
2007/5/27～6/10 ローランギャロス
14,235,800ユーロ グランドスラム,ローランギャロス,パリ
決勝
○ジュスティーヌ・エナン・アルデンヌ (1) ●アナ・イヴァノビッチ (7)  6-1,6-2
準決勝
○ジュスティーヌ・エナン・アルデンヌ (1) ●エレナ・ヤンコビッチ (4),6-2,6-2 
○アナ・イヴァノビッチ (7) ●マリア・シャラポワ (2),6-2,6-1 
準々決勝
○ジュスティーヌ・エナン・アルデンヌ (1) ●セレナ・ウィリアムス (8),6-4,6-3 
○マリア・シャラポワ (2) ●アンナ・チャコベターゼ (9),6-3,6-4 
○アナ・イヴァノビッチ (7) ●スベトラーナ・クズネツォワ (3),6-0,3-6,6-1 
○エレナ・ヤンコビッチ (4) ●ニコル・バイディソバ (6),6-3,7-5 
４回戦
○ジュスティーヌ・エナン・アルデンヌ (1) ●スイブル・バマー (20),6-2,6-4 
○マリア・シャラポワ (2) ●パティ・シュニーダー (14),3-6,6-4,9-7 
○スベトラーナ・クズネツォワ (3) ●シャハラ・ペア (15),6-4,6-3 
○エレナ・ヤンコビッチ (4) ●マリオン・バートリ (18),6-1,6-1 
○ニコル・バイディソバ (6) ●タチアナ・ガルビン (19),6-3,6-1 
○アナ・イヴァノビッチ (7) ●アナベル・メディナ・ガリゲス (24),6-3,3-6,6-3 
○セレナ・ウィリアムス (8) ●ディナラ・サフィナ (10),6-2,6-3 
○アンナ・チャコベターゼ (9) ●ルーシー・サハロワ (25),6-4,0-6,6-2 
３回戦
○アンナ・チャコベターゼ (9) ●杉山 愛 (21),6-4,6-4 
○マリア・シャラポワ (2) ●アリア・クドリャツェワ,6-1,6-4 
○スベトラーナ・クズネツォワ (3) ●ドミニカ・チブリコワ,6-2,6-3 
○ルーシー・サハロワ (25) ●アメリー・モレズモー (5),6-3,7-6 (7-3) 
○アナ・イヴァノビッチ (7) ●イオアナ・ラルッカ・オラル,6-2,6-0 
○アナベル・メディナ・ガリゲス (24) ●ダニエラ・ハンチコワ (12),4-6,7-6 (7-2),7-5 
○パティ・シュニーダー (14) ●カリン・ナップ,6-1,4-6,7-5 
○シャハラ・ペア (15) ●カタリナ・スラボトニク (17),6-1,4-6,6-3 
○ジュスティーヌ・エナン・アルデンヌ (1) ●マーラ・サンタナグロ (28),6-2,6-3 
○エレナ・ヤンコビッチ (4) ●ヴィーナス・ウィリアムズ (26),6-4,4-6,6-1 
○ニコル・バイディソバ (6) ●サマンサ・ストーサー (27),6-4,6-4 
○セレナ・ウィリアムス (8) ●ミッシェラ・クラジッセック,6-3,6-4 
○ディナラ・サフィナ (10) ●フランシスカ・スキアボーネ (23),3-6,6-3,6-1 
○マリオン・バートリ (18) ●エレナ・ディメンティエワ (13),6-2,6-4 
○スイブル・バマー (20) ●ナ・リー (16),6-4,6-3 
○タチアナ・ガルビン (19) ●ステファニー・コーエン・アラロ,6-3,6-0 
２回戦
○杉山 愛 (21) ●メイリン・チュ,6-3,1-6,6-1 
○ダニエラ・ハンチコワ (12) ●オレガ・ポウチェコワ,7-6 (8-6),6-3 
○マリア・シャラポワ (2) ●ジル・クレイバス,6-2,6-1 
○スベトラーナ・クズネツォワ (3) ●メグハン・ショーネシー,7-6 (7-4),6-3 
○アメリー・モレズモー (5) ●ナタリー・デーシー,6-3,6-7 (3-7),6-1 
○アナ・イヴァノビッチ (7) ●ソニア・ミルザ,6-1,6-4 
○セレナ・ウィリアムス (8) ●ミラグロス・セクエラ,6-0,7-6 (7-3) 
○アンナ・チャコベターゼ (9) ●アグネス・サザビー,6-4,6-7 (1-7),6-4 
○パティ・シュニーダー (14) ●カテリナ・ボンダレンコ,6-3,6-2 
○シャハラ・ペア (15) ●エディナ・ギャロビッツ,6-4,6-1 
○カタリナ・スラボトニク (17) ●ヴェラ・ダシェビナ,6-4,6-2 
○カリン・ナップ ●アロナ・バンダレンコ (22),6-4,2-6,6-3 
○アナベル・メディナ・ガリゲス (24) ●エレナ・リホフツェバ,7-5,6-4 
○ルーシー・サハロワ (25) ●ニコル・プラット,6-0,6-1 
○アリア・クドリャツェワ ●ジゼーラ・デュルコ (29),7-5,1-6,8-6 
○ドミニカ・チブリコワ ●マルチナ・ミューラー (32),6-3,6-2 
○イオアナ・ラルッカ・オラル ●タチアナ・ポーチェック,6-3,6-0 
○ジュスティーヌ・エナン・アルデンヌ (1) ●タミラ・パスゼック,7-5,6-1 
○エレナ・ヤンコビッチ (4) ●カタリナ・カスタノ,6-3,6-3 
○ニコル・バイディソバ (6) ●アグル・アマムラドワ,6-2,6-4 
○ディナラ・サフィナ (10) ●トジポラ・オブジラー,6-1,6-0 
○エレナ・ディメンティエワ (13) ●マティルデ・ヨハンソン,7-5,7-5 
○ナ・リー (16) ●ポーライン・パーメター,6-3,3-6,6-4 
○マリオン・バートリ (18) ●アンドレア・ペテコビッチ,0-6,6-2,6-3 
○タチアナ・ガルビン (19) ●ヌリア・ラゴステラ・ヴィベス,6-4,6-3 
○スイブル・バマー (20) ●オルガ・サヴィチェック,6-0,6-3 
○フランシスカ・スキアボーネ (23) ●ティメア・ボスシンスキー,6-3,7-6 (7-5) 
○ヴィーナス・ウィリアムズ (26) ●アシュレィ・ハルクレロード,6-1,7-6 (10-8) 
○サマンサ・ストーサー (27) ●マリア・キリレンコ,6-1,3-6,7-5 
○マーラ・サンタナグロ (28) ●タマリーン・タナスガーン,6-3,6-2 
○ステファニー・コーエン・アラロ ●クベタ・ペシュケ,6-1,6-1 
○ミッシェラ・クラジッセック ●シェニー・ペイー,6-4,5-7,6-1 
１回戦
○杉山 愛 (21) ●エヴァ・ビメロワ,6-3,6-4 
○マリア・シャラポワ (2) ●エミリー・ロイテ,6-3,7-6 (7-4) 
○スベトラーナ・クズネツォワ (3) ●エカテリナ・ベイチェコワ,6-0,6-3 
○アメリー・モレズモー (5) ●ラウラ・グランビル,6-0,7-5 
○アナ・イヴァノビッチ (7) ●ソフィア・アービドッソン,6-2,6-0 
○アンナ・チャコベターゼ (9) ●アリクシア・モリク,6-2,6-3 
○ダニエラ・ハンチコワ (12) ●エレナ・コスタニック・トジック,6-3,6-1 
○パティ・シュニーダー (14) ●マルチナ・スーシャ,2-6,6-1,6-2 
○シャハラ・ペア (15) ●カイア・カネピ,6-1,6-3 
○カタリナ・スラボトニク (17) ●アナスタシア・ロドリノワ 2-2,6-1,6-3 
○アロナ・バンダレンコ (22) ●イヴェタ・ベネソワ,6-0,6-1 
○アナベル・メディナ・ガリゲス (24) ●ヴァルバラ・レプチェンコ,6-1,2-6,6-2 
○ルーシー・サハロワ (25) ●ユリア・ベイジェルジーマー,6-4,6-3 
○ジゼーラ・デュルコ (29) ●スーイ・シェー,6-4,6-3 
○イオアナ・ラルッカ・オラル ●ジュリア・ヴァクレンコ (30),6-4,6-1 
○マルチナ・ミューラー (32) ●ロザーナ・デノス・リノス,6-4,6-4 
○ニコル・プラット ●フラビア・ペネッタ,7-6 (7-3),6-2 
○カテリナ・ボンダレンコ ●ズザーナ・オンドラスコヴァ,6-0,6-1 
○メイリン・チュ ●ロミーナ・オプレンディ,6-3,6-4 
○メグハン・ショーネシー ●アナスタシア・ミスキナ,6-1,6-0 
○ソニア・ミルザ ●アルベルタ・ブリアンティ,6-1,6-1 



○オレガ・ポウチェコワ ●エレニー・ダンイリドゥ,7-5,0-6,6-3 
○タチアナ・ポーチェック ●ユーリア・フェドソワ,6-3,6-2 
○アリア・クドリャツェワ ●ジュリア・シュルフ,6-1,6-4 
○ヴェラ・ダシェビナ ●キャメル・ピン,6-4,6-4 
○ナタリー・デーシー ●キャロライン・ウォズニアキー,6-2,6-7 (3-7),6-0 
○エレナ・リホフツェバ ●ユン・ヤン・チェン,4-6,7-5,6-3 
○カリン・ナップ ●ビクトリア・アザレンカ,6-1,6-1 
○アグネス・サザビー ●アン・クレーマー,7-5,6-2 
○ジル・クレイバス ●ローデス・ドミンギス・リノ,6-1,2-6,6-4 
○ドミニカ・チブリコワ ●ティアン・ティアン・サン,6-4,6-4 
○エディナ・ギャロビッツ ●ヴァッシロ－ザ・バルディナ,6-0,4-0 リタイア
○エレナ・ヤンコビッチ (4) ●ステファニー・フォレツ,6-2,6-2 
○ニコル・バイディソバ (6) ●エマニエル・ガグリアーディ,6-4,6-3 
○クベタ・ペシュケ ●ナディア・ペトロワ (11),7-5,5-7,6-0 
○エレナ・ディメンティエワ (13) ●アンジェリカ・ケルバー,6-3,6-2 
○マリオン・バートリ (18) ●アラヴァン・レジィ,6-2,6-4 
○スイブル・バマー (20) ●ロベルタ・ビンチ,6-4,6-4 
○フランシスカ・スキアボーネ (23) ●ユベン・メウスバーガー,6-2,6-4 
○マーラ・サンタナグロ (28) ●アニエスカ・ラドワンスカ,6-1,6-4 
○ポーライン・パーメター ●マリヤ・コリテセワ,6-4,3-6,7-5 
○マティルデ・ヨハンソン ●アン・レナ・グローエンフィルド,7-5,6-4 
○オルガ・サヴィチェック ●ヤロスロワ・シェベドワ,7-5,7-5 
○トジポラ・オブジラー ●メリンダ・チェンク,6-3,6-4 
○シェニー・ペイー ●オリバ・サンチェス,3-6,6-4,6-3 
○ティメア・ボスシンスキー ●ジェイ・エン,7-6 (7-3),6-0 
○マリア・キリレンコ ●マリア・キャメリン,6-3,6-0 
○タマリーン・タナスガン ●コージー・デラクワ,6-3,4-6,6-4 
○ステファニー・コーエン・アラロ ●アナスタシア・ヤキモワ,7-6 (7-3),6-1 
○アンドレア・ペテコビッチ ●ヤルミラ・ガドソワ,4-6,6-3,6-3 
○カタリナ・カスタノ ●エマ・ライン,1-6,7-5,6-4 
○ヌリア・ラゴステラ・ヴィベス ●アン・スマシュノワ,6-2,7-5 
○ミラグロス・セクエラ ●ビルジニ・ラザノ,5-7,6-3,9-7 
○アグル・アマムラドワ ●ヴァニア・キング,7-6 (7-5),4-6,6-3 
○ナ・リー (16) ●サンドラ・クルーセン,7-6 (7-4),6-0 
○タチアナ・ガルビン (19) ●森上亜希子,7-6,6-4 
○ヴィーナス・ウィリアムズ (26) ●アリス・コーネット,6-4,6-3 
○サマンサ・ストーサー (27) ●ジェイミー・ジャクソン,6-1,6-2 
○ミッシェラ・クラジッセック ●セベリーン・ブレモンド (31),6-3,6-3 
○アシュレィ・ハルクレロード ●アレクサンドラ・ワズニック,6-2,7-6 (7-1) 
○ジュスティーヌ・エナン・アルデンヌ (1) ●エレナ・ヴェスニナ,6-4,6-3 
○セレナ・ウィリアムス (8) ●ツェタナ・ピロンコワ,5-7,6-1,6-1 
○ディナラ・サフィナ (10) ●ユリアナ・フェダック,7-5,6-4 
○タミラ・パスゼック ●中村藍子,6-4,6-0 

決勝
○ラファエル・ナダル (2)  ●ロジャー・フェデラー (1) ,6-3 4-6 6-3 6-4 
準決勝
○ロジャー・フェデラー (1) ●ニコライ・ダビィデンコ (4),7-5,7-6 (7-5),7-6 (9-7) 
○ラファエル・ナダル (2) ●ノバク・ジョコビッチ (6),7-5,6-4,6-2 
準々決勝
○ラファエル・ナダル (2) ●カルロス・モヤ (23),6-4,6-3,6-0 
○ノバク・ジョコビッチ (6) ●イゴラ・アンドレブ,6-3,6-3,6-3 
○ロジャー・フェデラー (1) ●トミー・ロブレド (9),7-5,1-6,6-1,6-2 
○ニコライ・ダビィデンコ (4) ●ギレラモ・カナス (19),7-5,6-4,6-4 
４回戦
○ラファエル・ナダル (2) ●レイトン・ヒュイット (14),6-3,6-1,7-6 (7-5) 
○ノバク・ジョコビッチ (6) ●フェルナンド・ベラダスコ,6-3,6-3,7-6 (7-1) 
○イゴラ・アンドレブ ●マルコス・バグダティス (16),2-6,6-1,6-3,6-4 
○カルロス・モヤ (23) ●ヨナス・ビヨークマン,7-6 (7-5),6-2,7-5 
○ロジャー・フェデラー (1) ●ミハエル・ユーズニー (13),7-6 (7-3),6-4,6-4 
○ニコライ・ダビィデンコ (4) ●デビッド・ナルバンディアン (15),6-3,7-6 (7-1),3-6,7-6 (7-2) 
○トミー・ロブレド (9) ●フィリッポ・ボランドリ (29),6-2,7-5,6-1 
○ギレラモ・カナス (19) ●ファン・モナコ,6-0,6-4,6-2 
３回戦
○ラファエル・ナダル (2) ●アルベルト・モンタネス,6-1,6-3,6-2 
○ノバク・ジョコビッチ (6) ●オリバー・パティエンス,7-6 (7-2),2-6,3-6,7-6 (7-4),6-3 
○フェルナンド・ベラダスコ ●デビッド・フェレーラ (12),4-6,7-6 (7-2),6-3,6-3 
○レイトン・ヒュイット (14) ●ヤッコ・ニーミネン (20),1-6,6-3,7-5,6-2 
○マルコス・バグダティス (16) ●ジャン・ハジェック,6-2,6-2 リタイア
○カルロス・モヤ (23) ●ファン・パブロ・ブラゼジッキ,6-1,6-3,7-5 
○イゴラ・アンドレブ ●ポール・ヘンリ・マスー,7-6 (7-4),6-0,6-3 
○ヨナス・ビヨークマン ●オスカー・ヘルナンデス,6-7 (3-7),6-3,6-0,6-1 
○ロジャー・フェデラー (1) ●ポティト・スタレス,6-2,6-3,6-0 
○ニコライ・ダビィデンコ (4) ●マイケル・リオドラ,6-4,6-2,6-4 
○フィリッポ・ボランドリ (29) ●イワン・ルビチッチ (7),6-4,6-7 (4-7),4-6,6-3,6-4 
○トミー・ロブレド (9) ●ヤンコ・ティプサーヴィック,6-3,6-4,6-0 
○ミハエル・ユーズニー (13) ●ファン・カルロス・フェレロ (17),6-7 (3-7),7-6 (7-3),6-2,6-2 
○デビッド・ナルバンディアン (15) ●ゲール・モンフィルス,7-6 (7-5),5-7,6-4,7-6 (7-5) 
○ギレラモ・カナス (19) ●クリストフ・ヴェリージェン,6-2,6-2,2-6,6-3 
○ファン・モナコ ●エドアード・ロジャー・ヴァッセリン,6-4,6-2,6-4 
２回戦
○ポール・ヘンリ・マスー ●ジルス・サイモン,3-6,6-4,6-1,7-6 (7-2) 
○イゴラ・アンドレブ ●ニコラス・マスー,6-3,3-6,6-3,7-5 
○フレンチ・オープンフレンチ・オープンパリ,フランス
○ラファエル・ナダル (2) ●ファラヴィオ・チポラ,6-2,6-1,6-4 
○ノバク・ジョコビッチ (6) ●ローレン・レコデリク,6-3,3-6,6-3,6-1 
○イワン・ルビチッチ (7) ●スタニスラス・ワウランカ,6-4,6-3,6-7 (3-7),6-3 
○デビッド・フェレーラ (12) ●ディエゴ・ハルトフィールド,6-4,6-3,7-6 (7-4) 
○レイトン・ヒュイット (14) ●ガストン・ガウディオ,4-6,3-6,6-2,6-4,6-2 
○マルコス・バグダティス (16) ●クリスティアナ・パレス,7-5,6-3,6-4 
○ヤッコ・ニーミネン (20) ●マスー・モンコート,6-1,6-1,6-4 
○フェルナンド・ベラダスコ ●デミトリィ・チュスノバ (21),6-4,6-4,6-4 
○カルロス・モヤ (23) ●フロレント・セラ,6-4,6-2,6-4 



○オスカー・ヘルナンデス ●フィリップ・コルシェイバー (28),7-6 (10-8),6-1,6-1 
○アルベルト・モンタネス ●エイメス・ガルビス,6-1,6-2,1-6,7-6 (7-3) 
○ヨナス・ビヨークマン ●イーボ・カルロビッチ,3-6,3-6,6-4,7-6 (7-2),6-3 
○ファン・パブロ・ブラゼジッキ ●ギレルモバルシア・ロペス,7-6 (7-4),6-2,6-0 
○ジャン・ハジェック ●ボーデン・ウリラッハ,1-6,6-2,7-6 (8-6),3-6,6-2 
○オリバー・パティエンス ●マリアノ・ザバレタ,7-5,6-3,3-6,2-6,6-4 
○ロジャー・フェデラー (1) ●ゼーリー・アスショーン,6-1,6-2,7-6 (10-8) 
○ニコライ・ダビィデンコ (4) ●ワーナー・イスシャー,7-5,6-3,6-1 
○トミー・ロブレド (9) ●コスタンティノス・エコノミディス,6-4,7-5,6-4 
○クリストフ・ヴェリージェン ●リチャード・ガスケ (11),7-6 (7-4),6-3,6-1 
○ミハエル・ユーズニー (13) ●ニコルス・ラペンティ,6-3,6-0,6-4 
○デビッド・ナルバンディアン (15) ●イワン・ナヴァッロ・パスター,7-5,6-4,6-4 
○ファン・カルロス・フェレロ (17) ●ステファン・コーベック,6-4,7-5,6-3 
○ゲール・モンフィルス ●ファン・イグナシオ・セラ (18),3-6,6-3,6-3,6-1 
○ギレラモ・カナス (19) ●シモーネ・ボレリー,6-4,6-3,6-3 
○ヤンコ・ティプサーヴィック ●マラト・サフィン (22),6-4,6-4,7-5 
○ファン・モナコ ●ジャーゲン・メルザー (27),6-2,6-3,6-2 
○フィリッポ・ボランドリ (29) ●マーチン・ヴァッサロ・アーグエロ,7-6 (7-2),7-5,6-2 
○マイケル・リオドラ ●ニコラス・アルマグロ (32),2-6,6-2,6-7 (7-9),6-4,6-4 
○ポティト・スタレス ●アルロス・ベルロコック,6-2,6-4,6-2 
○エドアード・ロジャー・ヴァッセリン ●ラデック・ステパネック,3-6,6-1,0-6,6-4,6-4 
１回戦
○ノバク・ジョコビッチ (6) ●サンティエゴ・ジラルド,6-3,7-6 (7-3),6-4 
○ギレルモバルシア・ロペス ●トーマス・ベルディチ (10),7-5,6-4,6-4 
○デビッド・フェレーラ (12) ●ダニエレ・ブラッチアリ,6-1,6-1,6-2 
○カルロス・モヤ (23) ●アンドレ・シップ,6-1,3-6,6-3,2-6,6-0 
○ファラヴィオ・チポラ ●ティムラズ・ガバシュビリ,7-6 (8-6),6-3,5-2 リタイア
○オスカー・ヘルナンデス ●ファン・パブロ・グーズマン,7-6 (7-4),6-0,6-2 
○ディエゴ・ハルトフィールド ●ロビー・ジネプリ,6-4,1-6,5-7,6-4,6-2 
○ロジャー・フェデラー (1) ●マイケル・ラッセル,6-4,6-2,6-4 
○ラファエル・ナダル (2) ●ファン・マーチン・デルポトロ,7-5,6-3,6-2 
○イゴラ・アンドレブ ●アンディ・ロディック (3),3-6,6-4,6-2,6-4 
○ラデック・ステパネック ●フェルナンド・ゴンザレス (5),6-2,6-2,6-4 
○イワン・ルビチッチ (7) ●アーノルド・クレメン,6-1,7-5,7-6 (7-2) 
○イーボ・カルロビッチ ●ジェームス・ブレーク (8),4-6,6-4,7-5,7-5 
○トミー・ロブレド (9) ●セルジオ・ロイテマン,6-3,6-4,6-2 
○リチャード・ガスケ (11) ●ニコラス・マウト,6-3,6-2,6-2 
○ミハエル・ユーズニー (13) ●ヤン・ハルネイチェ不戦勝
○レイトン・ヒュイット (14) ●マックス・ミレニー,6-3,6-1,6-3 
○デビッド・ナルバンディアン (15) ●ヒュンタイ・リー,6-2,6-1,3-6,6-3 
○マルコス・バグダティス (16) ●セバスチャン・グロージャン,6-3,6-2,6-4 
○ファン・カルロス・フェレロ (17) ●アメル・デリック,6-7 (2-7),6-3,6-3,6-4 
○ファン・イグナシオ・セラ (18) ●フェブリス・サントラ,6-7 (5-7),6-0,6-3,6-3 
○ギレラモ・カナス (19) ●ビクター・ハネスク,6-3,6-1,6-4 
○ヤッコ・ニーミネン (20) ●フェリシアーノ・ロペス,6-2,6-4,7-6 (7-2) 
○デミトリィ・チュスノバ (21) ●アレシオ・デ・マウロ,6-3,6-4,3-6,6-3 
○ボーデン・ウリラッハ ●ドミニク・ハバティ (24),6-2,5-7,6-7 (3-7),6-4,6-3 
○アルベルト・モンタネス ●ロビン・ソーダリング (25),7-6 (7-4),4-1 リタイア
○マリアノ・ザバレタ ●アグスティン・カレリ (26),6-4,6-7 (5-7),7-6 (7-5),7-5 
○ジャーゲン・メルザー (27) ●ホセ・アカスソ,6-4,7-5,6-4 
○フィリップ・コルシェイバー (28) ●ラカス・ドロフィー,6-2,3-6,7-5,4-6,17-15 
○フィリッポ・ボランドリ (29) ●ポール・キャプデビル,6-3,7-5,6-3 
○アルロス・ベルロコック ●ジュリアン・ベネッティアー (30),6-7 (5-7),7-5,6-2,6-3 
○ポール・ヘンリ・マスー ●フローリアン・メイヤー (31),6-3,6-4,6-2 
○ニコラス・アルマグロ (32) ●ジャスティン・ジメルストブ,6-4,6-4,6-4 
○ローレン・レコデリク ●サム・キュエリー,7-6 (7-4),2-6,6-0,6-7 (5-7),6-3 
○ファン・モナコ ●ファビオ・フォーニニ,3-6,2-6,6-1,6-2,6-4 
○ステファン・コーベック ●クリストファー・ロクス,6-7 (7-9),7-6 (7-1),6-4,1-2 リタイア
○ワーナー・イスシャー ●アレキサンドラ・シドレンコ,6-3,3-6,6-3,5-4 リタイア
○シモーネ・ボレリー ●マルティン・フェルケレック,6-1,6-4,6-4 
○イワン・ナヴァッロ・パスター ●ボリス・パシャンスキー,7-6 (7-1),6-4,6-4 
○スタニスラス・ワウランカ ●ロベン・ラミレス・イダイゴ,0-6,5-7,6-2,7-5,6-4 
○オリバー・パティエンス ●ジョナサン・イーセリック,6-1,3-6,6-2,6-4 
○エイメス・ガルビス ●ティム・ヘンマン,6-4,6-3,6-2 
○コスタンティノス・エコノミディス ●クリス・グッチオネ,6-7 (6-8),6-4,6-4,6-1 
○ヨナス・ビヨークマン ●ピーター・ルクザック,6-7 (4-7),5-7,6-3,6-3,6-1 
○ニコルス・ラペンティ ●アレキサンダー・ペイヤ,6-1,6-4,2-1 リタイア
○ニコラス・マスー ●ルイス・ホルナ,6-4,7-5,3-6,6-7 (1-7),6-2 
○テリー・アスィーオネ ●マーリン・シリック,6-2,6-2,6-1 
○フロレント・セラ ●イゴル・クニシャン,6-3,6-0,6-2 
○ガストン・ガウディオ ●マーク・ジクギエル,3-6,6-3,3-6,6-4,6-3 
○マイケル・リオドラ ●ニコラス・デビルダー,6-4,6-3,6-3 
○ジルス・サイモン ●ビンセント・スペーディア,2-6,6-4,6-4,6-3 
○ゲール・モンフィルス ●オリバー・ロクス,4-6,6-4,6-2,3-6,6-1 
○マスー・モンコート ●ベンジャミン・ベッカー,6-3,6-1,6-3 
○フェルナンド・ベラダスコ ●ジェロム・アーネル,4-6,6-2,6-2,6-0 
○クリスティアナ・パレス ●エン・サン・リュー,6-3,6-2,7-6 (7-1) 
○ジャン・ハジェック ●トーマス・ヨハンソン,7-5,7-6 (7-3),7-6 (7-3) 
○ファン・パブロ・ブラゼジッキ ●ロバート・ケンドリク,6-1,3-6,6-2,6-1 
○エドアード・ロジャー・ヴァッセリン ●マーカス・ダニエル,6-1,4-1 リタイア
○クリストフ・ヴェリージェン ●ダナイ・ウドンチョーク,6-2,6-4,6-3 
○マーチン・ヴァッサロ・アーグエロ ●アレジャンドラ・ファラ,6-3,6-3,6-7 (3-7),7-6 (7-4) 
○ニコライ・ダビィデンコ (4) ●ステファノ・ガルバニ,6-3,6-1,6-1 
○マラト・サフィン (22) ●フェルナンド・ビセンテ,6-1,6-3,6-1 
○ヤンコ・ティプサーヴィック ●ドゥサン・ヴェミック,7-6 (7-3),6-4,4-6,6-3 
○ポティト・スタレス ●イーヴォ・ミナル,4-6,6-1,6-4,7-6 (7-5) 

女子ダブルス - 決勝
○アリクシア・モリク(オーストラリア)[17]/ マーラ・サンタナグロ(イタリア)[17]
 ●カタリナ・スラボトニク(スロベニア)[7]/ 杉山 愛(★日本)[７]7-6 (5) 6-4 
女子ダブルス - 準決勝
○カタリナ・スラボトニク(スロベニア)[7]/ 杉山 愛(★日本)[７]
 ●リサ・レイモンド(アメリカ)[1]/ サマンサ・ストーサー(オーストラリア)[１]1-6 6-4 6-3 



女子ダブルス 3R 
○カタリナ・スラボトニク(スロベニア)[7 ]/杉山 愛(★日本)[７]
 ●シャハラ・ペア(イスラエル)[11 ]/ディナラ・サフィナ(ロシア)[11]6-1 6-2 
女子ダブルス 2R 
○ヤルミラ・ガドソワ(スロバキア)/森上亜希子(★日本)
 ●マティルデ・ヨハンソン(フランス)/セリマ・スファー( TUN )6-0 7-5 
○エマニエル・ガグリアーディ(スイス)/フランシスカ・スキアボーネ(イタリア)
 ●中村藍子(★日本)/タマリーン・タナスガーン(タイ)6-1 6-2 
女子ダブルス１R 
○カタリナ・スラボトニク(スロベニア)[7]/ 杉山 愛(★日本)[７]
 ●ルーシー・ラデッカ(チェコ)/レナタ・ヴォナコワ(チェコ)6-7 (3) 7-5 6-2 
○ヤルミラ・ガドソワ(スロバキア)/森上亜希子(★日本)
 ●エレナ・リホフツェバ(ロシア)[9]/ エレナ・ヴェスニナ(ロシア)[９]6-3 2-6 6-3 
○中村藍子(★日本)/タマリーン・タナスガーン(タイ)
 ●ポーライン・パーメター(フランス)/オリビア・サンチェス(フランス)1-6 6-4 6-3 

ミックスダブルス１R 
○リーゼル・フーバー(南アフリカ)[2]/ ケビン・ウルエッテ(ジンバブエ)[２]
 ●杉山 愛(★日本)/ジム・トーマス(アメリカ)6-1 6-3 

ガールズ・シングルス 2R 
○Yi-Miao Zhou (中国) ●秋田 史帆(★日本)6-1 6-1 
○マジソン・ブレングル(アメリカ)[９] ●奈良くるみ(★日本)6-1 7-5 
ガールズ・シングルス１R 
○奈良 くるみ(★日本) ●アリーナ・ロディオノワ(ロシア)4-6 6-3 6-2 
○秋田 史帆(★日本) ●Adeline Goncalves (フランス)0-6 6-4 6-2 

ジュニア女子ダブルス準々決勝
○ソラナ・シルスティア( ROU )/アレクシア・ガラッチ(アメリカ)
 ●秋田 史帆(★日本)/奈良くるみ(★日本)6-3 6-0 
女の子のダブルス 2R 
○秋田 史帆(★日本)/奈良くるみ(★日本)
 ●Alexandra Dulgheru ( ROU )/Ioana Ivan ( ROU )6-4 6-2 
女の子のダブルス１R 
○秋田 史帆(★日本)/奈良くるみ(★日本)
 ●Gracia Radovanovic (フランス)/シャーロット Rodier (フランス)6-4 6-1 

車いす女子シングルス準々決勝
○フローレンス・グラバリヤー(フランス) ●八筬(やおさ)美恵(★日本)6-1 7-6 (2) 

車いす女子ダブルス - 決勝
○Maaike Smit (オランダ)[1]/ Esther Vergeer (オランダ)[１]
 ●フローレンス・グラバリヤー(フランス)[2]/ 八筬(やおさ)美恵(★日本)[２]6-1 6-4 

車いすメンズシングルス - 決勝
○国枝慎吾(★日本)[１] ●Robin Ammerlaan (オランダ)[２]6-3 6-4 
車いすメンズシングルス - 準決勝
○国枝慎吾(★日本)[１] ●Martin Legner (オーストリア)6-1 6-2 
車いすメンズシングルス準々決勝
○国枝慎吾(★日本)[１] ●斉田悟司(★日本)4-6 6-1 6-2 

車いすメンズダブルス - 決勝
○Stephane Houdet (フランス)[2]/ ミシェル・ジェレミアス(フランス)[２]
 ●国枝慎吾(★日本)[1]/ 斉田悟司(★日本)[１]7-6 (4) 6-1 
車いすメンズダブルス - 準決勝
○国枝慎吾(★日本)[1]/ 斉田悟司(★日本)[１]
 ●Robin Ammerlaan (オランダ)/Martin Legner (オーストリア)6-3 6-3 


