優勝 (2016年) 

   ウィンブルドン 準優勝 (2016年) 
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■ビアンカ・アンドリースク (Bianca Andreescu) 初出場 

国籍：  カナダ (CAN) 

世界ランキング： 14位 (自己最高ランキング 14位 2019/08/12付) 

生年月日： 2000年 6 月 16日 (19才) 

身長／体重： 170cm／60Kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： ロジャースカップ 優勝 (2019 年) 

BNPパリバオープン 優勝 (2019 年) 

  ASB クラシック 準優勝 (2019 年) 

 

 

 

 

 

 

■マルケタ・ボンドロウソワ (Marketa Vondrousova) 初出場 

国籍：  チェコ (CZE) 

世界ランキング： 16位 (自己最高ランキング 14位 2019/07/01 付) 

生年月日： 1999年 1 月 28日 (20才) 

身長／体重： 172cm／59kg 

プレースタイル： 左利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： 全仏オープン 準優勝 (2019年) 

  全米オープン 4回戦 (2018年) 

 

 

 

 

 

 

 

■マディソン・キーズ (Madison Keys) 

国籍：  アメリカ合衆国 (USA) 

世界ランキング： 18位 (自己最高ランキング 7位 2016/10/10付) 

生年月日： 1995年 2 月 17日 (24才) 

身長／体重： 178cm／66kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： ボルボ・カーズオープン 優勝 (2019年) 

全仏オープンベスト 8 (2019年) 

全仏オープンベスト 4 (2018年) 

全米オープン 準優勝 (2017年) 
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■アネット・コンタベイト (Anett Kontaveit) 

国籍：  エストニア (EST) 

世界ランキング： 20位 (自己最高ランキング 14位 2019/04/01 付) 

生年月日： 1995年 12 月 24日 (23才) 

身長／体重： 174cm／62kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： ポルシェ・テニス・グランプリ 準優勝 (2019年) 

マイアミオープンベスト 4 (2019年) 

全仏オープン 4回戦 (2018年) 

  全豪オープン 4回戦 (2018年) 

   

 

 

 

 

 

■キャロリン・ガルシア (Caroline Garcia)  

国籍：   フランス (FRA)  

世界ランキング： 25 位 (自己最高ランキング 4 位 2018/09/10付)  

生年月日：  1993 年 10 月 16 日 (25才)  

身長／体重：  177cm／61kg  

プレースタイル：  右利き (バックハンドは両手打ち)  

主な戦績：  東レ PPO テニスベスト８ (2018年、2017年)  

武漢オープン 優勝 (2017年)  

チャイナオープン 優勝 (2017年)  

全仏オープンベスト 8 (2017年)  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ガルビネ・ムグルサ (Garbiñe Muguruza)  

国籍：   スペイン (ESP)  

世界ランキング：  27 位 (自己最高ランキング 1 位 2017/09/11付)  

生年月日：  1993 年 10 月 8 日生まれ (25 才)  

身長/体重：  182cm/73kg  

プレースタイル：  右利き (バックハンドは両手打ち)  

主な戦績：  東レ PPO テニスベスト 4 (2017年、2014 年)  

ウィンブルドン 優勝 (2017年)  

全仏オープン 優勝 (2016年)  

ウィンブルドン 準優勝 (2015年)  
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■ダリア・カサトキナ (Daria Kasatkina)  

国籍：  ロシア (RUS) 

世界ランキング： 41位 (自己最高ランキング 10位 2018/10/22付) 

生年月日： 1997年 5 月 7日 (22才) 

身長／体重： 170cm／62kg 

プレースタイル： 右利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： VTB クレムリンカップ優勝 (2018年)   

BNPパリバオープン 準優勝 (2018年) 

ボルボ・カーズオープン 優勝 (2017年) 

 

 

 

 

■土居美咲 (Misaki Doi) 

国籍：  日本 (JPN) 

世界ランキング： 82位 (自己最高ランキング 30位 2016/10/10 付) 

生年月日： 1991年 4 月 29日 (28才) 

身長／体重： 159cm／55kg 

プレースタイル： 左利き (バックハンドは両手打ち) 

主な戦績： ウィンブルドン 4回戦(2016年) 

  ウィンブルドン 3回戦 (2011年) 


