
 

報道資料                                   2017 年５月 12 日 

世界のトップ女子テニスプレーヤーが有明に集結！ 

「東レ パン パシフィック オープンテニス 2017」 開催概要決定 
5月 20日（土）より e+（イープラス）でチケット先行販売開始！お得な早割セット券も販売！ 

 

東レ パン パシフィック オープンテニス実行委員会 

www.toray-ppo.com 

        

                  

東レ パン パシフィック オープンテニス実行委員会（トーナメントディレクター：中川裕、所在地：東京都港区）は、  

第 34 回目を迎える国内最大の国際女子テニストーナメント「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2017」 

(略称: 東レ パン パシィフィック オープンテニス)を 2017 年９月 16 日(土)～24 日(日)の日程で、有明コロシアム及び 

有明テニスの森公園コートにて開催いたします。 

「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント」は、1984 年にスタートして以来、時代を象徴する世界の女子テニス

のスーパースター達が熱戦を繰り広げる大会として、日本のテニスファンを魅了してきました。昨年の大会では、伊達公子選手

が優勝した 1995 年以来 21 年ぶりに日本人選手が決勝に進出、18 歳(当時)の大坂なおみ選手が準優勝、その繰り出

される弾丸サーブで大いに会場を沸かせました。今年はどんなドラマが待っているのか、国内外から熱い視線が注がれる９日

間にぜひご期待ください。 

 

「東レ パン パシフィック オープンテニス」のチケット先行販売は、5 月 20 日(土)正午より、e+(イープラス)にて開始します。

尚、価格がお得になる７日・４日・３日間通しの早割セット券(5％～最大 15％引き)のほか、スペシャルチケットとして、お

ふたりでの観戦がお得になる「S 席ペア券」、さらに今年より試合カードにあわせて観戦する日程を選べる「S席２日選択券」、

また楽天コラボチケット等も順次販売いたします。 

 

大会概要及びチケット販売の詳細は、オフィシャルサイト（www.toray-ppo.com）でご案内しています。 

 

 

 

 

 

大会に関するお問い合せ先 
東レ パン パシフィック オープンテニス 事務局 

TEL 03-3433-6780（平日 10 時~17 時） E-mail: info@toray-ppo.com 

昨年大会シングルス優勝のキャロライン・ウォズニアッキ選手（右）と  

準優勝の大坂なおみ選手(左)  
昨年大会ダブルス優勝のサニア・ミルザ選手／バルボラ・ストリコバ選手

ペア 



 
 大 会 開 催 概 要 

 

■大 会 名 称： 東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント   

 TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS TOURNAMENT  

【略  称】： 東レ パン パシフィック オープンテニス     

 TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS     

         

■会 期： ＜本戦＞ 2017 年 9 月 18 日(月･祝)～24 日(日)     

 ＜予選＞ 2017 年 9 月 16 日(土)   ～18 日(月･祝) ※18 日は本戦と同時開催 
           

■会 場： 有明コロシアム及び有明テニスの森公園コート      

■競 技 内 容： ＜本戦＞ シングルス 28 ドロー  ダブルス 16 ドロー      

 ＜予選＞ シングルス 32 ドロー  
     

■賞金総額： US$ 1,000,000     

          

■サ ー フ ェ ス： ハードコート（アウトドア）      

          

■チ ケ ッ ト： 先行発売（前売券） 2017年 5月 20日（土）12時～ 

 e+（イープラス）http://eplus.jp/toray-ppo/ 他 
 

  

 サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（全日 10 時～18 時） 

※団体に関するお問合わせ（10 名以上） 

※車椅子席をご利用のお客様は、事前にサンライズプロモーション東京にご連絡ください 

 

■主 催： 東レ パン パシフィック オープンテニス実行委員会 
          

■特別協賛： 東レ株式会社 

          

■特別後援： 公益財団法人日本テニス協会 

          

■公 認： Women's Tennis Association (WTA)  International Tennis Federation (ITF)

               

■協 力： 日本女子テニス連盟 公益社団法人日本テニス事業協会 公益社団法人日本プロテニス協会 

      

■大会オフィシャルサイト：www.toray-ppo.com 

  

http://eplus.jp/toray-ppo/


1日券 チケット料金 

販売期間：先行発売（先着順）2017年 5月 20日(土)正午より 6月 23日(金)23時 59分時まで 

※予選のチケットは、一般発売日 6 月 2４日（土）から販売となります。 

 

【本戦ドロー：シングルス２８・ダブルス１６】

試合予定 席種 前売価格 当日価格

ﾛｲﾔﾙﾎﾞｯｸｽ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥14,000 ¥14,500

ｽｰﾍﾟﾘｱ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥13,000 ¥13,500

コートサイド席 ¥10,500 ¥11,000

SSエンド席 ¥8,000 ¥8,500

SS席 ¥6,000 ¥6,500

S席(エリア内自由席) ¥3,000 ¥3,500

A席(エリア内自由席) ¥2,000 ¥2,500

A席(中学生以上大学院生以下) ¥1,500 ¥2,000

A席(4歳~小学生以下) ¥1,000 ¥1,500

車椅子席(ご本人) ¥3,000 ¥3,500

車椅子席(お付添) ¥6,000 ¥6,500

ﾛｲﾔﾙﾎﾞｯｸｽ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥16,000 ¥16,500

ｽｰﾍﾟﾘｱ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥15,000 ¥15,500

コートサイド席 ¥12,500 ¥13,000

SSエンド席 ¥10,000 ¥10,500

SS席 ¥8,000 ¥8,500

S席(エリア内自由席) ¥4,000 ¥4,500

A席(エリア内自由席) ¥3,000 ¥3,500

A席(中学生以上大学院生以下) ¥2,000 ¥2,500

A席(4歳~小学生以下) ¥1,000 ¥1,500

車椅子席(ご本人) ¥4,000 ¥4,500

車椅子席(お付添) ¥8,000 ¥8,500

ﾛｲﾔﾙﾎﾞｯｸｽ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥18,000 ¥18,500

ｽｰﾍﾟﾘｱ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥17,000 ¥17,500

コートサイド席 ¥14,500 ¥15,000

SSエンド席 ¥12,000 ¥12,500

SS席 ¥9,000 ¥9,500

S席(エリア内自由席) ¥5,000 ¥5,500

A席(エリア内自由席) ¥3,500 ¥4,000

A席(中学生以上大学院生以下) ¥2,500 ¥3,000

A席(4歳~小学生以下) ¥1,000 ¥1,500

車椅子席(ご本人) ¥4,500 ¥5,000

車椅子席(お付添) ¥9,000 ¥9,500

ﾛｲﾔﾙﾎﾞｯｸｽ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥21,000 ¥21,500

ｽｰﾍﾟﾘｱ席(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付) ¥20,000 ¥20,500

コートサイド席 ¥17,500 ¥18,000

SSエンド席 ¥15,000 ¥15,500

SS席 ¥11,000 ¥11,500

S席(エリア内自由席) ¥6,000 ¥6,500

A席(エリア内自由席) ¥4,000 ¥4,500

A席(中学生以上大学院生以下) ¥2,500 ¥3,000

A席(4歳~小学生以下) ¥1,000 ¥1,500

車椅子席(ご本人) ¥5,500 ¥6,000

車椅子席(お付添) ¥11,000 ¥11,500

9月23日(土)
シングルス　準決勝

ダブルス　　決勝

9月24日(日)
シングルス　決勝

(及びエキシビション)

開場

開始

11：00

12：00

9月21日(木)
シングルス　2回戦

ダブルス　　準々決勝

9月22日(金)
シングルス　準々決勝

ダブルス　　準決勝

日時

9月18日(月･祝)

開場

開始

10：00

11：00

＊予選　3回戦

（本戦出場決定戦）

シングルス　1回戦

ダブルス　　1回戦

9月19日(火)
シングルス　1回戦

ダブルス　　1回戦

9月20日(水)
シングルス　2回戦

ダブルス　　1回戦



早割セット券 7日券、4日券、3日券 チケット料金  

販売期間：2017年５月 20日(土)正午~6月 23日(金)23時 59分まで 

通常より価格が 5％～最大 15％引きとなったお得なチケットです 

※座席は日程を通して同一の席番号でご用意します。（自由席を除く） 

※取り扱いは e+（イープラス）のみとなります。 

 

スペシャルチケット S席ペア券 チケット料金 

販売期間：2017年 6月 24日(土)10時～ ※なくなり次第終了 

S席(自由席)が 2枚セットになった日時指定券です 

 

スペシャルチケット S席 2日選択券 チケット料金  

販売期間：2017年 6月 24日(土)10時～ ※なくなり次第終了 

S席（自由席）が 2枚セットになった期間指定券です 

 

 

※期間中お好きな開催日を 2 日お選びいただけます。2 名様で同日に観戦いただくことも可能です。 

＜本戦について＞ 

※4 歳以上有料、3 歳以下でも座席が必要な場合は有料となります。 

※A 席には学生料金、こども料金がございます。中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学校生のお客様は、学生料金、4 歳以上小

学生以下のお客様はこども料金で観戦いただけます。ご入場の際、身分証明書をご提示いただく場合がございます。 

※ご購入されたチケットは、理由の如何を問わず、取替・変更・キャンセルはお受けできません。 

＜車椅子席について＞ 

※車椅子席をご利用のお客様はチケットをご購入前、事前にサンライズプロモーション東京にご連絡ください。 

（駐車場をご利用される場合は、ご連絡の際お申し出ください。（一般の方は駐車場をご利用いただけません） 

その他詳細に関しては、オフィシャルサイト（www.toray-ppo.com）をご確認ください。 
 
＜チケットに関するお問合せ先＞ サンライズプロモーション東京  TEL 0570-00-3337 (全日 10 時～18 時) 

席　種 7日間通し券 4日間(月～木) 3日間(金～日)

ロイヤルボックス席(プログラム付) ¥110,400 ¥55,200 ¥55,200

スーペリア席(プログラム付) ¥103,960 ¥51,520 ¥52,440

コートサイド席 ¥87,860 ¥42,320 ¥45,540

SSエンド席 ¥66,300 ¥30,600 ¥35,700

SS席 ¥50,150 ¥23,800 ¥26,350

S席（エリア内自由席） ¥26,350 ¥11,900 ¥14,450

A席（エリア内自由席） ¥20,425 ¥9,500 ¥10,925

A席(中学生以上大学院生以下) ¥13,775 ¥6,650 ¥7,125

A席(4歳～小学生以下) ¥6,650 ¥3,800 ¥2,850

車椅子席（ご本人） ¥25,075 ¥11,900 ¥13,175

車椅子席（お付添） ¥50,150 ¥23,800 ¥26,350

S席（エリア内自由席）￥6,8009月18日（月・祝）～9月21日（木）

前　売 9月18日（月・祝） 9月19日（火） 9月20日（水） 9月21日（木） 9月22日（金） 9月23日（土） 9月24日（日）

S席（エリア内自由席） ¥5,400 ¥5,400 ¥7,200 ¥7,200 ¥9,000 ¥10,800 ¥10,800



  

第1回 優勝 マヌエラ・マレーバ 優勝 ｸﾗｳﾃﾞｨｱ･ｺｰﾃﾞ･ｷﾙｼｭ/ﾍﾚﾅ･ｽｺﾊﾞ

1984年 準優勝 ｸﾗｳﾃﾞｨｱ･ｺｰﾃﾞ･ｷﾙｼｭ 準優勝 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｽﾏｲﾘｰ/ｶﾀﾘﾅ･ﾀﾝﾋﾞｴ

第2回 優勝 マヌエラ・マレーバ 優勝 ｸﾗｳﾃﾞｨｱ･ｺｰﾃﾞ･ｷﾙｼｭ/ﾍﾚﾅ･ｽｺﾊﾞ

1985年 準優勝 ボニー・ガデュセク 準優勝 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｽﾏｲﾘｰ/ﾏﾙｾﾗ･ﾒｽｶｰ

第3回 優勝 ステフィ・グラフ 優勝 ｽﾃﾌｨ･ｸﾞﾗﾌ/ﾍﾞｯﾁﾅ･ﾊﾞﾝｼﾞ

1986年 準優勝 マヌエラ・マレーバ 準優勝 ﾏﾇｴﾗ･ﾏﾚｰﾊﾞ/ｶﾀﾘﾅ･ﾏﾚｰﾊﾞ

第4回 優勝 ガブリエラ・サバティーニ 優勝 ｱﾝ･ﾎﾜｲﾄ/ﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾜｲﾄ

1987年 準優勝 マヌエラ・マレーバ 準優勝 ﾏﾇｴﾗ･ﾏﾚｰﾊﾞ/ｶﾀﾘﾅ･ﾏﾚｰﾊﾞ

第5回 優勝 パム・シュライバー 優勝 ﾊﾟﾑ･ｼｭﾗｲﾊﾞｰ/ﾍﾚﾅ･ｽｺﾊﾞ

1988年 準優勝 ヘレナ・スコバ 準優勝 ｼﾞｼﾞ･ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ/ﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾜｲﾄ

第6回 優勝 マルチナ・ナブラチロワ 優勝 ｼﾞﾅ･ｶﾞﾘｿﾝ/ｶﾄﾘﾅ･ｱﾀﾞﾑｽ

1989年 準優勝 ロリー・マクニール 準優勝 ﾒｱﾘｰ･ｼﾞｮｰ･ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ/ｸﾗｳﾃﾞｨｱ･ｺｰﾃﾞ･ｷﾙｼｭ

第7回 優勝 ステフィ・グラフ 優勝 ｼﾞｼﾞ･ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ/ｴﾚｻﾞﾍﾞｽ･ｽﾏｲﾘｰ

1990年 準優勝 ｱﾗﾝﾁｬ･ｻﾝﾁｪｽ･ﾋﾞｶﾘｵ 準優勝 ﾚｲﾁｪﾙ･ﾏｯｷﾗﾝ/ｼﾞｮｰ･ｱﾝ･ﾌｫｰﾙ

第8回 優勝 ガブリエラ・サバティーニ 優勝 ｷｬｼｰ･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ/ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｽﾏｲﾘｰ

1991年 準優勝 マルチナ・ナブラチロワ 準優勝 ﾒｱﾘｰ･ｼﾞｮ-･ﾌｪｽﾅﾝﾃﾞｽ/ﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾜｲﾄ

第9回 優勝 ガブリエラ・サバティーニ 優勝 ｱﾗﾝﾁｬ･ｻﾝﾁｪｽ･ﾋﾞｶﾘｵ/ﾍﾚﾅ･ｽｺﾊﾞ

1992年 準優勝 マルチナ・ナブラチロワ 準優勝 ﾏﾙﾁﾅ・ﾅﾌﾞﾗﾁﾛﾊﾜ/ﾊﾟﾑ･ｼｭﾗｲﾊﾞｰ

第10回 優勝 マルチナ・ナブラチロワ 優勝 ﾏﾙﾁﾅ･ﾅﾌﾞﾗﾁﾛﾜ/ﾍﾚﾅ･ｽｺﾊﾞ

1993年 準優勝 ラリサ・ネーランド 準優勝 ﾛﾘｰ･ﾏｸﾆｰﾙ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

第11回 優勝 ステフィ・グラフ 優勝 ﾊﾟﾑ･ｼｭﾗｲﾊﾞｰ/ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｽﾏｲﾘｰ

1994年 準優勝 マルチナ・ナブラチロワ 準優勝 ﾏﾙﾁﾅ･ﾅﾌﾞﾗﾁﾛﾜ/ﾏﾉﾝ･ﾎﾞﾗｸﾞﾗﾌ

第12回 優勝 伊達公子 優勝 ｼﾞｼﾞ･ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ/ﾅﾀｰｼｬ･ｽﾞﾍﾞﾚﾜ

1995年 準優勝 リンゼイ・ダベンポート 準優勝 ﾘﾝｾﾞｲ･ﾀﾞﾍﾞﾝﾎﾟｰﾄ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

第13回 優勝 イバ・マヨーリ 優勝 ｼﾞｼﾞ･ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ/ﾅﾀｰｼｬ･ｽﾞﾍﾞﾚﾜ

1996年 準優勝 ｱﾗﾝﾁｬ･ｻﾝﾁｪｽ･ﾋﾞｶﾘｵ 準優勝 ｲﾘｰﾅ･ｽﾋﾟﾙﾚｱ/ﾏﾘｱﾝ･ﾃﾞ･ｽﾜﾙﾄ

第14回 優勝 マルチナ・ヒンギス 優勝 ﾘﾝｾﾞｲ･ﾀﾞﾍﾞﾝﾎﾟｰﾄ/ﾅﾀｰｼｬ･ｽﾞﾍﾞﾚﾜ

1997年 準優勝 ステフィ・グラフ 準優勝 ﾏﾙﾁﾅ･ﾋﾝｷﾞｽ/ｼﾞｼﾞ･ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

第15回 優勝 リンゼイ・ダベンポート 優勝 ﾏﾙﾁﾅ･ﾋﾝｷﾞｽ/ﾐﾘﾔﾅ･ﾙﾁｯﾁ

1998年 準優勝 マルチナ・ヒンギス 準優勝 ﾘﾝｾﾞｲ･ﾀﾞﾍﾞﾝﾎﾟｰﾄ/ﾅﾀｰｼｬ･ｽﾞﾍﾞﾚﾜ

第16回 優勝 マルチナ・ヒンギス 優勝 ﾘﾝｾﾞｲ･ﾀﾞﾍﾞﾝﾎﾟｰﾄ/ﾅﾀｰｼｬ･ｽﾞﾍﾞﾚﾜ

1999年 準優勝 アマンダ・クッツァー 準優勝 ﾏﾙﾁﾅ･ﾋﾝｷﾞｽ/ﾔﾅ･ﾉﾎﾞﾄﾅ

第17回 優勝 マルチナ・ヒンギス 優勝 ﾏﾙﾁﾅ･ﾋﾝｷﾞｽ/ﾒｱﾘｰ･ﾋﾟｱｰｽ

2000年 準優勝 サンドラ・テステュ 準優勝 ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ･ﾌｾ/ﾅﾀﾘｰ･ﾄｰｼﾞｱ

第18回 優勝 リンゼイ・ダベンポート 優勝 ﾘｻ･ﾚｲﾓﾝﾄﾞ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

2001年 準優勝 マルチナ・ヒンギス 準優勝 ｱﾝﾅ･ｸﾙﾆｺﾜ/ｲﾛﾀﾞ･ﾂﾙﾔｶﾞﾉﾜ

第19回 優勝 マルチナ・ヒンギス 優勝 ﾘｻ･ﾚｲﾓﾝﾄﾞ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

2002年 準優勝 モニカ・セレス 準優勝 ｴﾙｽ･ｶﾚﾝｽﾞ/ﾛﾍﾞﾙﾀ･ﾋﾞﾝﾁ

第20回 優勝 リンゼイ・ダベンポート 優勝 ｴﾚｰﾅ･ﾎﾞﾋﾞﾅ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

2003年 準優勝 モニカ・セレス 準優勝 ﾘﾝｾﾞｲ･ﾀﾞﾍﾞﾝﾎﾟｰﾄ/ﾘｻ･ﾚｲﾓﾝﾄﾞ

第21回 優勝 リンゼイ・ダベンポート 優勝 ｶｰﾗ･ﾌﾞﾗｯｸ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

2004年 準優勝 マグダレナ・マレーバ 準優勝 ｴﾚｰﾅ･ﾘﾌｫﾌﾂｪﾜ/ﾏｸﾞﾀﾞﾚﾅ･ﾏﾚｰﾊﾞ

第22回 優勝 マリア・シャラポワ 優勝 ﾔﾈｯﾃ･ﾌｻﾛﾊﾞ/ｴﾚｰﾅ･ﾘﾎﾌﾂｪﾜ

2005年 準優勝 リンゼイ・ダベンポート 準優勝 ﾘﾝｾﾞｲ･ﾀﾞﾍﾞﾝﾎﾟｰﾄ/ｺﾘｰﾅ･ﾓﾗﾘｭｰ

第23回 優勝 エレーナ・デメンティエワ 優勝 ﾘｻ･ﾚｲﾓﾝﾄﾞ/ｻﾏﾝｻ･ｽﾄｰｻｰ

2006年 準優勝 マルチナ・ヒンギス 準優勝 ｶｰﾗ･ﾌﾞﾗｯｸ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

第24回 優勝 マルチナ・ヒンギス 優勝 ﾘｻ･ﾚｲﾓﾝﾄﾞ/ｻﾏﾝｻ･ｽﾄｰｻｰ

2007年 準優勝 アナ・イワノビッチ 準優勝 ﾊﾞﾆｱ･ｷﾝｸﾞ/ﾙﾈｰ･ｽﾀﾌﾞｽ

第25回 優勝 ディナラ・サフィナ 優勝 ﾊﾞﾆｱ･ｷﾝｸﾞ/ﾅﾃﾞｨｱ･ﾍﾟﾄﾛﾜ

2008年 準優勝 スベトラーナ・クズネツォワ 準優勝 ﾘｻ･ﾚｲﾓﾝﾄﾞ/ｻﾏﾝｻ･ｽﾄｰｻｰ

第26回 優勝 マリア・シャラポワ 優勝 ｱﾘｻ･ｸﾚｲﾊﾞﾉﾜ/ﾌﾗﾝﾁｪｽｶ･ｽｷｱﾎﾞｰﾈ

2009年 準優勝 エレナ・ヤンコビッチ 準優勝 杉山愛/ﾀﾞﾆｴﾗ･ﾊﾝﾁｭｺﾊﾞ

第27回 優勝 キャロライン・ウォズニアッキ 優勝 ｲﾍﾞﾀ･ﾍﾞﾈｿﾊﾞ/ﾊﾞﾙﾎﾞﾗ･ｻﾞﾌﾗｽﾄﾘｺﾊﾞ

2010年 準優勝 エレーナ・デメンティエワ 準優勝 ｼｬﾊｰ･ﾋﾟｱｰ/彭帥

第28回 優勝 アグニエシュカ・ラドワンスカ 優勝 ﾘｰｾﾞﾙ･ﾌｰﾊﾞｰ/ﾘｻ･ﾚｲﾓﾝﾄﾞ

2011年 準優勝 ベラ・ズボナレワ 準優勝 ﾋｾﾗ･ﾄﾞｩﾙｺ/ﾌﾗﾋﾞｱ･ﾍﾟﾝﾈｯﾀ

第29回 優勝 ナディア・ペトロワ 優勝 ﾗｹﾙ･ｺｯﾌﾟｼﾞｮｰﾝｽﾞ/ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ･ｽﾋﾟｱｰｽﾞ

2012年 準優勝 アグニエシュカ・ラドワンスカ 準優勝 ｱﾝﾅﾚﾅ･ｸﾞﾛｰﾈﾌｪﾙﾄ/ｸﾍﾞﾀ･ﾍﾟｼｭｹ

第30回 優勝 ペトラ・クビトバ 優勝 ｶｰﾗ･ﾌﾞﾗｯｸ/ｻﾆｱ･ﾐﾙｻﾞ

2013年 準優勝 アンゲリク・ケルバー 準優勝 詹皓晴/ﾘｰｾﾞﾙ･ﾌｰﾊﾞｰ

第31回 優勝 アナ・イバノビッチ 優勝 ｶｰﾗ･ﾌﾞﾗｯｸ/ｻﾆｱ･ﾐﾙｻﾞ

201４年 準優勝 キャロライン・ウォズニアッキ 準優勝 ｶﾞﾙﾋﾞﾈ･ﾑｸﾞﾙｻﾞ/ｶﾙﾗ･ｽｱﾚｽﾅﾊﾞﾛ

第32回 優勝 アグニエシュカ・ラドワンスカ 優勝 ｶﾞﾙﾋﾞﾈ･ﾑﾙｸﾞｻﾞ/ｶﾙﾗ･ｽｱﾚｽﾅﾊﾞﾛ

2015年 準優勝 ベリンダ・ベンチッチ 準優勝 ﾁｬﾝ･ﾊｵﾁﾝ/ﾁｬﾝ･ﾕﾝｼﾞｬﾝ

第33回 優勝 キャロライン・ウォズニアッキ 優勝 ｻﾆｱ･ﾐﾙｻﾞ/ﾊﾞﾙﾎﾞﾗ･ｽﾄﾘｺﾊﾞ

2016年 準優勝 大坂なおみ 準優勝 梁　辰/楊 釗煊

シングルス ダブルス

東レ パン パシフィック オープンテニス 歴代チャンピオン 



 

開催年 会場 本戦会期 賞金総額

1 1984年 東京体育館 12/11～16 US$300,000 11,600 人

2 1985年 東京体育館 12/10～15 US$300,000 16,800 人

3 1986年 湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  /　国立代々木競技場　第2体育館 9/9～14 US$300,000 10,700 人

4 1987年 湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  /　国立代々木競技場　　第2体育館 9/15～20 US$300,000 13,500 人

5 1988年 湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  /　青山学院記念館 4/26～5/1 US$300,000 13,400 人

6 1989年 青山学院記念館 1/31～2/5 US$300,000 19,395 人

7 1990年 早稲田大学記念会堂　/　国立代々木競技場　第2体育館 1/30～2/4 US$350,000 17,450 人

8 1991年 東京体育館 1/29～2/3 US$350,000 31,700 人

9 1992年 東京体育館 1/28～2/2 US$350,000 32,171 人

10 1993年 横浜ｱﾘｰﾅ 2/2～2/7 US$750,000 35,700 人

11 1994年 東京体育館 2/1～6 US$750,000 39,100 人

12 1995年 東京体育館 1/31～2/5    US$806,250 36,574 人

13 1996年 東京体育館 1/30～2/4    US$926,250 41,924 人

14 1997年 東京体育館 1/28～2/2    US$926,250 43,458 人

15 1998年 東京体育館 2/3～8    US$926,250 45,638 人

16 1999年 東京体育館 2/2～7 US$1,000,000 42,941 人

17 2000年 東京体育館 2/1～6 US$1,080,000 42,909 人

18 2001年 東京体育館 1/30～2/4 US$1,188,000 41,448 人

19 2002年 東京体育館 1/29～2/3 US$1,224,000 41,910 人

20 2003年 東京体育館 1/28～2/2 US$1,300,000 43,673 人

21 2004年 東京体育館 2/3～8 US$1,300,000 44,630 人

22 2005年 東京体育館 2/1～6 US$1,300,000 50,350 人

23 2006年 東京体育館 1/31～2/5 US$1,340,000 52,186 人

24 2007年 東京体育館 1/30～2/4 US$1,340,000 53,357 人

25 2008年 有明テニスの森公園 9/16～21 US$1,340,000 55,431 人

26 2009年 有明テニスの森公園 9/27～10/3 US$2,000,000 55,008 人

27 2010年 有明テニスの森公園 9/26～10/2 US$2,000,000 55,412 人

28 2011年 有明テニスの森公園 9/25～10/1 US$2,050,000 55,758 人

29 2012年 有明テニスの森公園 9/21～9/29 US$2,168,400 55,913 人

30 2013年 有明テニスの森公園 9/20～9/28 US$2,369,000 57,251 人

31 2014年 有明テニスの森公園 9/15～9/21 US$1,000,000 41,266 人

32 2015年 有明テニスの森公園 9/21～9/27 US$1,000,000 42,151 人

33 2016年 有明テニスの森公園 9/19～9/25 US$1,000,000 39,013 人

入場者数総計 1,279,717 人

来場者数

東レ パン パシフィック オープンテニス 歴代データ 


