
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

第36回 優勝 大坂なおみ 優勝 チャン・ハオチン/チャン・ラティシャ

2019年 準優勝 アナスタシア・パブリュチェンコワ 準優勝 シェ・シュウェイ/シェ・ユーチェ

ITC

靭テニスセンター
9/14～9/22

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


