
決勝 決勝
スベトラーナ・クズネツォワ,(7) vs ディナラ・サフィーナ,(1),6-4,6-2 ロジャー・フェデラー,(2) vs ロビン・ソーダリング,(23),6-1,7-6 (7-1),6-4 
準決勝 準決勝
ディナラ・サフィーナ,(1) vs ドミニカ・チブリコワ,(20),6-3,6-3 ロジャー・フェデラー,(2) vs ファン・マーチン・デルポトロ,(5),3-6,7-6 (7-2),2-6,6-1,6-4 
スベトラーナ・クズネツォワ,(7) vs サマンサ・ストーサー,(30),6-4,6-7 (5-7),6-3 ロビン・ソーダリング,(23) vs フェルナンド・ゴンザレス,(12),6-3,7-5,5-7,4-6,6-4 
準々決勝 準々決勝
スベトラーナ・クズネツォワ,(7) vs セレナ・ウィリアムス,(2),7-6 (7-3),5-7,7-5 ロジャー・フェデラー,(2) vs ゲール・モンフィルス,(11),7-6 (8-6),6-2,6-4 
サマンサ・ストーサー,(30) vs ソラナ・シルスティア,6-1,6-3 ファン・マーチン・デルポトロ,(5) vs トミー・ロブレド,(16),6-3,6-4,6-2 
ディナラ・サフィーナ,(1) vs ビクトリア・アザレンカ,(9),1-6,6-4,6-2 アンディ・マレー,(3) vs フェルナンド・ゴンザレス,(12),3-6,6-3,0-6,4-6 
ドミニカ・チブリコワ,(20) vs マリア・シャラポワ, 6-0,6-2 ニコライ・ダビィデンコ,(10) vs ロビン・ソーダリング,(23),1-6,3-6,1-6 
４回戦 ４回戦
セレナ・ウィリアムス,(2) vs アレクサンドラ・ワズニック,(24),6-1,6-2 ロジャー・フェデラー,(2) vs トミー・ハース, 6-7 (4-7),5-7,6-4,6-0,6-2 
エレナ・ヤンコビッチ,(5) vs ソラナ・シルスティア, 6-3,0-6,7-9 ファン・マーチン・デルポトロ,(5) vs ジョー・ウィルフィールド・ツォンガ,(9),6-1,6-7 (5-7),6-1,6-4 

スベトラーナ・クズネツォワ,(7) vs アニエスカ・ラドワンスカ,(12),6-4,1-6,6-1 ゲール・モンフィルス,(11) vs アンディ・ロディック,(6),6-4,6-2,6-3 
サマンサ・ストーサー,(30) vs ビルジニ・ラザノ, 6-1,6-2 トミー・ロブレド,(16) vs フィリップ・コールシュライバー,(29),6-4,5-7,7-6 (7-4),6-2 
ディナラ・サフィーナ,(1) vs アラヴァン・レジィ, 6-1,6-0 ラファエル・ナダル,(1) vs ロビン・ソーダリング,(23),2-6,7-6 (7-2),4-6,6-7 (2-7) 
アナ・イワノビッチ,(8) vs ビクトリア・アザレンカ,(9),2-6,3-6 アンディ・マレー,(3) vs マーリン・チリッチ,(13),7-5,7-6 (7-4),6-1 
ドミニカ・チブリコワ,(20) vs アグネス・サバイ,(29),6-2,6-4 フェルナンド・ベルダスコ,(8) vs ニコライ・ダビィデンコ,(10),2-6,2-6,4-6 
ナ・リー,(25) vs マリア・シャラポワ, 4-6,6-0,4-6 フェルナンド・ゴンザレス,(12) vs ビクター・ハネスク,(30),6-2,6-4,6-2 
３回戦 ３回戦
セレナ・ウィリアムス,(2) vs マリア・ホセ・マルチネス・サンチェス, 4-6,6-3,6-4 ロジャー・フェデラー,(2) vs ポール・ヘンリ・マスー,(32),4-6,6-1,6-4,6-4 
エレナ・ディメンティエワ,(4) vs サマンサ・ストーサー,(30),3-6,6-4,1-6 ノバク・ジョコビッチ,(4) vs フィリップ・コールシュライバー,(29),4-6,4-6,4-6 
エレナ・ヤンコビッチ,(5) vs ヤーミラ・グロス, 6-1,6-1 ファン・マーチン・デルポトロ,(5) vs イゴラ・アンドレｰフ,(25),6-4,7-5,6-4 
スベトラーナ・クズネツォワ,(7) vs メリンダ・チェンク, 6-1,6-3 アンディ・ロディック,(6) vs マーク・ジクギエル, 6-1,6-4,6-4 
ビクトリア・アザレンカ,(9) vs カロラ・スアレス・ナヴァロ,(22),5-7,7-5,6-2 ジョー・ウィルフィールド・ツォンガ,(9) vs クリストファー・ロクス, 6-2,6-2,6-2 
キャロライン・ウォズニアッキ,(10) vs ソラナ・シルスティア, 6-7 (3-7),5-7 ゲール・モンフィルス,(11) vs ジャーゲン・メルザー,(24),6-2,4-6,6-3,6-1 
アニエスカ・ラドワンスカ,(12) vs カテリナ・ボンダレンコ, 6-2,6-4 トミー・ロブレド,(16) vs マキシモ・ゴンザレス, 4-6,7-5,6-1,6-0 
アレクサンドラ・ワズニック,(24) vs ローデス・ドミンギス・リノ, 6-2,3-6,6-3 トミー・ハース,vs ジェレミー・シャラデー, 7-5,6-3,4-6,6-4 
タチアナ・ガルビン,vs ビルジニ・ラザノ, 5-7,5-7 ラファエル・ナダル,(1) vs レイトン・ヒュイット, 6-1,6-3,6-1 
ディナラ・サフィーナ,(1) vs アナスタシア・パブリチェンコワ,(27),6-2,6-0 アンディ・マレー,(3) vs ヤンコ・ティプサーヴィック, 7-6 (7-3),6-3 リタイア
ヴィーナス・ウィリアムズ,(3) vs アグネス・サバイ,(29),0-6,4-6 ジル・シモン,(7) vs ビクター・ハネスク,(30),4-6,4-6,2-6 
アナ・イワノビッチ,(8) vs イヴェタ・ベネソワ,(32),6-0,6-2 フェルナンド・ベルダスコ,(8) vs ニコラス・アルマグロ,(31),6-2,7-6 (7-4),7-6 (10-8) 
ドミニカ・チブリコワ,(20) vs ジゼーラ・デュルコ, 6-4,6-2 ニコライ・ダビィデンコ,(10) vs スタニスラス・バブリンカ,(17),6-3,4-6,6-3,6-2 
ナ・リー,(25) vs オレガ・ゴヴォルツォフ, 7-5,6-1 フェルナンド・ゴンザレス,(12) vs ジョセリン・オアナ, 7-5,6-3,7-5 
アラヴァン・レジィ,vs ミッチェル・ラリチャー・デブリト, 7-6 (7-3),6-2 マーリン・チリッチ,(13) vs ラデック・ステパネック,(18),6-1,7-6 (7-4),6-3 
マリア・シャラポワ,vs ヤロスロワ・シェベドワ, 1-6,6-3,6-4 ダビド・フェレール,(14) vs ロビン・ソーダリング,(23),7-6 (7-5),5-7,2-6,6-7 (5-7) 
２回戦 ２回戦
セレナ・ウィリアムス,(2) vs バージニア・ラウノ・パスカル, 6-2,6-0 ノバク・ジョコビッチ,(4) vs セリジー・スタコヴァスキー, 6-3,6-4,6-1 
エレナ・ディメンティエワ,(4) vs エレナ・ドキッチ, 2-6,4-3 リタイア フィリップ・コールシュライバー,(29) vs ファン・カルロス・フェレロ, 6-4,2-6,6-4,6-7 (3-7),6-3 

エレナ・ヤンコビッチ,(5) vs マグダレナ・レイバレコワ, 6-1,6-2 ロジャー・フェデラー,(2) vs ホセ・アカスソ, 7-6 (10-8),5-7,7-6 (7-2),6-2 
スベトラーナ・クズネツォワ,(7) vs ガリーナ・ヴォスコボエワ, 6-0,6-2 ファン・マーチン・デルポトロ,(5) vs ヴィクトリ・トロイスキ, 6-3,7-5,6-0 
キャロライン・ウォズニアッキ,(10) vs ジル・クレイバス, 6-1,6-4 アンディ・ロディック,(6) vs イーヴォ・ミナル, 6-2,6-2,7-6 (7-2) 
アニエスカ・ラドワンスカ,(12) vs マリヤ・コリテセワ, 6-1,6-4 ジョー・ウィルフィールド・ツォンガ,(9) vs ファン・モナコ, 7-5,2-6,6-1,7-6 (10-8) 
マリオン・バートリ,(13) vs タチアナ・ガルビン, 3-6,5-7 ニコライ・ダビィデンコ,(10) vs ディエゴ・ジャンギエラ, 4-6,6-3,6-0,6-2 
アナベル・メディナ・ガリゲス,(18) vs ビルジニ・ラザノ, 2-6,2-6 ゲール・モンフィルス,(11) vs ビクター・シリヴォイ, 6-4,6-3,6-3 
アリス・コーネット,(21) vs ソラナ・シルスティア, 3-6,2-6 トミー・ロブレド,(16) vs ダニエル・ジメノトラヴァー, 6-4,6-4,6-3 
アレクサンドラ・ワズニック,(24) vs ペトラ・マーティック, 6-3,6-3 ジャーゲン・メルザー,(24) vs ジラウーム・ラフィン, 6-2,7-5,6-4 
スイブル・バマー,(28) vs メリンダ・チェンク, 6-4,3-6,８-10 イゴラ・アンドレｰフ,(25) vs マーチン・ヴァッサロ・アーグエロ, 1-6,7-5,5-7,6-3,6-4 
サマンサ・ストーサー,(30) vs ヤニーナ・ウィックマイヤー, 6-3,4-6,6-4 ポール・ヘンリ・マスー,(32) vs パブロ・アンデュアール, 6-2,6-3,6-4 
カテリナ・ボンダレンコ,vs オリビア・ロゴースカ, 4-6,7-5,7-5 ジェレミー・シャラデー,vs シモーネ・ボレリー, 6-2,6-3,4-6,4-6,6-1 
マリア・ホセ・マルチネス・サンチェス,vs ビクトリア・クツゾワ, 3-6,6-3,6-3 アンドレ・シップ,vs マキシモ・ゴンザレス, 6-7 (8-10),3-6,3-6 
アレクシア・ガラッチ,vs ローデス・ドミンギス・リノ, 6-7,5-7 アーノルド・クレメン,vs クリストファー・ロクス, 1-6,5-7,6-4,3-6 
ヤーミラ・グロス,vs マリアナ・ディアズ・オリバ・デュクエマリノ, 6-2,7-6 (11-9) レオナルド・メイヤー,vs トミー・ハース, 3-6,6-7 (2-7),6-3,6-4,3-6 
ディナラ・サフィーナ,(1) vs ヴィタリナ・ディアチェンコ, 6-1,6-1 アンドレアス・ベック,vs マーク・ジクギエル, 4-6,7-6 (8-6),6-7 (3-7),5-7 
ルーシー・サハロワ,vs ヴィーナス・ウィリアムズ,(3),7-6 (7-5),2-6,5-7 ラファエル・ナダル,(1) vs ティムラズ・ガバシュビリ, 6-1,6-4,6-2 
アナ・イワノビッチ,(8) vs タマリーン・タナスガーン, 6-1,6-2 アンディ・マレー,(3) vs ポティト・スタレス, 6-3,2-6,7-5,6-4 
ビクトリア・アザレンカ,(9) vs クリスティーナ・バロイス, 7-6 (7-1),7-5 ジル・シモン,(7) vs ロバート・ケンドリク, 7-5,6-0,6-1 
ナディア・ペトロワ,(11) vs マリア・シャラポワ, 2-6,6-1,6-8 フェルナンド・ベルダスコ,(8) vs フィリッポ・ペザッチャー, 6-1,6-2,6-3 
ジェン・ジー,(15) vs ミッチェル・ラリチャー・デブリト, 4-6,3-6 フェルナンド・ゴンザレス,(12) vs ルイ・マチャド, 6-3,6-2,6-3 
ドミニカ・チブリコワ,(20) vs クリスティン・フリピケンス, 6-1,6-0 マーリン・チリッチ,(13) vs デュディ・セラ, 6-0,6-3,6-1 
カロラ・スアレス・ナヴァロ,(22) vs ルーシー・ラデッカ, 6-2,6-4 ダビド・フェレール,(14) vs ニコラス・キーファー, 6-3,5-7,6-4,3-6,6-2 
ナ・リー,(25) vs ティメア・ボスシンスキー, 6-1,6-4 スタニスラス・バブリンカ,(17) vs ニコラス・マスー, 6-1,6-1,6-2 
アナスタシア・パブリチェンコワ,(27) vs ジュリー・コイン, 6-2,7-6 (7-2) ラデック・ステパネック,(18) vs マスー・モンコート, 6-4,4-6,6-4,6-4 
アグネス・サバイ,(29) vs エレナ・ベスニナ, 6-2,6-0 マラト・サフィン,(20) vs ジョセリン・オアナ, 6-7 (2-7),6-7 (4-7),6-4,6-3,８-10 
イヴェタ・ベネソワ,(32) vs アリア・クドリャツェワ, 6-1,6-2 ロビン・ソーダリング,(23) vs デニス・イストミン, 6-4,7-6 (7-4),6-4 
アランチャ・ロス,vs ヤロスロワ・シェベドワ, 0-6,2-6 フェリシアーノ・ロペス,(28) vs ヤンコ・ティプサーヴィック, 7-6 (11-9),4-6,6-7 (4-7),3-6 
アグル・アマムラドワ,vs オレガ・ゴヴォルツォフ, 3-6,7-6 (7-3),5-7 ビクター・ハネスク,(30) vs ミハエル・ユーズニー, 7-5,7-5,7-5 
ジゼーラ・デュルコ,vs アン・レナ・グローエンフィルド, 7-6 (7-5),0-6,6-2 ニコラス・アルマグロ,(31) vs アーネスト・ガルビス, 6-7 (4-7),7-6 (7-5),6-3,6-2 
ポロナ・エルコ,vs アラヴァン・レジィ, 6-3,4-6,2-6 アンドレイ・ゴルベフ,vs レイトン・ヒュイット, 4-6,3-6,1-6 
１回戦 １回戦
アリス・コーネット,(21) vs マレット・アニー, 6-4,7-5 デミトリィ・チュスノバ,(21) vs アーノルド・クレメン, 3-6,6-3,4-6,1-6 
セレナ・ウィリアムス,(2) vs クララ・ザコパロワ, 6-3,6-7 (5-7),6-4 クリストファー・ロクス,vs フェブリス・サントラ, 6-3,6-1,3-6,6-4 
エレナ・ディメンティエワ,(4) vs シャネル・シャーパース, 6-4,6-3 ノバク・ジョコビッチ,(4) vs ニコルス・ラペンティ, 6-3,3-1 リタイア
エレナ・ヤンコビッチ,(5) vs ペトラ・チェコフスカ, 6-2,6-3 ファン・マーチン・デルポトロ,(5) vs マイケル・リオドラ, 6-3,6-3,6-1 
スベトラーナ・クズネツォワ,(7) vs クレイル・フェレステイン, 6-1,6-4 ジョー・ウィルフィールド・ツォンガ,(9) vs ジュリアン・ベネッティアー, 6-4,3-6,6-3,6-4 
キャロライン・ウォズニアッキ,(10) vs ヴェラ・ダシェビナ, 4-6,7-5,6-1 ゲール・モンフィルス,(11) vs ボビー・レイノルズ, 6-2,6-3,6-1 
アナベル・メディナ・ガリゲス,(18) vs エカテリナ・マカロワ, 6-2,5-7,6-0 ジェームス・ブレーク,(15) vs レオナルド・メイヤー, 6-7 (6-8),5-7,2-6 
アレクサンドラ・ワズニック,(24) vs モニカ・ニクレスー, 6-4,4-6,6-3 トミー・ロブレド,(16) vs エイドリアン・マナリーノ, 6-2,6-1,6-2 
スイブル・バマー,(28) vs ナタリー・デーシー, 6-3,7-6 (7-1) マーディ・フィッシュ,(22) vs マキシモ・ゴンザレス, 3-6,6-1,4-6,6-7 (4-7) 
サマンサ・ストーサー,(30) vs フランシスカ・スキアボーネ, 6-4,6-2 ライナー・シュットラー,(27) vs マーク・ジクギエル, 0-6,0-6,4-6 
スーアイ・ペン,(31) vs マリア・ホセ・マルチネス・サンチェス, 6-1,2-6,4-6 フィリップ・コールシュライバー,(29) vs ベルナルド・トミック, 6-1,6-2,6-2 
マーラ・サンタナグロ,vs ペトラ・マーティック, 4-6,2-6 ファン・カルロス・フェレロ,vs イワン・ルビチッチ, 2-6,6-4,6-4,3-6,6-3 
ガリーナ・ヴォスコボエワ,vs ソニア・ミルザ, 6-4,7-6 (7-3) イワン・ナヴァーロ,vs アンドレアス・ベック, 6-7 (9-11),4-6,1-6 
バージニア・ラウノ・パスカル,vs ニコル・バイディソバ, 6-4,6-3 イフゲニー・コロレフ,vs ダニエル・ジメノトラヴァー, 4-6 リタイア
ビルジニ・ラザノ,vs ダニエラ・ハンチコワ, 6-3,6-3 ビクター・シリヴォイ,vs サイモン・グレウル, 6-1,7-6 (7-1),6-2 
エレナ・ドキッチ,vs カロリナ・スパレム, 3-6,6-1,6-2 マルコス・バグダティス,vs ファン・モナコ, 3-6,2-6,4-6 
ヤニーナ・ウィックマイヤー,vs ウルズラ・ラドワンスカ, 4-6,6-3,6-0 ギレルモバルシア・ロペス,vs アンドレ・シップ, 3-6,3-6,1-6 
ビクトリア・クツゾワ,vs ズザーナ・オンドラスコヴァ, 6-2,6-4 アンドレイ・パベル,vs トミー・ハース, 1-6,4-6,4-6 
マグダレナ・レイバレコワ,vs クリスティーナ・マラデノヴィッチ, 6-1,2-6,8-6 ヴィクトリ・トロイスキ,vs ルーカス・コボー, 3-6,6-3,6-4,6-7 (4-7),6-3 
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アナスタシア・セヴァストヴァ,vs メリンダ・チェンク, 6-3,4-6,1-6 ブライアン・ダブル,vs セリジー・スタコヴァスキー, 6-4,5-7,6-7 (2-7),3-6 
キャリー・ガリクソン,vs ソラナ・シルスティア, 4-6,2-6 ラファエル・ナダル,(1) vs マーカス・ダニエル, 7-5,6-4,6-3 
杉山 愛,vs アラヴァン・レジィ, 3-6,2-6 ロジャー・フェデラー,(2) vs アルベルト・マーチン, 6-4,6-3,6-2 
タチアナ・ガルビン,vs 森田 あゆみ, 7-5,7-5 アンディ・ロディック,(6) vs ロメイン・ファン, 6-2,6-4,6-2 
ディナラ・サフィーナ,(1) vs アン・ケオサボン, 6-0,6-0 ニコライ・ダビィデンコ,(10) vs ステファン・コーベック, 6-2,6-1,6-4 
ヴィーナス・ウィリアムズ,(3) vs ベェザニー・マッテ・サンズ, 6-1,4-6,6-2 フェルナンド・ゴンザレス,(12) vs ジリ・バチェック, 6-3,6-2,6-3 
アニエスカ・ラドワンスカ,(12) vs ロッサナ・デ・ロス・リオス, 6-3,6-1 スタニスラス・バブリンカ,(17) vs ニコラス・デビルダー, 6-3,5-7,2-6,6-4,6-4 
マリオン・バートリ,(13) vs ポーライン・パーメター, 3-6,6-1,6-3 トーマス・ベルディヒ,(19) vs シモーネ・ボレリー, 4-6,4-6,7-5,6-4,3-6 
フラビア・ペネッタ,(14) vs アレクシア・ガラッチ, 1-6,1-6 ロビン・ソーダリング,(23) vs ケビン・キム, 7-6 (7-4),7-6 (7-4),6-2 
ジェン・ジー,(15) vs ステファニー・コーエン・アラロ, 6-1,6-3 ジャーゲン・メルザー,(24) vs セルジオ・ロイテマン, 6-4,7-6 (7-4),6-0 
パティ・シュニーダー,(17) vs カテリナ・ボンダレンコ, 4-6,3-6 イゴラ・アンドレｰフ,(25) vs ファビオ・フォーニニ, 1-6,6-3,6-1,3-6,7-5 
ドミニカ・チブリコワ,(20) vs アロナ・バンダレンコ, 6-4,2-6,6-4 フェリシアーノ・ロペス,(28) vs フランコ・フェレーロ, 6-7 (3-7),4-6,7-6 (7-4),7-5,6-2 
カロラ・スアレス・ナヴァロ,(22) vs エディナ・ギャロビッツ, 6-1,6-4 ビクター・ハネスク,(30) vs スティーブ・ダルシス, 7-6 (10-8),7-6 (7-5),7-6 (7-3) 
アリサ・クレイヴァノワ,(23) vs ポロナ・エルコ, 2-6,6-4,1-6 ポール・ヘンリ・マスー,(32) vs ローレン・レコデリク, 6-4,6-4,6-1 
アンナ・チャクベターゼ,(26) vs マリアナ・ディアズ・オリバ・デュクエマリノ, 6-3,4-6,4-6 ヤンコ・ティプサーヴィック,vs アルベルト・モンタネス, 3-6,7-6 (7-3),7-6 (7-5),6-4 
アグネス・サバイ,(29) vs コリーナ・デントーニ, 6-3,6-4 ディエゴ・ジャンギエラ,vs ポール・キャプデビル, 3-6,7-5,6-1,6-3 
ルーシー・サハロワ,vs サビーネ・リシキー, 6-2,1-6,6-1 ルイ・マチャド,vs クリストフ・ヴェリージェン, 6-2,6-4,4-6,2-6,6-3 
ツェタナ・ピロンコワ,vs ジル・クレイバス, 5-7,2-6 イリア・ボゾルヤック,vs ニコラス・キーファー, 6-7 (4-7),6-3,5-7,4-6 
オリビア・ロゴースカ,vs マリア・キリレンコ, 6-4,6-4 オスカー・ヘルナンデス,vs イーヴォ・ミナル, 3-6,6-7 (4-7),3-6 
アナスタシア・ヤキモワ,vs マリア・シャラポワ, 6-3,1-6,2-6 ジラウーム・ラフィン,vs エドアルド・シュワンク, 6-1,6-3,6-3 
タマリーン・タナスガーン,vs キャメル・ピン, 6-3,5-7,7-5 ロビー・ジネプリ,vs パブロ・アンデュアール, 4-6,6-7 (7-9),6-7 (3-7) 
ユベン・メウスバーガー,vs ルーシー・ラデッカ, 1-6,2-6 ホセ・アカスソ,vs サンティエゴ・ヴェンチュラ, 3-6,7-6 (7-5),6-0,6-3 
オレガ・ゴヴォルツォフ,vs カティエ・オブライエン, 6-1,6-1 デニス・イストミン,vs サンティエゴ・ジラルド, 6-3,6-7 (2-7),6-3,7-6 (7-4) 
バーバラ・ザロワワ・ストレイコワ,vs ローデス・ドミンギス・リノ, 1-6,6-4,7-9 ジェレミー・シャラデー,vs タイアゴ・アルベス, 6-2,7-6 (12-10),6-3 
ヤーミラ・グロス,vs ケニー・ライズン, 6-4,6-3 トーマス・ベルッチ,vs マーチン・ヴァッサロ・アーグエロ, 4-6,7-6 (7-4),5-5 リタイア
ミッチェル・ラリチャー・デブリト,vs メラニー・サウス, 0-6,7-6 (7-5),7-5 ミーシャ・ズベレバ,vs ポティト・スタレス, 7-6 (7-5),5-7,0-１リタイア
パトリシア・メイヤー,vs マリヤ・コリテセワ, 1-6,1-6 ミハエル・ユーズニー,vs ギレス・ミューラー, 7-6 (7-2),6-1,6-4 
イレーナ・パブロビッチ,vs アグル・アマムラドワ, 3-6,4-6 ニコラス・マスー,vs ダニエル・コエルラー, 6-3,6-4,1-6,2-6,6-3 
ステファニー・フォレツ,vs クリスティン・フリピケンス, 1-6,6-4,4-6 イゴル・クニシャン,vs ティムラズ・ガバシュビリ, 7-6 (8-6),6-7 (5-7),3-6,1-6 
アナ・イワノビッチ,(8) vs サラ・エッラニ, 7-6 (7-3),6-3 アンディ・マレー,(3) vs ファン・イグナシオ・セラ, 6-2,6-2,6-1 
ビクトリア・アザレンカ,(9) vs ロベルタ・ビンチ, 6-4,6-2 ジル・シモン,(7) vs ウェーン・オデスニク, 3-6,7-5,6-2,4-6,6-3 
ナディア・ペトロワ,(11) vs ローレン・エバリー, 6-1,6-2 フェルナンド・ベルダスコ,(8) vs フロレント・セラ, 6-2,6-1,6-4 
アメリー・モレズモー,(16) vs アン・レナ・グローエンフィルド, 4-6,3-6 マーリン・チリッチ,(13) vs ヤン・ハルネイチェ, 6-0,6-4,6-3 
カイア・カネピ,(19) vs ヤロスロワ・シェベドワ, 6-7 (2-7),6-3,2-6 ダビド・フェレール,(14) vs フェデリコ・ジル, 6-2,6-4,6-4 
ナ・リー,(25) vs マルタ・ドマチョスカ, 6-4,6-2 ラデック・ステパネック,(18) vs ガストン・ガウディオ, 6-3,6-4,6-1 
アナスタシア・パブリチェンコワ,(27) vs イオアナ・ラルカ・オラル, 6-3,6-2 マラト・サフィン,(20) vs アレキサンドラ・シドレンコ, 6-4,6-4,6-4 
イヴェタ・ベネソワ,(32) vs ジュリア・ジョージス, 7-5,4-1 リタイア イーボ・カルロビッチ,(26) vs レイトン・ヒュイット, 7-6 (7-1),7-6 (7-4),6-7 (4-7),4-6,3-6 
マリア・エミリア・サレミ,vs クリスティーナ・バロイス, 6-3,1-6,2-6 ニコラス・アルマグロ,(31) vs アグスティン・カレリ, 6-4,6-1,6-3 
オリビア・サンチェス,vs アランチャ・ロス, 1-6,1-6 マルセル・グラノラー,vs ジョセリン・オアナ, 5-7,6-2,6-3,6-7 (2-7),1-6 
ヴィタリナ・ディアチェンコ,vs マティルデ・ヨハンソン, 2-6,6-2,10-8 アーネスト・ガルビス,vs サム・キュエリー, 7-6 (7-1),6-1,3-6,6-1 
ヌリア・ラゴステラ・ヴィベス,vs ジュリー・コイン, 5-7,2-6 デュディ・セラ,vs ジャン・ルネ・リズナルド, 6-4,6-3,4-6,6-3 
タミラ・パスゼック,vs ジゼーラ・デュルコ, 1-6,3-6 ダニエル・ブランズ,vs ロバート・ケンドリク, 7-6 (9-7),5-7,6-7 (11-13),6-4,3-6 
ヴァルバラ・レプチェンコ,vs アリア・クドリャツェワ, 3-6,3-6 ピーター・ポランスキー,vs フィリッポ・ペザッチャー, 7-5,2-6,6-7 (4-7),6-4,3-6 
エレナ・ベスニナ,vs セヴェリーヌ・ベルトレム, 6-3,6-3 デニス・グレメリマイヤー,vs アンドレイ・ゴルベフ, 3-6,3-6,2-6 
エミリー・ロイテ,vs ティメア・ボスシンスキー, 6-4,4-6,1-6 エン・サン・リュー,vs マスー・モンコート, 2-6 リタイア
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