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「東レ パン パシフィック オープンテニス 2019」 

大阪での初開催決定！ 
全米・全豪オープン覇者 大坂なおみ選手が出場表明 
6 月 29 日(土)より e+（イープラス）でチケット先行販売開始 

 

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 2019」 (略称: 東レ パン パシフィック オープンテニス)は、初開

催となる大阪・ITC 靭テニスセンター（大阪市西区）を会場とし、2019 年９月 14 日(土)～9 月 22 日(日)の日程にて開

催いたします。多くの国際大会開催の舞台となっており、大阪最大のテニススタジアムである“ITC 靭テニスセンター”で東レ  

パン パシフィック オープンテニスをお楽しみください。 
 

「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。 

第 36 回を迎える今年は、2018 年全米オープン、2019 年全豪オープンを制覇し、自己最高世界ランキング 1 位を獲得 

した大坂なおみ選手（世界ランキング 2 位＊）、アンゲリク・ケルバー選手（世界ランキング 5 位＊）が本大会への出場を表明

いたしました。今回が本大会 7 回目の出場となる大坂選手にとっては、2016 年、2018 年と 2 度の準優勝で留まった雪辱を、

日本のファンの皆さんの前で果たせるのか期待が高まります。 今年も世界のトッププレーヤーが集結、熱い戦いを繰り広げます。

また、WOWOW にて本戦シングルスの全試合のライブ中継を予定しています。＊世界ランキングは 2019 年 6 月 24 日付 
 

「東レ パン パシフィック オープンテニス 2019」のチケット販売は、6 月 29 日(土)正午より、e+(イープラス)にて先行  

販売を開始します。大坂なおみ選手をはじめ、世界のトップ選手のプレーが間近で体感できる「東レ パン パシフィック オープ

ンテニストーナメント 2019」 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。      

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カロリナ・プリスコバ選手(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加藤 未唯選手(右)と二宮 真琴選手(左)ペア 

http://www.toray-ppo.com/
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*世界ランキングは 2019 年 6 月 24 日付 

 

 

 

■大坂なおみ （Naomi Osaka） 

国籍：  日本（JPN） 

世界ランキング： 2 位（自己最高ランキング 1 位 2019 年 1 月 28 日付） 

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： 全豪オープン優勝（2019 年） 

東レ PPO テニス準優勝（2016 年、2018 年） 

全米オープン優勝（2018 年） 

BNP パリバオープン優勝（2018 年） 

全仏オープン 3 回戦（2016 年、2018 年） 

ウィンブルドン３回戦（2017 年、2018 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： 5 位（自己最高ランキング 1 位 2016 年 9 月 12 日付） 

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） 

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） 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出場予定選手プロフィール＞ 

 



3 

 

【大会概要】 
 

■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＞ 2019 年 9 月 16 日(月･祝)～22 日(日)    

  ＜予選＞ 2019 年 9 月 14 日(土) ～15 日(日)      
 

■会  場： ITC 靭テニスセンター  大阪市西区靭本町 2-1-14（靱公園内） 

大阪メトロ御堂筋線「本町駅」より徒歩 10 分 大阪メトロ四つ橋線「本町駅」より徒歩 7 分 

大阪メトロ中央線・千日前線「阿波座駅」より徒歩 7 分 京阪中之島線「中之島駅」より徒歩 15 分 
 

■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 24 ドロー  
 

■賞金総額： US$757,900        
 

■サーフェス： ハードコート（アウトドア） 
 

■累計入場者数： 1,333,922 人（1984 年~2018 年）      
 

■チケット販売： 先行販売（先着販売） １次先行 2019 年 6 月 29 日(土)12:00～7 月 10 日 20:00(水) 

2 次先行 2019 年 7 月 11 日(木)20:00～7 月 17 日 20:00(水) 

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

一般販売（先着販売） 2019 年 7 月 20 日（土）10:00 より各試合前日まで 

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

             楽天チケット      http://r-t.jp/toray-ppo 

             ローソンチケット      https://l-tike.com/sports/toray-ppo/ （L コード：53952） 

             チケットぴあ      https://w.pia.jp/t/toray-ppo/ （P コード：843-270） 

             セブンチケット      http://7ticket.jp/ 

             CN プレイガイド      http://www.cnplayguide.com/toray-ppo/ 
 
  ＜チケットに関する問い合わせ先＞ 

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

※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 

 

■放 送 ： 株式会社 WOWOW 
 

■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 
 

■後   援： 大阪市 
 

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

■協   力： 関西テニス協会 大阪府テニス協会 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  

https://eplus.jp/toray-ppo/
https://eplus.jp/toray-ppo/
https://l-tike.com/sports/toray-ppo/　（Lコード：53952
https://w.pia.jp/t/toray-ppo/
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【東レ PPO テニス チケット料金】 
 

販売期間： 先行販売（先着販売）１次先行 2019 年 6 月 29 日(土)12:00～7 月 10 日(水)20:00 

2 次先行 2019 年 7 月 11 日(木)20:00～7 月 17 日(水)20:00 

一般販売（先着販売） 2019 年 7 月 20 日(土)10:00 より各試合前日まで 



5 

 

 

 

 

＜本戦について＞ 

※競技運営上、WTA ルールにより試合スケジュール、開始時間が変更になる場合があります。 

※ロイヤルボックス席・コートエンド席・コートサイド席には、各日１冊プログラムが付きます。 

※4 歳以上は有料、3 歳以下でも座席が必要な場合は有料となります。 

※SS 席(9 列～12 列)のみ、大人、学生、小人料金がございます。 

中学生以上大学院生以下のお客様は学生料金、4 歳以上小学生以下のお客様は小人料金でご観戦いただけます。 

ご入場時に学生証・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。 

※９月 22 日(日)は、シングルス決勝前にエキシビジョンマッチを行い、シングルス決勝は 12:00 から開始します。 

※雨天時の対応については、オフィシャルサイトのチケットページをご確認ください。 

 

＜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後、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。 

 

 

その他詳細に関しては、オフィシャルサイト（http://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) 
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会場 本戦会期

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・イバノビッチ 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

第34回 優勝 キャロライン・ウォズニアッキ 優勝 ﾏﾘｱﾎｾ・ﾏﾙﾃｨﾈｽｻﾝﾁｪｽ/ｱﾝﾄﾞﾚﾔ・ｸﾚﾊﾟｰﾁ

2017年 準優勝 アナスタシア・パブリュチェンコワ 準優勝 ﾀﾞﾘｱ･ｶﾞﾌﾞﾘﾛﾜ/ﾀﾞﾘｱ・ｶｻｷﾅ

第35回 優勝 カロリナ・プリスコバ 優勝 加藤　未唯/二宮　真琴

2018年 準優勝 大坂なおみ 準優勝 ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ｾｽﾃｨﾆ ﾌﾗﾊﾞﾁｺﾊﾞ/ﾊﾞﾙﾎﾞﾗ･ｽﾄﾘｺﾊﾞ

東京体育館 12/10～15

東レ パン・パシフィック・オープンテニス　歴代データ

シングルス ダブルス

東京体育館 12/11～16

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館 9/9～14

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館 9/15～20

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館 4/26～5/1

青山学院記念館 1/31～2/5

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館 1/30～2/4

東京体育館 1/29～2/3

東京体育館 1/28～2/2

横浜ｱﾘｰﾅ 2/2～2/7

東京体育館 2/1～6

東京体育館 1/31～2/5

東京体育館 1/30～2/4

東京体育館 1/28～2/2

東京体育館 2/3～8

東京体育館 2/2～7

東京体育館 2/1～6

東京体育館 1/30～2/4

東京体育館 1/29～2/3

東京体育館 1/28～2/2

東京体育館 2/3～8

東京体育館 2/1～6

東京体育館 1/31～2/5

東京体育館 1/30～2/4

有明テニスの森公園 9/16～21

有明テニスの森公園 9/27～10/3

有明テニスの森公園 9/26～10/2

有明テニスの森公園 9/25～10/1

有明テニスの森公園 9/21～9/29

有明テニスの森公園 9/20～9/28

有明テニスの森公園 9/15～9/21

有明テニスの森公園 9/21～9/27

有明テニスの森公園 9/21～9/27

有明テニスの森公園 9/16～9/24

アリーナ立川立飛

ドーム立川立飛
9/15～9/23


