
１6歳以下男子ダブルス

32 石田 舜・ 吉田 啓人 (東大) 河野 元輝・ 森 一樹 (Ｔﾔﾏﾄ・Wacc) 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ 63

廣井 想太郎・ 梅澤 順一朗 (女附) 61

30 吉田 陸人・ 大石 陽喜 (女附) 大石 海斗・ 山下 夕斗

29 花原 慈栄・ 森本 遥稀 (富雄)

(上牧) 62

28 五所 功有・ 岡田 将尚 (奈登)

湯地 健斗・ 辻野 紘汰 (女附)

60

27 貴治 大翔・ 和氣 尊寛 (西大和) 服部 礼・ 木村 健人 (西大和) 59

紀伊 祐介・ 平田 泰規 (郡山) 57

26 黒川 晃暉・ 中西 巧起 (富雄) 58

24 坂江 天龍・ 農本 翼 (ﾃｨｰｴｽ・Wacc) 大宮 陸・ 玉川 太陽 (奈登) 56

(奈学) 森田 悠大・ 西浦 諒

25 中谷 航大・ 藪内 悠登 (女附)

23 南 和宏・ 清水 啓丞 (女附) 増田 拓記・ 倉橋 拓也 (西大和) 55

松山 洸平・ 荒木 優真 (奈学) 53

22 森 琢翔・ 杉谷 海輝 (ｺｽﾊﾟ) 松浦 壮志・ 山本 翔太郎

21 武村 悠生・ 入澤 大地 (西大和)

(女附) 54

西本 力・ 松井 陸 (郡西) 51

20 西村 明展・ 西岡 隆哉 (西大和) 中村 凌汰・ 鯉住 智大 (東大) 52

村岡 樹・ 藤丸 大輔 (東大) 49

18

薮野 陽音・ 櫻井 凱月 (東大)

日山 拓海・ 木場 隆介

17 藤野 恵太・ 大村 泰生 (東大・奈学)

(女附) 50

19

光井 星翔・ 小泉 諭示 (女附)

16 山下 修平・ 高井田 悠歩 (奈学・育英) 中村 魁・ 吉谷 壮矢 (奈学) 48

15 石渡 雅士・ 小林 優斗 (西大和) 重松 一毅・ 藤田 琢央 (西大和) 47

黒田 和希・ 北村 賢登 (女附) 45

14 山森 暖・ 西本 統士 (上牧) 宮川 航輔・ 加藤 健人

13 山村 鉄馬・ 井學 克基 (女附)

(奈登) 46

12 吉次 諄紘・ 似内 瑞季 (女附) 岡橋 秀樹・ 松本 大毅 (女附) 44

11 葉山 茂器・ 森下 奏 (西大和) 藤江 将太郎・ 藤本 将伍 (富三) 43

北 慎之介・ 進藤 奨悟 (女附・奈登) 41

10 木村  駿太・ 高元 友湧 (郡山) 杉本 麗樹・ 川井 康誠

9 丸山 眞平・ 飯田 悠貴 (東大)

(西大和) 42

(西大和) 39

8 藤森 敬・ 赤阪 奨之輔 (奈学) 松村 颯馬・ 岡村 圭一郎 (奈学) 40

出口 達哉・ 野上 和真

5

7 谷 徳将・ 板垣 孟瑠 (奈登) 辻 侑志・ 中山 悦朗

中村 宥翔・ 大丸 竜慧 (奈学)

(東大) 38

4 檜垣 澪・ 奥田 遥斗 (郡西・ﾛﾝｸﾞW) 奧迫 優斗・ 中田 大翔 (富雄) 36

中北 敦也・ 長田 知大 (郡山) 37

6 岡田 拓海・ 米倉 章太 (女附)

3 中世 大雄・ 川﨑 康生 (西大和) 土山 晃輝・ 森田 樹 (女附) 35

奈良県ジュニアテニス選手権　春季大会

守屋 翔・ 戸田 和希 (TGK・YFLL) 33

2 ｂｙｅ

1 裏野 壮佑太・ 乾 輝大 (ﾀﾞｲﾔ)

ｂｙｅ 34


