
ウィンブルドンテニス(全英オープン) 優勝者当てに参加しよう！ 

全仏オープンが終わって3週間、テニス四大大会で1877年に始まった世界最古で歴史と伝統のあるテニス大会、

ウィンブルドンテニスが 7/1～7/14 の予定で イギリス・ロンドンで開催されます。 

ウィンブルドン大会は グランドスラムで唯一天然芝のコートで行われ、120 年以上の伝統と格式を持ち 白い

ウェアが義務づけられています。観客が正装で訪れるなど、会場全体に厳粛さがただよっています。 

 

イギリスでは ウィンブルドンの様子を中継するテレビが一日中流れているそうです。試合を気にかけながら仕

事をしたり、人々の生活にとけこんでいる様子は日本の甲子園中継に近いものがありますね。 

さらには、ウィンブルドン決勝戦は 生中継で最後まで放送しなければならない法令まであるそうです。 

 

男子で注目したいのは、やはり錦織圭。昨年はベスト 8 まで進み芝のコートでも十分戦えることを証明した。20

代最後の年だけに大躍進に期待だ。また連覇が懸かるジョコビッチ、最多 8 回の優勝を誇るフェデラー、ナダル

らレジェンドや、成長著しい若手選手ズベレフ、チチパスらの戦いも見逃せない。 

 

女子では大坂なおみに期待がかかる。200 キロを超える高速サーブを持つ大坂なら、十分優勝を狙えるはず。立

ちはだかるのはウィンブルドンを 2 回制覇したクビトバら強豪たち。日本人として、アジア人として初のウィン

ブルドン制覇を成し遂げられるかに注目したい。 

 

優勝者予想 

締切り 2019.7/7 PM13：00 

リバー会員 1 枚+家族 1枚 合計 2枚 

当選者発表 男子決勝翌日以降 リバーホームページ『お知らせ』にて 

男女とも優勝者を当てた方には 景品が用意してあります。 

応募方法： 下記用紙に記入して 受付けボックスに入れて下さい。 

 

……………………………………………… き   り   と   り………………………………………… 

 

 

なまえ       クラス     男子優勝者名          女子優勝者名 

 

    

 

……………………………………………… き   り   と   り………………………………………… 

家族なまえ    子供の名前      男子優勝者名          女子優勝者名 

 

    

 



男子ポイントランキング 2019年 6月 24日更新 

順位 選手名 ▼ポイント レース 賞金 

1 ノバク ジョコビッチ 12,415 4,725 $5,929,261 

2 ラファエル ナダル 7,945 5,505 $6,281,671 

3 ロジャー フェデラー 6,620 3,860 $4,260,013 

4 ドミニク ティエム 4,595 3,305 $4,008,341 

5 アレキサンダー ズベレフ 4,405 1,580 $1,525,367 

6 ステファノス チチパス 4,215 2,985 $2,946,602 

7 錦織 圭 4,040 1,710 $1,561,208 

8 ケビン アンダーソン 3,610 520 $407,217 

9 カレン カチャノフ 2,980 875 $1,167,219 

10 ファビオ フォニーニ 2,785 1,550 $1,838,878 

11 フアンマルティン デルポトロ 2,740 460 $530,582 

12 ジョン イスナー 2,715 1,060 $1,037,110 

13 ダニル メドベージェフ 2,625 1,765 $1,482,527 

14 ボルナ コリッチ 2,205 1,145 $1,078,673 

15 ガエル モンフィス 2,055 1,340 $1,346,236 

16 ニコロズ バシラシビリ 1,960 625 $700,463 

17 ミロシュ ラオニッチ 1,945 1,035 $918,925 

18 マリン チリッチ 1,940 560 $683,531 

19 スタン ワウリンカ 1,715 1,175 $1,247,784 

20 マテオ ベレッティニ 1,665 1,230 $834,573 

21 フェリックス オーガー エイリアシメ 1,654 1,391 $1,031,515 

22 ロベルト バウティスタ 1,600 1,260 $1,188,779 

23 ダビド ゴフィン 1,510 930 $951,435 

24 ディエゴ シュウォーツマン 1,485 1,060 $1,136,624 

25 ジル シモン 1,445 825 $773,895 

26 グイド ペジャ 1,430 1,015 $960,922 

27 デニス シャポバロフ 1,390 795 $921,168 

28 ルーカス プイユ 1,340 1,050 $1,041,125 

29 アレックス デミノール 1,330 595 $502,590 

30 ラスロ ジェレ 1,329 996 $890,569 

31 カイル エドモンド 1,280 410 $515,621 

32 ブノワ ペール 1,278 923 $784,316 

33 ドゥシャン ラヨビッチ 1,271 841 $1,029,598 

34 ヤン レナード ストルフ 1,265 830 $960,747 

35 クリスチャン ガリン 1,259 872 $556,319 
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順位 選手名 ▼ポイント レース 賞金 

36 フェルナンド ベルダスコ 1,210 610 $703,730 

37 アドリアン マナリノ 1,171 491 $525,915 

38 ピエールユーグ エルベール 1,168 785 $974,791 

39 フランシス ティアフォー 1,160 770 $814,195 

40 マルコ チェッキナート 1,130 650 $634,918 

41 ラドゥ アルボット 1,126 796 $659,636 

42 テイラー フリッツ 1,090 685 $590,279 

43 ニック キリオス 1,045 705 $672,944 

44 パブロ クエバス 1,003 908 $559,833 

45 ジョーダン トンプソン 967 633 $551,217 

46 リシャール ガスケ 965 － $244,993 

47 ミハイル ククシュキン 955 415 $469,819 

48 グリゴル ディミトロフ 952 527 $639,324 

49 キャメロン ノーリー 940 581 $497,749 

50 マートン フチョビッチ 930 595 $654,918 

51 フィリプ クライノビッチ 928 703 $521,146 
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女子ポイントランキング 

2019 年 6 月 24 日更新 

 

順位 選手名 ▼ポイント レース 賞金 

1 アシュリー バーティ 6,540 4,645 $5,114,643 

2 大坂 なおみ 6,377 3,146 $3,737,161 

3 カロリナ プリスコバ 5,685 3,456 $2,709,138 

4 キキ ベルテンス 5,425 2,961 $2,211,518 

5 アンゲリク ケルバー 4,685 1,740 $1,171,486 

6 ペトラ クビトバ 4,555 3,525 $2,567,349 

7 シモナ ハレプ 3,963 2,327 $2,010,346 

8 エリナ スビトリナ 3,868 1,508 $1,133,568 

9 スローン スティーブンス 3,682 1,322 $1,166,348 

10 アリーナ サバレンカ 3,565 1,079 $1,216,095 

11 セリーナ ウィリアムズ 3,411 750 $623,533 

12 アナスタシヤ セバストワ 3,296 1,046 $805,657 

13 ベリンダ ベンチッチ 3,073 2,599 $1,679,009 

14 キャロライン ウォズニアッキ 2,833 616 $404,171 

15 チャン ワン 2,752 750 $587,416 

16 マルケタ ボンドロウソバ 2,745 2,350 $1,997,604 

17 マディソン キーズ 2,615 1,230 $906,978 

18 ユリア ゲルゲス 2,605 963 $476,186 

19 ジョアンナ コンタ 2,430 1,963 $1,264,894 

20 アネット コンタベイト 2,335 1,177 $808,651 

21 エリス メルテンス 2,195 1,096 $1,215,897 

22 ドナ ベキッチ 2,180 1,387 $770,029 

23 キャロリン ガルシア 2,105 1,035 $552,801 

24 ペトラ マルティッチ 2,105 1,472 $1,000,175 

25 ビアンカ アンドリースク 1,996 1,827 $1,680,455 

26 アマンダ アニシモバ 1,949 1,554 $1,033,619 

27 ガルビネ ムグルサ 1,925 1,320 $854,537 

28 ソフィア ケニン 1,895 1,376 $651,911 

29 シェ シュウェイ 1,885 1,177 $1,048,941 

30 ダリア カサトキナ 1,790 442 $418,200 

31 カルラ スアレスナバロ 1,732 639 $478,602 

32 マリア サッカリ 1,641 1,080 $540,274 

33 レシア ツレンコ 1,587 773 $528,252 

34 ダニエル コリンズ 1,572 1,233 $1,016,232 

35 エレナ オスタペンコ 1,531 431 $487,372 
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順位 選手名 ▼ポイント レース 賞金 

36 ダヤナ ヤストレムスカ 1,504 832 $369,408 

37 アリャクサンドラ サスノビッチ 1,490 678 $469,684 

38 カテリナ シニアコバ 1,387 625 $735,777 

39 ユリア プティンツェワ 1,350 924 $494,527 

40 ドミニカ チブルコワ 1,333 － $236,436 

41 カミラ ジョルジ 1,332 － $195,992 

42 ビクトリア アザレンカ 1,320 802 $607,972 

43 ジェン サイサイ 1,210 618 $486,583 

44 ビーナス ウィリアムズ 1,205 740 $513,548 

45 アナスタシア パブリュチェンコワ 1,185 718 $594,320 

46 ビクトリア クズモバ 1,185 922 $553,609 

47 ミハエラ ブザルネスク 1,160 － $376,087 

48 クリスティナ ムラデノビッチ 1,155 758 $903,679 

49 アイラ トムリャノビッチ 1,150 782 $352,225 

50 バルボラ ストリコバ 1,125 613 $746,395 
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