
＜Mens Singles＞

出場選手

齋田 悟司 (千葉県)

JWTA: 1位
年度戦績: 仙台オープン優勝
使用ﾗｹｯﾄ: ブリヂストン
コメント: 全力でがんばります！

荒井 大輔 (岐阜県)

JWTA: 3位
年度戦績: ・ワールドチーム
カップ日本代表 5位 ・東京
パラリンピック２回戦敗退 ・
VIII ITF Wheelchair Fundación 
Emilio Sánchez Vicario（スペイ
ン）準優勝 ・Czech Open
（チェコ）準優勝
使用ラケット: バボラ ピュア
アエロ
コメント: 今年も選出していた
だき嬉しく思います。今年こそ
は初優勝狙って頑張ります。

水越 晴也 (愛知県)

JWTA: 7位
年度戦績: 仙台オープン シン
グルスベスト4 ダブルス準優勝
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: head GRAVITY 
MP 40p
コメント: まずはじめにマス
ターズ開催していただき感謝し
ています。自分も出場出来る事
に感謝、喜びを感じながら全力
でプレーします。応援よろしく
お願いします。



鈴木 康平 (千葉県)

JWTA: 9位
年度戦績: Torneo Citta’ di 
Cremonaシングルス優勝
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: YONEX /４５P
コメント: 頑張ります！

清水 克起 (愛媛県)

JWTA: 10位
年度戦績: 仙台オープン2021
シングルスベスト8
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: Ezone98/ 50・
48
コメント: 今年も出場すること
ができて光栄です。楽しみなが
ら全力で頑張ります。

本間 正広 (埼玉県)

JWTA: 13位
年度戦績: 仙台オープンシング
ルスB8
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: バボラピュア
ドライブ /48P
コメント: 久しぶりのマスター
ズ出場になりますが、頑張りま
す。



高橋 剛志 (福島県)

JWTA: 14位
年度戦績:
使用ﾗｹｯﾄ: バボラピュアスト
ライク
コメント: なぜこの大会に自
分が出てるのか不思議ですが出
るからには頑張ります。

竹田 浩之 (兵庫県)

JWTA: 22位
年度戦績: ＳＥＮＤＡＩ OPEN
シングルス2回戦 ダブルス優
勝
使用ﾗｹｯﾄ: YONEX EZONE100L
コメント: TTCからの電話？間違
い電話だと思いました（笑）。
コロナ渦でなかなか試合がない
中でのマスターズ開催、それて
まさかの出場、に驚いています。
試合が出来る喜びと感謝を心に
楽しんでプレーしたいと思いま
す。



＜Women Singles＞

堂森佳南子 (千葉県)

JWTA: 3位
年度戦績: 仙台オープン シ
ングルス優勝 ダブルス優勝
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: MIZUNO F 
TOUR 285/46P
コメント: いい試合ができる
ように頑張ります！

深澤 美恵 (千葉県)
JWTA: 4位
年度戦績: ・仙台オープン
シングルス準優勝 ・仙台オー
プン ダブルス優勝
使用ﾗｹｯﾄ: HEAD XTREAME S
コメント: 三井不動産全日本
選抜車いすテニスマスターズに
出場できることを大変嬉しく思
います。
久しぶりのマスターズなので、
楽しみながら試合ができればと
思っています。

深山 知美 (千葉県)

JWTA: 6位
年度戦績:
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: YONEX 
EZONE105／43
コメント: この状況下で懐か
しい顔ぶれに会えるだけでうれ
しいです。



須田 恵美 (宮城県)

JWTA: 8位
年度戦績: 仙台オープンシン
グルスベスト4
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: ダンロップ
LX800/38
コメント:コロナ禍での開催に
感謝します。
目標のマスターズに選抜いただ
きとても光栄です。
一生懸命頑張ります!

佐々木千依 (愛知県)

JWTA: 11位
年度戦績: ・Znojmo Cup
SF ・VILNIUS OPEN ２０２１
SF ・BRD Bucharest Open 
Wheelchair Tennis QF ・BRD 
Arges Open Wheelchairs- Tennis 
QF ・SENDAI OPEN QF
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: ヨネックス
Ⅴコア/４０ポンド

石本 直美 (愛知県)
JWTA: 12位
年度戦績:
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: HEAD 
GRAPHENE360/44P
コメント: 今年は入院・手術
をし、５ヶ月以上もテニスから
離れる生活をしました。また、
障害の部位も胸椎10番だったこ
とが判明し、改めて自分の身体
を見つめ直す事も出来ました。
1年の最後にマスターズに出場
でき嬉しいです。ベストを尽く
して頑張ります！



浅野由佳理 (香川県)

JWTA: 13位
年度戦績:
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: ヘッドエクス
トリーム / 50p
コメント: マスターズに初出場
できて、たいへん嬉しいです。
精一杯のプレーをしたいと思い
ます。

井上由美子 (岐阜県)

JWTA: 15位
年度戦績:
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: ヨネックス
Eゾーン 105/42P
コメント: 還暦もすぎましたが、
マスターズに、出場でき、とて
もうれしいです。コロナ禍、大
会ができない状態が続きました。
私自身の再始動が、マスターズ
で、喜びも倍増です。がんばり
ます。



＜Quads Singles＞

菅野 浩二 (東京都)
JWTA: 1位
年度戦績: ・ブリティッシュ
オープンベスト４ ・東京２０
２０パラリンピック銅メダ
ル ・USオープンベスト４
使用ﾗｹｯﾄ: ダンロップ
CX400TOUR
コメント: 毎年楽しみにしてい
る大会の一つです。開催され、
大変嬉しく思っています。
今年はパラリンピックも東京で
開催され、沢山の方達に車いす
テニスを見ていただく、知って
いただく機会がありました。僕
自身も初出場でダブルスでは、
銅メダルを獲得できました。沢
山の応援ありがとうございまし
た。
今大会もたくさんの方達に応援
していただけるように、精一杯
頑張ります。応援よろしくお願
い致します。

大坪 洋一 (東京都) JWTA: 3位
年度戦績: 仙台 Open：シングル
ス優勝 （ダブルスは国内Bク
ラス優勝）
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: スノワート
Vitas 105 ／ 縦(ナチュラ
ル)43 横(ポリ)40ポンド
コメント: 病気から５０歳過ぎ
て障害者になりましたが、５４
歳から始めても遅くは無いと思
い車いすテニスに挑戦していま
す。
コロナ渦で開催される大会が無
い状況で開催された今年のマス
ターズ、３回連続での出場にな
りますがこの場で戦えることを
誇りに思って楽しみます。



佐藤 敦 (埼玉県)

JWTA: 6位
年度戦績:
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝ: HEAD
Graphene 360 Instinct MP /50P
コメント: マスターズは初出場
になりますが、この大会に出場
できる事を本当に嬉しく思って
おります。
今、出来る事を最大限に発揮し、
楽しんでプレーしたいと思いま
す

岸田 厚仁 (埼玉県)

JWTA: 15位
年度戦績:
使用ﾗｹｯﾄ/ﾃﾝｼｮﾝﾄ: HEAD ス
ピードライト/46ｐ
コメント: マスターズは初出場
になりますが、この大会に出場
できる喜びをかみ締め、楽しん
でプレーしたいと思います。


