
 

報道資料                                                    2022 年 7 月 6 日 
 

東京・有明コロシアムで 5 年ぶりの開催！ 

「東レ パン パシフィック オープンテニス 2022」 
7 月 8 日(金)よりイープラスでチケット１次先行抽選販売開始 

お得なセット券や大会オリジナルグッズ付チケットも 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 年シングルス優勝の大坂なおみ選手と準優勝のアナスタシア・パブリュチェンコワ選手 

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 2022」 (略称: 東レ パン パシフィック オープンテニス)は、有明    

コロシアムおよび有明テニスの森公園テニスコートを会場とし、2022 年９月 17 日(土)～9 月 25 日(日)の日程にて開催  

いたします。 
 

 

本大会のチケットは、7 月 8 日(金)正午より、イープラスにて 1 次先行販売を開始します。大会オリジナル T シャツとトート

バックがセットになったグッズ付きチケットや、月・火 2 日券、水・木 2 日券、週末(金～日)3 日券など料金がお得なチケットも

ご用意。どちらも先行販売期間中にイープラスのみでのお取り扱いとなります。 

 

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。コロナウイルス感染症の影響で３年ぶり、有明コロシアムでは実に 5 年ぶりの開催となる 

今年、多くのテニスファンが有明で白熱した試合を楽しみにしていることでしょう。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 2022」 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。※出場選手については、追って発表いたします。  

 

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 11 時~17 時）  
E-mail: info@toray-ppo.com 

http://www.toray-ppo.com/
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東レ PPO テニス チケット販売概要 

チケット料金 

【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

ロイヤルボックス席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥20,000 ¥21,000

スーペリア席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥19,000 ¥20,000

コートサイド席前方 ¥15,000 ¥16,000

コートサイド席後方 ¥12,000 ¥13,000

コートエンド席前方 ¥9,000 ¥10,000

コートエンド席後方 ¥8,000 ¥9,000

SS席前方 ¥7,000 ¥8,000

SS席後方 ¥5,000 ¥6,000

S席 ¥3,000 ¥4,000

A席(大人） ¥2,000 ¥3,000

A席(学生） ¥1,000 ¥2,000

A席(小人） ¥1,000 ¥2,000

車椅子席(本人)SS席後方 ¥2,500 ¥3,000

車椅子席(付添)SS席後方 ¥5,000 ¥6,000

ロイヤルボックス席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥22,000 ¥23,000

スーペリア席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥21,000 ¥22,000

コートサイド席前方 ¥17,000 ¥18,000

コートサイド席後方 ¥14,000 ¥15,000

コートエンド席前方 ¥10,000 ¥11,000

コートエンド席後方 ¥9,000 ¥10,000

SS席前方 ¥8,000 ¥9,000

SS席後方 ¥6,000 ¥7,000

S席 ¥4,000 ¥5,000

A席(大人） ¥3,000 ¥4,000

A席(学生） ¥2,000 ¥3,000

A席(小人） ¥1,000 ¥2,000

車椅子席(本人)SS席後方 ¥3,000 ¥3,500

車椅子席(付添)SS席後方 ¥6,000 ¥7,000

ロイヤルボックス席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥32,000 ¥33,000

スーペリア席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥31,000 ¥32,000

コートサイド席前方 ¥27,000 ¥28,000

コートサイド席後方 ¥24,000 ¥25,000

コートエンド席前方 ¥17,000 ¥18,000

コートエンド席後方 ¥16,000 ¥17,000

SS席前方 ¥14,000 ¥15,000

SS席後方 ¥13,000 ¥14,000

S席 ¥8,000 ¥9,000

A席(大人） ¥6,000 ¥7,000

A席(学生） ¥5,000 ¥6,000

A席(小人） ¥4,000 ¥5,000

車椅子席(本人)SS席後方 ¥6,500 ¥7,000

車椅子席(付添)SS席後方 ¥13,000 ¥14,000

【予選ドロー：シングルス２４】

試合予定 席種 前売価格 当日価格

開場 9:30

開始 10:00

開場 10:00

開始 11:00

日時

シングルス　1回戦

ダブルス　　1回戦

シングルス　1回戦

ダブルス　　1回戦

シングルス　2回戦

9月19日(月･祝)

9月20日(火)
開場

開始

10：00

11：00

シングルス　2回戦

ダブルス　　1回戦
9月21日(水)

¥1,500全席自由 ¥1,000

9月18日(日)   予選　2回戦

日時

9月17日(土)   予選　1回戦

9月23日(金･祝)

9月24日(土)

9月25日(日)
開場

開始

10：00

12：00

シングルス　決勝

ダブルス　決勝

シングルス　準決勝

ダブルス　　準決勝

シングルス　準々決勝

ダブルス　　準々決勝

開場

開始

11：00

12：00

シングルス　3回戦

ダブルス　　準々決勝
9月22日(木)
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【1 次・2 次先行期間 イープラスのみ販売 グッズ付きチケット】 

【グッズ詳細】 

先行期間限定 オリジナル T シャツ＆トートバック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※商品画像はイメージとなります 

 

 

 

 

【1 次・2 次先行期間 イープラスのみ販売 2 日券・3 日券】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売期間およびプレイガイド 

1 次先行販売（抽選） 2022 年 7 月 8 日(金)12:00～7 月 18 日（月・祝）23：59 

イープラス のみ https://eplus.jp/toray-ppo/ 

      

2 次先行販売（先着） 2022 年 7 月 22 日(金)12:00～7 月 31 日(日)23：59 

イープラス https://eplus.jp/toray-ppo/ 

チケットぴあ・楽天チケット 

 

一般販売             2022 年 8 月 6 日(土)12:00 より各試合前日まで 

イープラス https://eplus.jp/toray-ppo/ 

チケットぴあ・楽天チケット・ローソンチケット 

 

チケットに関するお問合せ先  

オフィシャルプレイガイド イープラス https://eplus.jp/toray-ppo/ TEL：050-3185-6449 

日時 席種 グッズなし グッズ付き

ロイヤルボックス席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥20,000 ¥23,500

スーペリア席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥19,000 ¥22,500

コートサイド席前方 ¥15,000 ¥18,500

コートサイド席後方 ¥12,000 ¥15,500

コートエンド席前方 ¥9,000 ¥12,500

コートエンド席後方 ¥8,000 ¥11,500

ロイヤルボックス席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥22,000 ¥25,500

スーペリア席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥21,000 ¥24,500

コートサイド席前方 ¥17,000 ¥20,500

コートサイド席後方 ¥14,000 ¥17,500

コートエンド席前方 ¥10,000 ¥13,500

コートエンド席後方 ¥9,000 ¥12,500

ロイヤルボックス席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥32,000 ¥35,500

スーペリア席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ付 ¥31,000 ¥34,500

コートサイド席前方 ¥27,000 ¥30,500

コートサイド席後方 ¥24,000 ¥27,500

コートエンド席前方 ¥17,000 ¥20,500

コートエンド席後方 ¥16,000 ¥19,500

コートサイド席前方 ¥27,000 ¥30,500

コートサイド席後方 ¥24,000 ¥27,500

コートエンド席前方 ¥17,000 ¥20,500

コートエンド席後方 ¥16,000 ¥19,500
9月25日(日)

9月19日(月･祝)

9月20日(火)

9月21日(水)

9月22日(木)

9月23日(金･祝)

9月24日(土)

定価 割引価格 定価 割引価格 定価 割引価格

ロイヤルボックス席(プログラム付) ¥40,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥39,600 - -

スーペリア席(プログラム付) ¥38,000 ¥34,200 ¥42,000 ¥37,800 - -

コートサイド席前方 ¥30,000 ¥27,000 ¥34,000 ¥30,600 - -

コートサイド席後方 ¥24,000 ¥21,600 ¥28,000 ¥25,200 - -

コートエンド席前方 ¥18,000 ¥16,200 ¥20,000 ¥18,000 - -

コートエンド席後方 ¥16,000 ¥14,400 ¥18,000 ¥16,200 - -

SS席前方 ¥14,000 ¥12,600 ¥16,000 ¥12,800 ¥42,000 ¥37,800

SS席後方 ¥10,000 ¥9,000 ¥12,000 ¥9,600 ¥39,000 ¥35,100

S席 ¥6,000 ¥5,400 ¥8,000 ¥6,400 ¥24,000 ¥21,600

A席 ¥4,000 ¥3,600 ¥6,000 ¥4,800 ¥18,000 ¥16,200

月・火　2日間セット 水・木　2日間セット 週末3日間(金～日)セット

https://eplus.jp/toray-ppo/
https://eplus.jp/toray-ppo/
https://eplus.jp/toray-ppo/
https://eplus.jp/toray-ppo/
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注意事項 

～本戦について～ 

※競技運営上、WTA ルールにより試合数、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。 

※日程によって料金が変わりますので、詳細は必ず公式サイトをご確認の上お申し込みください。 

※ロイヤルボックス席・スーペリア席には、各日１冊プログラムが付きます。 

プログラム引換券を当日ご持参の上、ご来場下さい。引換期限は、9/19(月・祝)～25(日)迄となり直接会場でのお渡しと

なります。 

※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 席のみ、学生・小人の料金があります。ご入場時に学生証のご提示をお願いする場合があります。 

   学生は中学生から専門学生、小人は小学生以下となります。 

※予定枚数が終了している席種について、追加席の販売がある場合もございます。 

※チケットの所有者は、試合中（試合開始から終了まで、営利または賭博を目的として）にスコアやそれに関連する統計デー

タを会場から継続的に収集、発信、発表、公開してはなりません。 

ラップトップコンピュータやその他の携帯電子機器を大会の試合コートの区域内（観客席の区域）で継続的に使用することは

禁止されています。この規定の例外は、正式に資格を与えられたメディア、大会出店者、大会スタッフが任務を遂行する目的で

使用する場合のみとなります。 

※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。 

※購入時、チケット代の他にシステム利用料等、各種手数料が必要となります。 

※不測の事態で中止等の場合、手数料は返金いたしませんので、予めご了承ください。 

※営利目的転売禁止 

 

～予選について～ 

※予選のチケットは、一般発売日から販売となります。 

※競技運営上、WTA ルールにより試合スケジュール、試合開始時間、及び開場時間が変更になる場合がございます。 

※予選実施コートについては、当日会場にて発表いたしますので、ご容赦ください。 

 

～車椅子席について～ 

※車椅子席は障がい者手帳をお持ちの方が対象となります。ご入場時に障がい者手帳のご提示をお願い致します。 

※座席位置につきましては、当日係員がご案内いたします。 

※予選は車椅子席料金の設定はありませんが、お席には係員がご案内いたします。 

※販売は、イープラスのみとなります。 

 

～不測の事態について～ 

※雨天・荒天など当日の状況でＷＴＡの判断によりスケジュールの変更や中止となる場合があります。 

  この判断は試合直前となる場合がありますので、予めご了承ください。 

※試合中止などの場合の詳細は、オフィシャルホームページでご案内いたします。 

 

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 
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【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 2022   

  TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS TOURNAMENT 2022  

 

【略  称】： 東レ パン パシフィック オープンテニス 2022     

  TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS 2022 
 

■会  期： 【本戦】 2022 年 9 月 19 日(月･祝)～25 日(日)    

  【予選】 2022 年 9 月 17 日(土) ～18 日(日) （予定）    
 

■会  場： 有明コロシアムおよび有明テニスの森公園テニスコート（ハードコート） 

    東京都江東区有明 2 丁目 2−22 

りんかい線 「国際展示場駅」 徒歩８分 

新交通ゆりかもめ 「有明駅」 徒歩 8 分／「有明テニスの森駅」 徒歩 8 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（予定）  
 

■賞金総額： US$757,900        
 

■サーフェス： ハードコート（アウトドア/予定） 
 

■累計入場者数： 1,363,458 人（1984 年~2019 年）      
 

■放 送： 株式会社 WOWOW  9 月 19 日(月)～25 日(日) 本戦シングルス 全試合放送(予定） 
 

■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 

■ｵﾌｨｼｬﾙﾍﾙｽﾊﾟｰﾄﾅｰ：Hologic 

■ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ： SAP セイコーホールディングス株式会社  FILA 

■ﾄｰﾅﾒﾝﾄｻﾎﾟｰﾀｰ： 株式会社イープラス  株式会社ダンロップスポーツマーケティング 
 

■特別後援： 公益財団法人日本テニス協会 
 

■後   援： 東京都（予定） 
 

■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  
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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

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

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館

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

東京体育館 12/10～15

東京体育館

横浜ｱﾘｰﾅ

東京体育館

青山学院記念館

湘南スポーツセンター/

国立代々木競技場第2体育館

東京体育館

東京体育館

東京体育館

東京体育館

9/16～9/24

東京体育館

東京体育館

東京体育館

東京体育館

東京体育館

東京体育館

9/15～9/21

9/21～9/27

9/21～9/27

東京体育館

東京体育館

東京体育館

9/25～10/1

9/21～9/29

9/20～9/28

東京体育館

2/1～6

有明テニスの森公園

有明テニスの森公園

1/30～2/4

1/29～2/3

1/28～2/2

2/3～8

2/1～6

1/31～2/5

1/30～2/4

有明テニスの森公園

有明テニスの森公園

9/16～21

9/27～10/3

9/26～10/2有明テニスの森公園

1/31～2/5

1/30～2/4

1/28～2/2

2/3～8

2/2～7

アリーナ立川立飛

ドーム立川立飛
9/15～9/23

有明テニスの森公園

有明テニスの森公園

9/9～14

9/15～20

4/26～5/1

1/31～2/5

1/30～2/4

1/29～2/3

1/28～2/2

2/2～2/7

有明テニスの森公園

有明テニスの森公園

有明テニスの森公園

2/1～6


