
2006/5/28～6/11 全仏オープン
$18,200,000 グランドスラム , パリ , フランス,ローランギャロス
女子シングルス - 決勝
ジャスティーヌ・エナン・アルデンヌ (5) vs スベトラーナ・クズネツォワ (8) 6-4,6-4 
女子シングルス - 準決勝
ジャスティーヌ・エナン・アルデンヌ (5) vs キム・クライステルス (2) 6-3,6-2 
スベトラーナ・クズネツォワ (8) vs ニコル・バイディソバ (16) 5-7,7-6 (7-5),6-2 
女子シングルス - 準々決勝
キム・クライステルス (2) vs マルチナ・ヒンギス (12) 7-6 (7-5),6-1 
ジャスティーヌ・エナン・アルデンヌ (5) vs アン・レナ・グローエンフィルド (13) 7-5,6-2 
スベトラーナ・クズネツォワ (8) vs ディナラ・サフィナ (14) 7-6 (7-5),6-0 
ニコル・バイディソバ (16) vs ヴィーナス・ウィリアムズ (11) 6-7 (5-7),6-1,6-3 
女子シングルス - ４回戦
マルチナ・ヒンギス (12) vs シャハラ・ペア (31) 6-3,2-6,6-3 
ニコル・バイディソバ (16) vs アメリー・モレズモー (1) 6-7 (5-7),6-1,6-2 
キム・クライステルス (2) vs ダニエラ・ハンチコワ (15) 6-1,6-4 
ディナラ・サフィナ (14) vs マリア・シャラポワ (4) 7-5,2-6,7-5 
ジャスティーヌ・エナン・アルデンヌ (5) vs アナスタシア・ミスキナ (10) 6-1,6-4 
ヴィーナス・ウィリアムズ (11) vs パティ・シュニーダー (7) 4-6,6-3,6-2 
スベトラーナ・クズネツォワ (8) vs フランシスカ・シェアボーネ (9) 1-6,6-4,6-4 
アン・レナ・グローエンフィルド (13) vs ジゼーラ・デュルコ (32) 6-3,6-4 
女子シングルス - ３回戦
キム・クライステルス (2) vs アナベル・メディナ・ガリゲス (26) 6-3,6-4 
ジャスティーヌ・エナン・アルデンヌ (5) vs タチアナ・ギャルビン 6-4,6-0 
シャハラ・ペア (31) vs エレナ・ディメンティエワ (6) 6-4,7-5 
アナスタシア・ミスキナ (10) vs アンナ・イヴァノビッチ (19) 6-2,6-3 
マルチナ・ヒンギス (12) vs イワン・リスジャック 6-1,6-1 
アン・レナ・グローエンフィルド (13) vs マリア・キリレンコ (20) 6-2,7-6 (7-2) 
ダニエラ・ハンチコワ (15) vs ナタリー・デーシー (21) 6-3,3-6,10-8 
ジゼーラ・デュルコ (32) vs シェニー・ペイー 6-1,6-1 
アメリー・モレズモー (1) vs エレナ・ヤコビック 6-3,6-3 
マリア・シャラポワ (4) vs アリクシア・モリク 6-0,7-5 
パティ・シュニーダー (7) vs ジュリア・ヴァクレンコ 2-6,7-5,6-0 
スベトラーナ・クズネツォワ (8) vs ナ・リー 6-3,7-6 (7-4) 
フランシスカ・シェアボーネ (9) vs フラビア・ペネッタ (17) 4-6,6-1,9-7 
ヴィーナス・ウィリアムズ (11) vs カロリナ・スパレム 7-5,6-3 
ディナラ・サフィナ (14) vs カタリナ・スラボトニク (24) 6-3,6-4 
ニコル・バイディソバ (16) vs アラヴァン・レジィ 6-1,6-7 (6-8),6-0 
女子シングルス - ２回戦
キム・クライステルス (2) vs コンチータ・マルチネス・グラナダス 6-0,6-3 
エレナ・ディメンティエワ (6) vs ヴィクトリア・クツゾワ 3-6,6-0,6-4 
マルチナ・ヒンギス (12) vs ズザーナ・オンドラスコヴァ 6-1,6-3 
アン・レナ・グローエンフィルド (13) vs ジャメア・ジャクソン 6-7 (8-10),6-2,6-1 
アナベル・メディナ・ガリゲス (26) vs カイア・カネピ 6-3,4-6,6-0 
イワン・リスジャック vs ジェイ・エン 6-4,6-4 
シェニー・ペイー vs 森上亜希子 6-3,6-0 
ジャスティーヌ・エナン・アルデンヌ (5) vs アナスタシア・ヤキモワ 6-2,7-5 
アナスタシア・ミスキナ (10) vs メリンダ・チェンク 6-2,6-4 
ダニエラ・ハンチコワ (15) vs エマニエル・ガグリアーディ 3-6,6-2,6-3 
アンナ・イヴァノビッチ (19) vs エミリー・ロイテ 6-1,6-1 
マリア・キリレンコ (20) vs マティルデ・ヨハンソン 6-0,6-1 
ナタリー・デーシー (21) vs カタリナ・カスタノ 6-4,2-6,6-3 
シャハラ・ペア (31) vs ツェタナ・ピロンコワ 6-2,6-3 
ジゼーラ・デュルコ (32) vs ユリアナ・フェダック 6-2,6-4 
タチアナ・ギャルビン vs アリス・コーネット 6-2,6-4 
アラヴァン・レジィ vs 杉山 愛 (22) 4-6,6-4,6-3 
アメリー・モレズモー (1) vs ヴェラ・ダシェビナ 6-1,7-6 (7-5) 
マリア・シャラポワ (4) vs イヴェタ・ベネソワ 6-4,6-1 
パティ・シュニーダー (7) vs ヤルミラ・ガドソワ 6-4,6-2 
スベトラーナ・クズネツォワ (8) vs マーラ・サンタナグロ 7-5,6-2 
フランシスカ・シェアボーネ (9) vs マルチナ・ミューラー 6-2,6-2 
ヴィーナス・ウィリアムズ (11) vs エマ・ライン 7-6 (7-2),6-2 
ディナラ・サフィナ (14) vs ハナ・スロモーヴァ 6-0,6-2 
ニコル・バイディソバ (16) vs タンタン・サン 6-1,6-3 
フラビア・ペネッタ (17) vs クリスティン・フリピケンス 6-1,6-0 
カタリナ・スラボトニク (24) vs アッシュレィ・ハルクロード 6-3,6-2 
エレナ・ヤコビック vs マリオン・バートリ (25) 2-6,6-4,6-1 
ナ・リー vs アンナ・チャコベターゼ (27) 7-5,6-3 
ジュリア・ヴァクレンコ vs ソフィア・アービドッソン (29) 6-1,7-5 
アリクシア・モリク vs アンダ・ペリアー 3-6,7-6 (7-5),6-3 
カロリナ・スパレム vs スーアイ・ペン 6-4,4-3,リタイア
女子シングルス - １回戦
アリス・コーネット vs バージニア・ラウノ・パスカル 6-4,4-6,6-1 
森上亜希子 vs ナディア・ペトロワ (3) 6-2,6-2 
シェニー・ペイー vs 浅越しのぶ 6-3,6-1 
ジャスティーヌ・エナン・アルデンヌ (5) vs マレット・アニー 6-3,6-0 
アナスタシア・ミスキナ (10) vs ソニア・ミルザ 6-4,6-1 
マルチナ・ヒンギス (12) vs リサ・レイモンド 6-2,6-2 
アン・レナ・グローエンフィルド (13) vs キャメル・ピン 6-1,6-1 
ダニエラ・ハンチコワ (15) vs ローデス・ドミンギス・リノ 6-1,6-4 
アンナ・イヴァノビッチ (19) vs サマンサ・ストーサー 6-0,6-3 
マリア・キリレンコ (20) vs セベリーン・ブレモンド 1-6,6-2,8-6 
ジェイ・エン vs タチアナ・ゴロヴィン (23) 6-3,7-6 (7-5) 
アナベル・メディナ・ガリゲス (26) vs ビクトリア・アザレンカ 0-6,6-3,9-7 
タチアナ・ギャルビン vs カレラ・コウカロワ (30) 2-6,6-4,6-1 
シャハラ・ペア (31) vs オルガ・サヴィチェック 6-1,6-1 
ジゼーラ・デュルコ (32) vs ユリア・ベイジェルジーマー 6-3,2-6,11-9 
ユリアナ・フェダック vs クリスティーナ・ブレンディ 6-2,6-3 
アナスタシア・ヤキモワ vs ジル・クレイバス 6-4,5-7,6-3 
エミリー・ロイテ vs クラリッサ・フェルナンデス 1-6,6-2,6-3 
ズザーナ・オンドラスコヴァ vs ジュリア・シュルフ 6-4,6-2 
マティルデ・ヨハンソン vs スーイ・シェー 6-4,6-4 
エマニエル・ガグリアーディ vs マリア・エリナ・キャメリーン 6-4,6-2 



カイア・カネピ vs クベタ・ペシュケ 6-2,6-3 
イワン・リスジャック vs ガリーナ・ヴォスコボエワ 6-2,6-3 
ジャメア・ジャクソン vs ジ・ヤン 6-2,6-3 
ツェタナ・ピロンコワ vs マリア・サンチェス・ロレンゾ 6-3,6-2 
メリンダ・チェンク vs サンドラ・クルーセン 6-4,4-6,6-2 
女子シングルス - １回戦
カタリナ・カスタノ vs 中村藍子 4-6,6-3,6-1 
キム・クライステルス (2) vs ビルジニ・ラザノ 6-0,7-6 (7-4) 
エレナ・ディメンティエワ (6) vs マルチナ・スーシャ 7-6 (7-3),6-2 
パティ・シュニーダー (7) vs ミッシェラ・クラジッセック 6-1,6-2 
スベトラーナ・クズネツォワ (8) vs ラウラ・グランビル 6-4,6-0 
フランシスカ・シェアボーネ (9) vs アロナ・バンダレンコ 6-3,6-4 
ヴィーナス・ウィリアムズ (11) vs スイブル・バマー 6-4,6-3 
ニコル・バイディソバ (16) vs マルタ・ドマチョスカ 6-1,6-3 
フラビア・ペネッタ (17) vs ベサニー・マテック 6-3,6-1 
カロリナ・スパレム vs エレナ・リホフツェバ (18) 6-1,6-1 
ナタリー・デーシー (21) vs ステファニー・フォレツ 6-2,3-6,6-3 
カタリナ・スラボトニク (24) vs アン・スマシュノワ 6-4,4-6,6-2 
アンナ・チャコベターゼ (27) vs エヴァ・バメロワ 7-5,6-4 
アンダ・ペリアー vs ルーシー・サハロワ (28) 6-1,7-6 (9-7) 
ソフィア・アービドッソン (29) vs マリア・ベント・カブチ 6-4,6-2 
アシュレィ・ハルクレロード vs エレナ・コスタニック 7-5,2-6,7-5 
ヴィクトリア・クツゾワ vs ヴァニア・キング 7-6 (13-11),6-2 
ナ・リー vs エイミー・フレージャー 7-6 (7-5),4-6,6-1 
アラヴァン・レジィ vs アルベルタ・ブリアンティ 6-4,7-6 (7-1) 
エレナ・ヤコビック vs ラウラ・ポアス・ティオ 7-5,6-4 
ヤルミラ・ガドソワ vs ステファニー・コーエンアロロ 6-2,5-7,6-3 
アリクシア・モリク vs アントネラ・セラ・ザネッチ 7-5,7-6 (7-3) 
コンチータ・マルチネス・グラナダス vs マリアナ・ディアズ・オリバ 6-4,3-6,6-1 
スーアイ・ペン vs エレナ・ヴェスニナ 6-2,6-2 
エマ・ライン vs ユーリア・フェドソワ 4-6,7-6 (7-2),6-2 
マルチナ・ミューラー vs ナターシャ・ヴィエリン 4-6,6-4,3-0,リタイア
ヴェラ・ダシェビナ vs アナスタシア・ロデオノバ 6-3,6-2 
ジュリア・ヴァクレンコ vs メン・ヤン 6-1,6-2 
タンタン・サン vs エカテリナ・ベイチェコワ 6-2,7-5 
ハナ・スロモーヴァ vs ロベルタ・ビンチ 6-1,7-5 
マーラ・サンタナグロ vs アランタシア・パーラ・サントニア 6-4,6-1 
クリスティン・フィリプキンス vs ヴァージニー・ピエット 6-2,6-3 
杉山 愛 (22) vs エレニー・ダンイリドゥ 6-7 (1-7),6-0,6-3 
アメリー・モレズモー (1) vs メグハン・ショーネシー 6-4,6-4 
マリア・シャラポワ (4) vs マショーナ・ワシントン 6-2,5-7,7-5 
ディナラ・サフィナ (14) vs ベラ・ズボナレバ 6-3,7-5 
マリオン・バートリ (25) vs アレリー・ヴェディ 6-1,6-0 
イヴェタ・ベネソワ vs ポーライン・パーメター 7-5,6-3 

女子ダブルス - 決勝
リサ・レイモンド/サマンサ・ストーサー (1) vs ダニエラ・ハンチコワ/杉山 愛 (5)
女子ダブルス - 準決勝
ダニエラ・ハンチコワ/杉山 愛 (5) vs ジ・ヤン/ジェイ・エン (4) 6-3,3-6,6-3 
リサ・レイモンド/サマンサ・ストーサー (1) vs エレニー・ダンイリドゥ/アナベル・メディナ・ガリゲス (15) 6-2,6-2 
女子ダブルス - 準々決勝
ダニエラ・ハンチコワ/杉山 愛 (5) vs カーラ・ブラック/レイナ・スタブス (2) 6-1,7-6 (7-5) 
リサ・レイモンド/サマンサ・ストーサー (1) vs クベタ・ペシュケ/フランシスカ・シェアボーネ (10) 6-7 (5-7),6-0,6-1 
ジ・ヤン/ジェイ・エン (4) vs アンナ・チャコベターゼ/エレナ・ヴェスニナ 4-6,6-2,6-1 
エレニー・ダンイリドゥ/アナベル・メディナ・ガリゲス (15) vs ナタリー・デーシー/ベラ・ズボナレバ 6-1,6-4 
女子ダブルス - ３回戦
エレニー・ダンイリドゥ/アナベル・メディナ・ガリゲス (15) vs ジャネット・フサロワ/ソニア・ミルザ 6-0,6-4 
ダニエラ・ハンチコワ/杉山 愛 (5) vs マリオン・バートリ/シャハラ・ペア 1-6,7-6 (7-3),6-2 
リサ・レイモンド/サマンサ・ストーサー (1) vs ディナラ・サフィナ/ロベルタ・ビンチ (16) 7-5,6-7 (2-7),6-1 
カーラ・ブラック/レイナ・スタブス (2) vs エレナ・リホフツェバ/アナスタシア・ミスキナ (13) 6-4,6-3 
クベタ・ペシュケ/フランシスカ・シェアボーネ (10) vs アロナ・バンダレンコ/ユリアナ・フェダック 6-4,6-3 
アンナ・チャコベターゼ/エレナ・ヴェスニナ vs ジゼーラ・デュルコ/マリア・キリレンコ (11) 6-3,6-4 
ナタリー・デーシー/ベラ・ズボナレバ vs マレット・アニー/メイリン・チュ 6-2,7-6 (7-0) 
ジ・ヤン / ジェイ・エン (4) vs イヴェタ・ベネソワ / バーバラ・ストリコワ 3-6,6-4,6-2 
女子ダブルス - ２回戦
ジャネット・フサロワ/ソニア・ミルザ vs アン・レナ・グローエンフィルド/メグハン・ショーネシー (3) 6-3,6-4 
カーラ・ブラック/レイナ・スタブス (2) vs エカテリナ・ベイチェコワ/メルバナ・ジュギッチ・サルキック 6-3,6-4 
アロナ・バンダレンコ/ユリアナ・フェダック vs リーゼル・フーバー/マルチナ・ナブロチロワ (7) 6-3,3-6,6-4 
アンナ・チャコベターゼ/エレナ・ヴェスニナ vs バージニア・ラウノ・パスカル/パオラ・スアレツ (8) 6-2,2-6,8-6 
ダニエラ・ハンチコワ/杉山 愛 (5) vs ソフィア・アービドッソン/マルチナ・ミューラー 6-1,6-1 
リサ・レイモンド/サマンサ・ストーサー (1) vs エマ・ライン/バラディミラ・ウリロワ 6-1,6-3 
ジ・ヤン/ジェイ・エン (4) vs マリア・エミリアサレミ/マリア・ベント・カブチ 6-2,6-1 
マレット・アニー/メイリン・チュ vs エレナ・ディメンティエワ/フラビア・ペネッタ 6-7 (4-7),6-4,6-4 
ジゼーラ・デュルコ/マリア・キリレンコ vs ローデス・ドミンギス・リノ/マリア・サンチェス・ロレンゾ 6-4,6-3 
エレナ・リホフツェバ/アナスタシア・ミスキナ (13) vs ツェタナ・ピロンコワ/メン・ヤン 7-6 (7-4) 6-0 
イヴェタ・ベネソワ/バーバラ・ストリコワ vs ティン・サーリー/ティーティン・サン (14) 4-6,7-6 (7-3),6-4 
エレニー・ダンイリドゥ/アナベル・メディナ・ガリゲス (15) vs スイブル・バマー/ジュリア・シュルフ 6-1,6-2 
ディナラ・サフィナ/ロベルタ・ビンチ (16) vs アナスタシア・ロデオノバ/アンドレア・ヴァンク 7-6 (7-3),6-7 (5-7),9-7 
ナタリー・デーシー/ベラ・ズボナレバ vs エマニエル・ガグリアーディ/マーラ・サンタナグロ 5-7,6-2,6-1 
マリオン・バートリ/シャハラ・ペア vs リーガ・デメイレラ/パティ・シュニーダー 6-1,6-3 
女子ダブルス - １回戦
リーゼル・フーバー/マルチナ・ナブロチロワ (7) vs ガブリエラ・ナブラチロワ/マイケラ・パスティコワ 6-3,6-1 
ダニエラ・ハンチコワ/杉山 愛 (5) vs キャロライン・ダヘニン/マティルデ・ヨハンソン 6-4,6-3 
エマニエル・ガグリアーディ/マーラ・サンタナグロ vs 浅越しのぶ/カタリナ・スラボトニク (6) 6-3,6-2 
リサ・レイモンド/サマンサ・ストーサー (1) vs マルタ・ドマチョスカ/ジャスミン・ウォエアー 6-1,6-4 
クベタ・ペシュケ/フランシスカ・シェアボーネ (10) vs ステファニー・コーエンアロロ/セリマ・スファー 3-6,6-4,6-1 
ジゼーラ・デュルコ/マリア・キリレンコ (11) vs アシュレィ・ハルクレロード/バサニー・マテック 6-4,6-2 
マリオン・バートリ/シャハラ・ペア vs エミリー・ロイテ/ニコル・プラット (12) 3-3,リタイア
エマ・ライン/バラディミラ・ウリロワ vs ラウラ・グランビル/シェニー・ペイー 5-7,6-2,6-4 
マレット・アニー/メイリン・チュ vs ジュリー・コイン/ユーリア・フェドソワ 6-2,6-1 
アナスタシア・ロデオノバ/アンドレア・ヴァンク vs ジル・クレイバス/エレナ・コスタニック 3-6,6-1,6-4 
リーガ・デメイレラ/パティ・シュニーダー vs ポーライン・パーメター/キャメル・ピン 6-1,6-2 
ナタリー・デーシー/ベラ・ズボナレバ vs 森上亜希子/中村藍子 3-6,6-1,7-5 



カーラ・ブラック/レイナ・スタブス (2) vs カレラ・コウカロワ/ルーシー・サハロワ 3-6,6-4,6-3 
アン・レナ・グローエンフィルド/メグハン・ショーネシー (3) vs ミッシェラ・クラジッセック/アグネス・サザビー 3-6,6-1,6-4 
ジ・ヤン/ジェイ・エン (4) vs キャリー・ガリクソン/ブライアン・スチュワート 6-2,6-4 
バージニア・ラウノ・パスカル/パオラ・スアレツ (8) vs ルーシー・ラデッカ/マルチナ・スーシャ 6-2,6-0 
エレナ・ディメンティエワ/フラビア・ペネッタ (9) vs マリア・エリナ・キャメリーン/タチアナ・ギャルビン 0-6,6-1,8-6 
エレナ・リホフツェバ/アナスタシア・ミスキナ (13) vs ユリア・ベイジェルジーマー/エヴァ・バメロワ 6-1,6-4 
エレニー・ダンイリドゥ/アナベル・メディナ・ガリゲス (15) vs ヴァージン・・ラザーノ/アン・スマシュノワ 6-4,6-2 
ローデス・ドミンギス・リノ/マリア・サンチェス・ロレンゾ vs セベリーン・ブレモンド/ソフィーレ・フェブレ 6-3,6-2 
ジャネット・フサロワ/ソニア・ミルザ vs カタリナ・カスタノ/コンチータ・マルチネス・グラナダス 6-1,6-3 
ツェタナ・ピロンコワ/メン・ヤン vs タチアナ・ポーチェック/アナスタシア・ヤキモワ 6-3,6-0 
スイブル・バマー/ジュリア・シュルフ vs Melina Czink/カイア・カネピ 7-6 (7-3),6-7 (5-7),6-4 
アロナ・バンダレンコ/ユリアナ・フェダック vs アリス・コーネット/ヴァージン・ Pichet 6-4,6-0 
ティン・サーリー/タンタン・サン (14) vs モリーン・ドレイク/ニコル・バイディソバ 7-5,2-6,6-0 
ディナラ・サフィナ/ロベルタ・ビンチ (16) vs ディアナ・ブルネル/フローレンス・アーリン 6-1,6-1 
アンナ・チャコベターゼ/エレナ・ヴェスニナ vs ステファニー・フォレツ/アントネラ・セラ・ザネッチ 6-4,6-3 
ナ・リー/スーアイ・ペン vs ジャメア・ジャクソン/マショーナ・ワシントン 6-2,7-5 
マリア・エミリアサレミ/マリア・ベント・カブチ vs エレナ・ヤコビック/ティナ・クリザン 6-3,3-6,6-3 
イヴェタ・ベネソワ/バーバラ・ストリコワ vs エイミー・フレージャー/ヴァニア・キング 4-6,7-5,6-2 
ソフィア・アービドッソン/マルチナ・ミューラー vs マリアナ・ディアズ・オリバ/アリクシア・モリク 6-4,6-4 
エカテリナ・ベイチェコワ/メルヴァナ・ジュラジック・サルキック vs ヴェラ・ダシェビナ/ガリーナ・ヴォスコボエワ 6-4,6-3 

メンズシングルス - 決勝
ラファエル・ナダル (2) vs ロジャー・フェデラー (1)  1-6 6-1 6-4 7-6(4)
メンズシングルス - 準決勝
ロジャー・フェデラー (1) vs デビッド・ナルバンディアン (3) 3-6,6-4,5-2,リタイア
ラファエル・ナダル (2) vs イワン・ルビチッチ (4) 6-4,6-2,7-6 (9-7) 
メンズシングルス - 準々決勝
ラファエル・ナダル (2) vs ノバク・ジョコビッチ 6-4,6-4,リタイア
イワン・ルビチッチ (4) vs ジュリアン・ベネッティアー 6-2,6-2,6-3 
ロジャー・フェデラー (1) vs マリオ・アンチッチ (12) 6-4,6-3,6-4 
デビッド・ナルバンディアン (3) vs ニコライ・ダビィデンコ (6) 6-3,6-3,2-6,6-4 
メンズシングルス - ４回戦
ラファエル・ナダル (2) vs レイトン・ヒュイット (14) 6-2,5-7,6-4,6-2 
イワン・ルビチッチ (4) vs ルーベン・ラミレス・イダルゴ 6-3,3-6,6-3,6-2 
ノバク・ジョコビッチ vs ゲール・モンフィルス (25) 7-6 (7-5),7-6 (7-5),6-3 
ジュリアン・ベネッティアー vs アルベルト・マーチン 5-1,リタイア
ロジャー・フェデラー (1) vs トーマス・ベルディチ (20),6-3,6-2,6-3 
デビッド・ナルバンディアン (3) vs マーチン・ヴァッサロ・アーグエロ,6-4,6-4,6-4 
ニコライ・ダビィデンコ (6) vs ガストン・ガウディオ (10),6-3,6-4,3-6,6-3 
マリオ・アンチッチ (12) vs トミー・ロブレド (7),6-4,4-6,2-6,6-4,7-5 
メンズシングルス - ３回戦
ラファエル・ナダル (2) vs ポール・ヘンリ・マスー (29) 5-7,6-4,6-4,6-4 
ジュリアン・ベネッティアー vs ラデック・ステパネック (11) 5-7,7-5,7-6 (10-8),6-3 
レイトン・ヒュイット (14) vs ドミニク・ハバティ (22) 7-6 (7-5),6-2,6-2 
ロベン・ラミレス・イダイゴ vs デビッド・フェレーラ (15) 7-6 (7-4),7-5,6-4 
ノバク・ジョコビッチ vs トミー・ハース (23) 7-5,6-1,7-6 (7-4) 
アルベルト・マーチン vs オリバー・ロクス (27) 7-5,4-6,6-7 (5-7),6-1,6-4 
イワン・ルビチッチ (4) vs ファン・モナコ,4-6,5-7,6-3,6-4,6-2 
ゲール・モンフィルス (25) vs ジェームス・ブレーク (8),6-2,6-7 (2-7),7-6 (7-1),5-7,6-4 
ロジャー・フェデラー (1) vs ニコラス・マスー (32) 6-1,6-2,6-7 (4-7),7-5 
デビッド・ナルバンディアン (3) vs デミトリィ・チュスノバ (31) 2-6,5-7,6-4,6-2,6-4 
ニコライ・ダビィデンコ (6) vs カルロス・モヤ (30) 6-1,7-5,6-3 
ロジャー・フェデラー (1) vs ニコラス・マスー (32) 6-1,6-2,6-7 (4-7),7-5 
デビッド・ナルバンディアン (3) vs デミトリィ・チュスノバ (31) 2-6,5-7,6-4,6-2,6-4 
ニコライ・ダビィデンコ (6) vs カルロス・モヤ (30) 6-1,7-5,6-3 
メンズシングルス - ２回戦
ラファエル・ナダル (2) vs ケビン・キム 6-2,6-1,6-4 
ジェームス・ブレーク (8) vs ニコラス・アルマグロ 6-7 (5-7),6-2,6-4,6-4 
デビッド・フェレーラ (15) vs ジェレミー・シャラデー 6-1,6-4,3-6,6-1 
ファン・モナコ vs フェルナンド・ベラダスコ (28) 4-6,6-4,6-4,6-1 
イワン・ルビチッチ (4) vs オスカー・ヘルナンデス 6-3,6-7 (7-9),6-1,6-2 
トミー・ロブレド (7) vs イリア・ボゾルヤック 7-5,6-2,3-6,6-1 
ノバク・ジョコビッチ vs フェルナンド・ゴンザレス (9) 6-4,6-1,3-6,4-6,6-1 
ラデック・ステパネック (11) vs デビッド・サンギュイネッチ 6-3,6-3,6-1 
レイトン・ヒュイット (14) vs マスー・モンコート 7-5,6-3,6-3 
ジュリアン・ベネッティアー vs マルコス・バグダティス (19) 3-6,6-4,6-3,6-7 (1-7),6-4 
マーチン・ヴァッサロ・アーグエロ vs セバスチャン・グロージャン (21) 1-6,6-4,4-6,7-5,6-2 
ドミニク・ハバティ (22) vs イーボ・カルロビック 4-6,6-4,6-7 (2-7),7-5,6-2 
トミー・ハース (23) vs アレキサンダー・ワスク 6-4,7-5,6-7 (6-8),6-4 
ゲール・モンフィルス (25) vs ディック・ノーマン 4-6,6-3,6-7 (4-7),6-0,7-5 
オリバー・ロクス (27) vs ジリ・バチェック 6-2,6-0,6-2 
ポール・ヘンリ・マスー (29) vs フロレント・セラ 6-0,7-6 (7-5),7-6 (8-6) 
デミトリィ・チュスノバ (31) vs ティム・ヘンマン 6-3,6-2,4-6,6-4 
ロベン・ラミレス・イダイゴ vs クリストファー・ロクス 5-2,リタイア
アルベルト・マーチン vs ディエテル・カインドルマン 6-3,6-3,6-3 
ロジャー・フェデラー (1) vs アレジャンドラ・ファラ 6-1,6-4,6-3 
デビッド・ナルバンディアン (3) vs リチャード・ガスケ 6-2,3-6,7-5,6-0 
ニコライ・ダビィデンコ (6) vs フラビオ・サレッタ 6-2,4-1,リタイア
ガストン・ガウディオ (10) vs イフゲニー・コロレフ 6-3,6-7 (5-7),6-4,3-6,6-4 
マリオ・アンチッチ (12) vs ポール・キャプデビル 7-5,6-3,7-6 (7-3) 
ニコラス・キーファー (13) vs マーク・ジクギエル 6-0,6-1,5-7,3-6,11-9 
トーマス・ベルディチ (20) vs フィリッポ・ボランドリ 6-3,6-1,6-1 
ファン・カルロス・フェレロ (24) vs フィリップ・コルシェイバー 6-2,6-4,6-2 
ラカス・ドロフィー vs ホセ・アカスソ (26) 4-6,7-6 (7-2),6-3,6-1 
カルロス・モヤ (30) vs ミハエル・ユーズニー 6-3,6-4,6-2 
ニコラス・マスー (32) vs マックス・ミレニー 6-4,7-5,6-4 
アルベルト・モンタネス vs ステファノ・ガルバニ 7-5,6-1,3-6,2-6,6-4 
レイモン・シルター vs ニコルス・ラペンティ 6-1,6-4,6-1 
メンズシングルス - １回戦
イワン・ルビチッチ (4) vs アルロス・ベルロコック 6-2,6-0,6-3 
アルベルト・マーチン vs アンディ・ロディック (5) 6-4,7-5,1-0,リタイア
フェルナンド・ゴンザレス (9) vs マラト・サフィン 6-3,1-6,6-3,6-1 
レイトン・ヒュイット (14) vs ヤン・ハルネイチェ 7-6 (7-5),3-6,6-2,6-0 



デビッド・フェレーラ (15) vs ギレルモバルシア・ロペス 7-5,6-1,6-0 
アルベルト・モンタネス vs ロビー・ジネプリ (17) 6-3,6-7 (2-7),6-1,6-4 
クリストファー・ロクス vs トーマス・ヨハンソン (18) 3-6,5-7,6-4,6-4,6-2 
マルコス・バグダティス (19) vs アルベルト・ポルタ 6-4,6-4,6-7 (5-7),6-1 
ドミニク・ハバティ (22) vs セルジオ・ロイテマン 6-4,6-2,3-6,2-6,6-3 
トミー・ハース (23) vs ライナー・シュットラー 6-4,6-3,6-3 
ゲール・モンフィルス (25) vs アンディ・ムーレイ 6-4,6-7 (2-7),1-6,6-2,6-1 
オリバー・ロクス (27) vs ジェーン・クリストファー・ファウレル 6-1,6-4,6-2 
フェルナンド・ベラダスコ (28) vs ファン・インガシオ・セラ 6-1,6-3,6-7 (6-8),6-4 
ポール・ヘンリ・マスー (29) vs ヴィヨン・パウ 6-4,6-2,6-1 
デビッド・サンギュイネッチ vs ダニエレ・ブラッチアリ 3-6,7-6 (12-10),6-3,6-3 
フロレント・セラ vs ロビン・ヴィック 6-1,1-6,7-5,6-4 
ジュリアン・ベネッティアー vs ヤンコ・ティプサーヴィック 6-2,6-4,6-7 (5-7),6-3 
ディック・ノーマン vs エドグラド・マッサ 6-1,6-3,6-3 
オスカー・ヘルナンデス vs ジルス・サイモン 6-4,6-2,6-3 
アレキサンダー・ワスク vs フェルナンド・ビセンテ 6-4,4-6,7-6 (8-6),7-6 (7-4) 
ディエテル・カインドルマン vs ラズバン・スバゥ 6-3,6-2,6-2 
ファン・モナコ vs メレヴァン・ジェローデン 6-3,6-2,6-4 
ノバク・ジョコビッチ vs ルイス・ホルナ 6-3,5-0,リタイア
マスー・モンコート vs マーカス・ダニエル 6-2,6-4,1-6,6-2 
イーボ・カルロビック vs オリバー・パティエンス 7-6 (8-6),7-6 (7-1),7-6 (12-10) 
ジェレミー・シャラデー vs ヨナス・ビヨークマン 6-2,7-5,6-2 
ジリ・バチェック vs ニコラス・マシュー 6-3,7-6 (7-3),6-7 (5-7),7-6 (7-3) 
ロベン・ラミレス・イダイゴ vs ゼーリー・アスショーン 7-6 (9-7),6-4,6-7 (6-8),6-3 
ラファエル・ナダル (2) vs ロビン・ソーダリング 6-2,7-5,6-1 
ニコライ・ダビィデンコ (6) vs ビンセント・スペーディア 7-5,6-4,6-4 
ジェームス・ブレーク (8) vs パラドーン・スリチャパン 6-0,6-4,7-6 (7-2) 
ガストン・ガウディオ (10) vs ロコ・カラヌジック 6-2,6-2,6-2 
ラデック・ステパネック (11) vs マイケル・リオドラ 6-4,6-4,6-2 
マリオ・アンチッチ (12) vs ナッセン・ハーレイ 6-3,4-6,7-6 (7-3),6-1 
ニコラス・キーファー (13) vs ジャーゲン・メルザー 7-6 (7-4),6-3,6-1 
レイモン・シルター vs ヤッコ・ニーミネン (16) 6-2,7-6 (8-6),2-1,リタイア
トーマス・ベルディチ (20) vs フェリシアーノ・ロペス 6-2,6-4,6-3 
セバスチャン・グロージャン (21) vs アンドレイ・パベル 6-3,6-2,6-3 
ファン・カルロス・フェレロ (24) vs ファン・マーチン・デルポトロ 6-3,2-6,6-2,6-4 
ホセ・アカスソ (26) vs フェブリス・サントラ 6-3,6-1,3-6,1-6,11-9 
デミトリィ・チュスノバ (31) vs ジリ・ノバック 6-2,6-3,6-2 
ニコラス・マスー (32) vs ザビエル・マリッセ 6-1,7-5,1-6,4-6,9-7 
アレジャンドラ・ファラ vs ジャスティン・ジメルストブ 6-4,6-4,6-2 
ケビン・キム vs ジュリオ・シルヴァ 7-5,6-2,6-7 (4-7),7-6 (7-3) 
マーチン・ヴァッサロ・アーグエロ vs ポール・ゴールドスティン 6-2,6-0,6-3 
リチャード・ガスケ vs ワン・イーツー 6-4,6-1,7-5 
ステファノ・ガルバニ vs フローリアン・メイヤー 4-6,6-0,7-6 (7-4),3-6,7-5 
イフゲニー・コロレフ vs アンドレ・シップ 6-4,2-6,3-6,7-5,6-1 
ニコラス・アルマグロ vs ウェイン・アーサーズ 7-5,6-2,6-2 
マーク・ジクギエル vs アレシオ・デ・マウロ 7-5,7-6 (8-6),6-3 
フィリッポ・ボランドリ vs クリスティアナ・パレス 6-4,7-6 (7-0),6-4 
ミハエル・ユーズニー vs ササ・タクサー 6-3,6-3,3-6,6-0 
フラビオ・サレッタ vs ポティト・スタレス 6-7 (2-7),2-6,6-4,7-6 (7-1),6-3 
イリア・ボゾルヤック vs ボリス・パシャンスキー 6-4,6-3,6-4 
フィリップ・コルシェイバー vs オリビア・マラチ 6-3,7-5,6-7 (6-8),6-2 
マックス・ミレニー vs ギレス・ミューラー 6-3,6-1,7-6 (7-3) 
ニコルス・ラペンティ vs ウェズリー・ムーディ 4-6,7-6 (7-5),7-6 (7-5),6-7 (5-7),6-2 
ラカス・ドロフィー vs クリストフ・ヴェリージェン 4-6,6-4,3-6,7-6 (7-5),6-2 
ポール・キャプデビル vs グレッグ・ルゼドゥスキー 6-3,6-1,4-6,7-6 (9-7) 
ロジャー・フェデラー (1) vs ディエゴ・ハルトフィールド 7-5,7-6 (7-2),6-2 
デビッド・ナルバンディアン (3) vs スタニスラス・ワウランカ 6-2,7-6 (7-5),6-4 
トミー・ロブレド (7) vs トーマス・ジーボ 6-4,6-2,6-2 
カルロス・モヤ (30) vs ジュアン・アントニオ・マリン 7-5,6-3,6-3 
ティム・ヘンマン vs ケニス・カールセン 6-3,6-4,4-6,6-4 

メンズダブルス - 決勝
ヨナス・ビヨークマン/マックス・ミレニー (2) vs ボブ・ブライアン/マイク・ブライアン (1) 6-7 (5-7),6-4,7-5 
メンズダブルス - 準決勝
ボブ・ブライアン / マイク・ブライアン (1) vs アンドレイ・パベル / アレキサンダー・ワスク (15) 6-3,7-6 (8-6) 
ヨナス・ビヨークマン / マックス・ミレニー (2) vs ラカス・ドロフィー / パベル・ビズナー (13) 6-3,6-3 
メンズダブルス - 準々決勝
ボブ・ブライアン/マイク・ブライアン (1) vs ジュリアン・ベネッティアー/ニコラス・マシュー 6-3,6-1 
ラカス・ドロフィー/パベル・ビズナー (13) vs アレキサンダー・ペイヤ/ヴィヨン・パウ 7-6 (7-4),7-6 (7-3) 
アンドレイ・パベル/アレキサンダー・ワスク (15) vs マヘシ・ブパティ/ザビエル・マリッセ 2-6,6-2,6-1 
ヨナス・ビヨークマン / マックス・ミレニー (2) vs アルベルト・マーチン / ポティト・スタレス 棄権
メンズダブルス - ３回戦
ボブ・ブライアン / マイク・ブライアン (1) vs イワン・ルビチッチ / ウロス・ビコ 6-3,6-4 
ヨナス・ビヨークマン / マックス・ミレニー (2) vs マイケル・リオドラ / オリバー・ロクス (14) 7-6 (7-3),6-4 
アレキサンダー・ペイヤ / ヴィヨン・パウ vs ジュリアン・ノエルズ / ジャーゲン・メルザー (11) 不戦勝
ラカス・ドロフィー / パベル・ビズナー (13) vs ドミニク・ハバティ / ミカエル・メルティナック 6-4,7-6 (7-5) 
アンドレイ・パベル / アレキサンダー・ワスク (15) vs トラビス・パロット / ビンセント・スペーディア 6-3,6-3 
ジュリアン・ベネッティアー / ニコラス・マシュー vs ヤンコ・ティプサーヴィック / ミハエル・ユーズニー 3-6,6-3,6-2 
アルベルト・マーチン / ポティト・スタレス vs ジェロム・アーネル / アレキサンドラ・シドレンコ 6-3,6-2 
マヘシ・ブパティ / ザビエル・マリッセ vs イーベス・アレグロ / スタニスラス・ワウランカ 6-3,6-1 
メンズダブルス - ２回戦
ヨナス・ビヨークマン/マックス・ミレニー (2) vs ステファン・ハース/ハレル・レビィ 6-1,6-2 
ドミニク・ハバティ/ミカエル・メルティナック vs マーク・ノウェルズ/ダニー・ネスター (3) 6-4,6-3 
イーベス・アレグロ/スタニスラス・ワウランカ vs ジョナサン・エリック/アンディ・ラム (5) 6-4,7-6 (7-3) 
ジュリアン・ノエルズ/ジャーゲン・メルザー (11) vs クリストフ・ヴェリージェン/ロジャー・ワッセン 6-3,6-1 
ヤンコ・ティプサーヴィック/ミハエル・ユーズニー vs ヤン・ハルネイチェ/デビッド・スコッチ 7-5,6-4 
アレキサンダー・ペイヤ/ヴィヨン・パウ vs ペトラ・パラ/ロビン・ヴィック 6-3,7-6 (7-3) 
パベル・ビズナー/ラカス・ドロフィー vs オリバー・マラチ/サイリル・スク 6-4,7-6 (8-6) 
ボブ・ブライアン/マイク・ブライアン (1) vs ジェームズオークランド/アンディ・ムーレイ 6-1,6-3 
メンズダブルス - １回戦
ラカス・ドロフィー/パベル・ビズナー (13) vs クリストファー・ Kas/フィリッポ・ペザッチャー 2-6,7-6 (7-3),6-4 
ヤン・ハルネイチェ/デビッド・スコッチ vs ヨハン・ランドバーグ/ロビン・ソーダリング 6-2 リタイア
クリストフ・ヴェリージェン/ロジャー・ワッセン vs ニコラス・デビルダー/オリバー・パティエンス 7-5,6-7 (2-7),8-6 



ドミニク・ハバティ/ミカエル・メルティナック vs グレッグ・ルゼドゥスキー/トーマス・ジーボ 6-1,2-6,8-6 
ヨナス・ビヨークマン/マックス・ミレニー (2) vs ロベルト・リンドスタット/ヤッコ・ニーミネン 6-3,6-3 
ジョナサン・エリック/アンディ・ラム (5) vs ダニエレ・ブラッチアリ/フィリッポ・ボランドリ 6-3,6-4 
アレキサンダー・ペイヤ/ヴィヨン・パウ vs フェブリス・サントラ/ネナダ・ジモジック (6) 7-5,7-5 
ヤンコ・ティプサーヴィック/ミハエル・ユーズニー vs マーチン・ダム/ランダー・パエス (7) 6-1,7-6 (7-4) 
サイモン・アスペリン/トッド・ペリー (8) vs ファン・マーチン・デルポトロ/ガストン・ガウディオ 6-3,リタイア
マリウス・フェイステンベルグ/マーチン・マトコウスキー (9) vs ボリス・パシャンスキー/ボビー・レイノルズ 6-4,4-6,8-6 
フランティセック・セルマーク/レオス・フライドル (10) vs ナッセン・ハーレイ/ジム・トーマス 6-4,6-3 
ホセ・アカスソ/セバスチャン・プリエット (12) vs トリップ・フィリップス/デミトリィ・チュスノバ 6-4,6-4 
トラビス・パロット/ビンセント・スペーディア vs トーマス・シブリック/ヤロスレフ・レビンスキー 6-3,6-7 ( 15-17 ),8-6 
イーベス・アレグロ/スタニスラス・ワウランカ vs ファン・イグナシオ・セラ/エドグラド・マッサ 1-6,6-1,6-3 
オリバー・マラチ/サイリル・スク vs マーク・ジクギエル/ジルス・サイモン 6-4,6-4 
ジェームズオークランド/アンディ・ムーレイ vs アシュレィ・フィッシャー/ジョーダン・クア 6-2,6-4 
アルベルト・マーチン/ポティト・スタレス vs ミカエル・コールマン/ライナー・シュットラー 6-2,6-1 
ジェーン・フランコイス・バシェロット/ステファン・ロバート vs グレゴリー・カラズ/アンソニー・ディプイス 7-6 (7-5),7-5 
ボブ・ブライアン/マイク・ブライアン (1) vs デビッド・サンギュイネッチ/アンドレ・シップ 6-3,6-1 
マーク・ノウェルズ/ダニー・ネスター (3) vs クリス・ハガード/イーボ・カルロビック 6-2,7-6 (7-4) 
ポール・ハンレイ/ケビン・ウルエッテ (4) vs フェリシアーノ・ロペス/フェルナンド・ベラダスコ 6-2,3-6,6-3 
ジュリアン・ノエルズ/ジャーゲン・メルザー (11) vs デビッド・フェレーラ/フェルナンド・ビセンテ 6-2,6-2 
マイケル・リオドラ/オリバー・ロクス (14) vs ウェイン・アーサーズ/レイトン・ヒュイット 6-1,6-4 
アンドレイ・パベル/アレキサンダー・ワスク (15) vs ジェフ・コーザー/ジャスティン・ジメルストブ 6-4,7-6 (7-3) 
トーマス・ヨハンソン/ウェズリー・ムーディ (16) vs ジョルジオ・ギャリンベティ/パラドーン・スリチャパン 7-6 (7-3),6-3 
ステファン・ハース/ハレル・レビィ vs ジェレミー・シャラデー/Josselin Ouanna 6-4,2-6,7-5 
ニコラス・アルマグロ/アルベルト・ポルタ vs ルーカス・アーノルド Ker/マーチン・ガルシア 6-3,6-4 
ペトラ・パラ/ロビン・ヴィック vs ポール・ヘンリ・マスー/ゲール・モンフィルス 6-3,3-6,6-3 
ジュリアン・ベネッティアー/ニコラス・マシュー vs ゼーリー・アスショーン/フロレント・セラ 6-3,6-0 
マヘシ・ブパティ/ザビエル・マリッセ vs ギレス・ミューラー/クリストファー・ロクス 6-2,6-2 
イワン・ルビチッチ/ウロス・ビコ vs トーマス・ベルディチ/ジリ・ノバック 6-2,6-2 
ジェロム・アーネル/アレキサンドラ・シドレンコ vs ノバク・ジョコビッチ/ロブロ・ゾブコ 7-5,3-6,6-4 

ミックスダブルス - 決勝
カタリナ・スラボトニク/ネナダ・ジモジック (8) vs エレナ・リホフツェバ/ダニー・ネスター (7) 6-3,6-4 
ミックスダブルス - 準決勝
エレナ・リホフツェバ / ダニー・ネスター (7) vs マルチナ・ナブロチロワ / ボブ・ブライアン (6) 3-6,6-3,6-2 
カタリナ・スラボトニク / ネナダ・ジモジック (8) vs ベラ・ズボナレバ / アンディ・ラム 6-4,6-2 
ミックスダブルス - 準々決勝
マルチナ・ナブロチロワ/ボブ・ブライアン (6) vs マリア・キリレンコ/ランダー・パエス 6-3,6-3 
カタリナ・スラボトニク/ネナダ・ジモジック (8) vs ジゼーラ・デュルコ/フェルナンド・ゴンザレス 6-7 (5-7),6-4,9-7 
ベラ・ズボナレバ/アンディ・ラム vs レイナ・スタブス/トッド・ペリー (5) 7-6 (7-5),6-2 
エレナ・リホフツェバ/ダニー・ネスター (7) vs ブライアン・スチュワート/マーチン・マトコウスキー 7-5,1-6,6-3 
ミックスダブルス - ２回戦
ジゼーラ・デュルコ/フェルナンド・ゴンザレス vs ジェイ・エン/マックス・ミレニー (4) 7-6 (10-8),5-7,6-3 
マルチナ・ナブロチロワ/ボブ・ブライアン (6) vs マルチナ・ヒンギス/マヘシ・ブパティ不戦勝
マリア・キリレンコ/ランダー・パエス vs セベリーン・ブレモンド/マーク・ジクギエル 7-5,7-6 (7-3) 
レイナ・スタブス / トッド・ペリー vs ニコル・プラット / パベル・ビズナー 7-6 (7-2),6-4 
エレナ・リホフツェバ / ダニー・ネスター (7) vs リーゼル・フーバー / レオス・フライドル 6-0,6-4 
カタリナ・スラボトニク / ネナダ・ジモジック (8) vs カタリナ・カスタノ / マリウス・フェイステンベルグ 6-1,6-3 
ベラ・ズボナレバ / アンディ・ラム vs タンタン・サン / サイモン・アスペリン 6-2,4-6,6-3 
ミックスダブルス - １回戦
ブライアン・スチュワート/マーチン・マトコウスキー vs リサ・レイモンド/ヨナス・ビヨークマン (1) 2-6,6-3,6-2 
マリア・キリレンコ/ランダー・パエス vs メグハン・ショーネシー/マイク・ブライアン (3) 6-3,1-6,6-2 
ジェイ・エン/マックス・ミレニー (4) vs ジ・ヤン/クリス・ハガード 6-2,7-5 
マルチナ・ナブロチロワ/ボブ・ブライアン (6) vs ソニア・ミルザ/ポール・ハンレイ 6-0,6-4 
カタリナ・スラボトニク/ネナダ・ジモジック vs クベタ・ペシュケ/マーチン・ダム 7-6 (9-7),6-4 
ジゼーラ・デュルコ/フェルナンド・ゴンザレス vs ポーライン・パーメター/マルコス・バグダティス 6-1,6-1 
セベリーン・ブレモンド/マーク・ジクギエル vs ステファニー・フォレツ/マイケル・リオドラ 6-4,7-5 
ニコル・プラット/パベル・ビズナー vs アンナ・チャコベターゼ/ジュリアン・ノエルズ 4-4,リタイア
ベラ・ズボナレバ/アンディ・ラム vs アリス・コーネット/ジェレミー・シャラデー 6-0,6-3 
タンタン・サン/サイモン・アスペリン vs カーラ・ブラック/ケビン・ウルエッテ (2) 6-0,3-6,6-1 
レイナ・スタブス/トッド・ペリー (5) vs バージニア・ラウノ・パスカル/セバスチャン・プリエット 4-6,6-4,6-3 
マルチナ・ヒンギス/マヘシ・ブパティ vs ソフィア・アービドッソン/ステファン・ハース 7-5,6-2 
リーゼル・フーバー/レオス・フライドル vs シャハラ・ペア/ジョナサン・エリック 6-2,7-6 
カタリナ・カスタノ/マリウス・フェイステンベルグ vs ビルジニ・ラザノ/アンソニー・ディプイス 6-3,6-1 
エレナ・リホフツェバ/ダニー・ネスター (7) vs アメリー・モレズモー/フェブリス・サントラ 6-4,7-6 (7-3) 
アナスタシア・ミスキナ/ジャーゲン・メルザー vs パオラ・スアレツ/マーク・ノウェルズ 6-7 (4-7),6-1,6-1 


