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東レ パン パシフィック オープンテニス 2022 

本戦シングルス ダイレクトイン１８名 
ワイルドカード(主催者推薦)１名を発表！ 

◆世界ランキング 44 位、前回大会優勝の大坂なおみ(24 才／日本)、 

4 位 P・バドーサ選手(24 才／スペイン)、９位の G・ムグルッサ選手(28 才／スペイン)らが参戦！ 

◆日本勢は、土居美咲選手(31 才／日本)がワイルドカードでの出場決定！ 

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)  

＜会期：2022 年９月 17 日(土)～9 月 25 日(日)／会場：有明コロシアムおよび有明テニスの森公園＞の本

戦に出場するダイレクトイン 18 名と、主催者推薦 1 名が決定いたしました。 

 

日本で開催される女子テニスの大会としては、最高峰に位置づけられる本大会は、今年で 37 回目を迎えます。今年

は 3 年ぶりの開催となり、テニスの聖地・有明コロシアムでの開催としては５年ぶりとなります。 

早々に本大会に出場表明をしたデフェンデディングチャンピオンの大坂なおみ選手(44 位／日本)をはじめ、世界ランキ

ングのトップ 10 からは、パウラ・バドーサ選手(4 位／スペイン)、ガルビネ・ムグルッサ選手(9 位／スペイン)ら４人が出場。  

また、本大会ではおなじみのキャロリン・ガルシア選手(17 位／フランス)や、2018 年大会優勝のカロリナ・プリスコバ選手

(22 位／チェコ)など人気のテニスプレイヤーが顔を揃え、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。そのほか

日本勢は、主催者推薦で土居美咲選手(83位／日本)の本戦出場が決定いたしました。 

 

多くのテニスファンが待ちに待ったリアル大会。多くの方に来場いただき、迫力ある世界トップクラスのプレーを間近で観戦

いただければと思います。「東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2022」、国内のみならず世界中のテニス

ファンから高い関心を集める熱い戦いにご注目ください。 

 

 世界ランキングは 2022 年 8 月 22 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 パウラ・バドーサ（初） PAULA BADOSA スペイン ESP 4

2 ソフィア・ケニン（初） SOFIA KENIN アメリカ USA 4(SR)

3 アリーナ・サバレンカ（初） ARYNA SABALENKA ー ー 6

4 ガルビネ・ムグルッサ GARBIÑE MUGURUZA スペイン ESP

5 ダリア・カサキナ DARIA KASATKINA ー ー 10

6 ベアトリス・アダッド マイア（初） BEATRIZ HADDAD MAIA ブラジル BRA 15

7 キャロリン・ガルシア CAROLINE GARCIA フランス FRA 17

8 ベロニカ・クデルメトワ(初） VERONIKA KUDERMETOVA ー ー 18

9 カロリナ・プリスコバ KAROLINA PLISKOVA チェコ CZE 22

10 アリソン・リスク ALISON RISKE-AMRITRAJ アメリカ USA 29

11 エリース・メルテンス ELISE MERTENS ベルギー BEL 32

12 ジャン・シューアイ SHUAI ZHANG 中国 CHN 35

13 	 ソラナ・シルステア SORANA CIRSTEA ルーマニア ROU 38

14 ユリア・プティンセバ YULIA PUTINTSEVA カザフスタン KAZ 39

15 ジャン・チンウェン（初） QINWEN ZHENG 中国 CHN 40

16 大坂　なおみ NAOMI OSAKA 日本 JPN 44

17 リュドミラ・サムソノワ（初） LIUDMILA SAMSONOVA ー ー 45

18 ペトラ・マルティッチ PETRA MARTIC クロアチア CRO 55

19 WC 土居 美咲 MISAKI DOI 日本 JPN 83
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　　　　　世界ランキングは2022年8月22日付

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）

Q（Qualifier）     ：クオリファイヤー

初：東レPPOテニス 初出場



 

 

＜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 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） 

 WOWOW 放送日程  

 第 1 日：9/19 (月・祝) 午前 10:45～ シングルス 1 回戦（WOWOW プライム・無料放送） 

 第 2 日：9/20 (火)     午前 10:55～ シングルス 1 回戦（WOWOW ライブ） 

 第 3 日：9/21 (水)     午前 10:55～ シングルス２回戦（WOWOW ライブ） 

 第 4 日：9/22 (木)     午前 11:55～ シングルス 2 回戦（WOWOW ライブ） 

 第 5 日：9/23 (金・祝)  午前 11:55～ シングルス準々決勝（WOWOW ライブ） 

 第 6 日：9/24 (土)     午前 11:55～ シングルス準決勝（WOWOW ライブ） 

 最終日：9/25 (日)     午前 11:45～ シングルス決勝・ダブルス決勝（WOWOW ライブ） 

 全日程 WOWOW オンデマンドでライブ配信 

  

 TBS 関東ローカル 

 ＊変更の可能性もございます 



 

 

■チケット販売： 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） 

              

 ＜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 

 

■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 ヨネックス株式会社 

 

■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  

 

■大会オフィシャルサイト：www.toray-ppo.com 
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