
 

報道資料                                      2017 年 8 月 17 日 

東レ パン パシフィック オープンテニス 2017 

本戦シングルスダイレクトイン 20名ならびに 

ワイルドカード（主催者推薦）1名を発表！ 
◆世界ランキング１位の女王カロリナ・プリスコバ選手（25 才/チェコ）、3 位のアンゲリク・ケルバー選手

（29 才/ドイツ）、６位のガルビネ・ムグルザ選手（23 才/スペイン）らトップ 10 から 6 名が参戦！  

◆昨年大会優勝のキャロライン・ウォズニアッキ選手（5 位/27 才/デンマーク）は 2008 年大会から 

連続 10 度目の出場が決定。東レ PPO テニス３度目の優勝を目指します。 

   ◆昨年準優勝の大坂なおみ（44 位/19 才）は、ワイルドカードでの出場！ 

 

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）が実施

する「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 パシフィック オープンテニス)    

＜会期：2017 年９月 16 日(土)～9 月 24 日(日)／会場：有明コロシアム及び有明テニスの森公園コート＞の本戦に   

ダイレクトインする選手 20 名と、ワイルドカード 1 名が決定いたしました。 

日本で開始される女子テニスの大会で、最高峰に位置づけられる本大会は、今年で第 34 回を迎えます。毎年、世界の

トッププレーヤーが集結し、有明の地で繰り広げられる戦いは、国内のみならず世界中のテニスファンから高い関心と注目を集

めてきました。 

今年の大会にも、世界ランキング No.1 のカロリナ・プリスゴバ選手（チェコ）をはじめ、女王への返り咲きを狙うアンゲリク・ 

ケルバー選手（3 位/ドイツ）、ディフェンディングチャンピオンのキャロライン・ウォズニアッキ選手（５位／デンマーク）、２つ

のグランドスラムタイトルを持つガルビネ・ムグルザ選手（６位/スペイン）など女子テニス界をけん引する トップランカーが登場

します。 

また、昨年大会でその快進撃が大きくクローズアップされ、準優勝を果たした、大坂なおみ選手（44 位/日本）は、   

ワイルドカードでの本戦出場が決定いたしました。時速 200 キロを超える“新幹線サーブ”を武器に、今年も本大会での活躍

が大いに期待されます。 

世界トップクラスのプレーが間近で観戦できる「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2017」に、是非   

ご期待ください。 

*世界ランキングは 2017 年 8 月 14 日付 

 

 

 
 
 

 
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 

http://www.toray-ppo.com/


 

 

 

 

 

No. RNK

1 カロリナ・プリスコバ Karolina Pliskova チェコ CZE 1

2 アンゲリク・ケルバー Angelique Kerber ドイツ GER 3

3 キャロライン・ウォズニアッキ Caroline Wozniacki デンマーク DEN 5

4 ガルビネ・ムグルザ Garbiñe Muguruza スペイン ESP 6

5 ジョアンナ・コンタ Johanna Konta イギリス GBR 7

6 アグニエシュカ・ラドワンスカ Agnieszka Radwanska ポーランド POL 10

7 ドミニカ・チブルコバ Dominika Cibulkova スロバキア SVK 11

8 クリスティナ・ムラデノビッチ Kristina Mladenovic フランス FRA 13

9 ペトラ・クビトバ Petra Kvitova チェコ CZE 14

10 アナスタシヤ・セバストワ Anastasija Sevastova ラトビア LAT 16

11 マディソン・キーズ Madison Keys アメリカ USA 17

12 キャロリン・ガルシア Caroline Garcia フランス FRA 19

13 アナスタシア・パブリュチェンコワ Anastasia Pavlyuchenkova ロシア RUS 20

14 アナ・コニュ Ana Konjuh クロアチア CRO 22

15 バルボラ・ストリコバ Barbora Strycova チェコ CZE 23

16 ダリア・ガブリロワ Daria Gavrilova オーストラリア AUS 26

17 ミリヤナ・ルチッチバロニ Mirjana Lucic-Baroni クロアチア CRO 31

18 カルラ・スアレス・ナバロ Carla Suárez Navarro スペイン ESP 32

19 マグダレナ・リバリコバ Magdalena Rybarikova スロバキア SVK 33

20 ローレン・デービス Lauren Davis アメリカ USA 34

21 WC 大坂　なおみ Naomi Osaka 日本／日清食品 JPN 44

22 WC

23 WC 

24 WC 

25 Q

26 Q

27 Q

28 Q

本戦エントリー 選手リスト

Singles Main Draw Players List

選  手  名（Name) 国 籍（Nationality）／所属

WC（Wild Card）：ワイルドカード（主催者推薦）   世界ランキングは 8 月 14 日付 

Q（Qualifier）：クオリファイヤー 

※上記は最新 WTA ランキングを反映しておりますが、本戦ダイレクトインの決定は、2017 年 8 月 7 日付の

ランキングを適応しています。 



*世界ランキングは 2017 年 8 月 14 日付  

■カロリナ・プリスコバ（Karolina Pliskova） 

国籍：  チェコ（CZE） 

世界ランキング： １位 

（自己最高ランキング：１位  *2017 年 8 月 7 日付） 

生年月日： 1992 年３月 21 日（25 才） 

身長／体重： 186cm／72kg 

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（2015 年） 

全米オープン準優勝（2016 年） 

全仏オープンベスト 4（2017 年） 

全豪オープンベスト 8（2017 年） 

全豪オープン 3 回戦（2016 年、2015 年） 

全米オープン 3 回戦（2014 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： ３位 

（自己最高ランキング 1 位 *2017 年 6 月 12 日付） 

生年月日： 1988 年 1 月 18 日（29 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） 

  東レ PPO テニスベスト 4（2014 年、2012 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） 

  ウィンブルドンベスト 4（2012 年）、全米オープンベスト 4（2011 年） 

   全仏オープンベスト 8（2012 年）、ウィンブルドンベスト８（2014 年） 

 

 

■キャロライン・ウォズニアッキ（Caroline Wozniacki） 

国籍：  デンマーク（DEN） 

世界ランキング： ５位 

（自己最高ランキング 1 位 *2010 年 10 月 11 日付） 

生年月日： 1990 年 7 月 11 日（27 才） 

身長／体重： 177cm／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 テニス優勝（2016 年、2010 年） 

  東レ PPO テニス準優勝（2014 年） 

  東レ PPO テニスベスト 4（2015 年、2013 年） 

  東レ PPO テニスベスト 8（2012 年） 

  全米オープン準優勝（2014 年、2009 年） 

全豪オープンベスト 4（2011 年）、全米オープンベスト 4（2016 年、2011 年、2010 年） 

全豪オープンベスト 8（2012 年）、全仏オープンベスト 8（2017 年、2010 年） 

＜選手プロフィール＞ 

 



■ガルビネ・ムグルザ（Garbiñe Muguruza）  

国籍：  スペイン(ESP) 

世界ランキング： ６位  

（自己最高ランキング：2 位 *2016 年 6 月 6 日付） 

生年月日： 1993 年 10 月 8 日生まれ（23 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（2014 年） 

東レ PPO テニスベスト 8（2016 年、2015 年） 

全仏オープン優勝（2016 年）、ウィンブルドン優勝（2017 年） 

ウィンブルドン準優勝（2015 年） 

全豪オープンベスト 8（2017 年） 

全仏オープンベスト 8（2015 年、2014 年） 

 

 

■ジョアンナ・コンタ（Johanna Konta） 

国籍：  イギリス（GBR） 

世界ランキング： 7 位 

（自己最高ランキング 4 位 *2017 年 7 月 17 日付） 

生年月日： 1991 年 5 月 17 日（26 才） 

身長／体重： 180cm／70kg 

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： 全豪オープンベスト４（2016 年） 

全豪オープンベスト 8（2017 年） 

ウィンブルドンベスト 4（2017 年） 

   全米オープン 4 回戦（2016 年、2015 年） 

 

 

■アグニエシュカ・ラドワンスカ（Agnieszka Radwanska） 

国籍：  ポーランド（POL） 

世界ランキング： 10 位 

（自己最高ランキング 2 位 *2012 年 7 月 9 日付） 

生年月日： 1989 年 3 月 6 日（28 才） 

身長／体重： 173cm／56kg 

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 テニス優勝（2015 年、2011 年） 

   東レ PPO テニス準優勝（2012 年） 

東レ PPO テニスベスト 4（2009 年） 

  東レ PPO テニスベスト 8（2016 年、2013 年、2010 年、2008 年） 

   ウィンブルドン準優勝（2012 年） 

   全豪オープンベスト４（2016 年、2014 年）、ウィンブルドンベスト４（2015 年、2013 年） 

  全豪オープンベスト８（2013 年、2012 年、2011 年、2008 年） 

全仏オープンベスト 8（2013 年）、ウィンブルドンベスト８（2009 年、2008 年） 

 

 



■ドミニカ・チブルコバ（Dominika Cibulkova）  

国籍：  スロバキア（SVK） 

世界ランキング： 11 位  

（自己最高ランキング：4 位  *2017 年 3 月 20 日付） 

生年月日： 1989 年 5 月 6 日生まれ（28 才） 

身長／体重： 161cm／55kg 

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（2015 年） 

  東レ PPO テニスベスト 8（2014 年） 

全豪オープン準優勝（2014 年） 

全仏オープンベスト 4（2009 年） 

全豪オープンベスト 8（2015 年） 

全仏オープンベスト 8（2012 年） 

ウィンブルドンベスト 8（2016 年、2011 年）、全米オープンベスト 8（2010 年） 

 

 

■クリスティナ・ムラデノビッチ（Kristina Mladenovic）  

国籍：  フランス（FRA） 

世界ランキング： 13 位  

（自己最高ランキング：12 位  *2017 年 6 月 19 日付） 

生年月日： 1993 年 5 月 14 日生まれ（24 才） 

身長／体重： 184cm／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： 全仏オープンベスト 8（2017 年） 

  全米オープンベスト 8（2015 年） 

  全豪オープン３回戦（2016 年） 

  ウィンブルドン３回戦（2015 年） 

 

 

■大坂なおみ（Naomi Osaka） 

国籍：  日本（JPN） 

世界ランキング： 44 位 

（自己最高ランキング 40 位 *2016 年 10 月 17 日付） 

生年月日： 1997 年 10 月 16 日（19 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） 

全豪オープン 3 回戦（2016 年） 

全仏オープン 3 回戦（2016 年） 

ウィンブルドン３回戦（2017 年） 

全米オープン３回戦（2016 年） 


