
2017年奈良県ジュニアテニス選手権　秋季大会

1３歳以下男子ダブルス

(ﾀﾞｲﾔ) 76

神谷 翔太郎・ 中上 敦貴  (ﾕﾆｰｸ) 75

38 青戸  大志・ 香川 千洋 (富雄・MSS) 橋本 倖太朗・ 蓮見　友羽

37 大髙 煌貴・ 薄葉 佳裕  (東大)

36 大久保 長登・ 鹿田 朝一  (富三) 山﨑 愛一郎・ 許 悠伸  (東大) 74

35 石川 晴万・ 大椋 竜馬  （郡山） 平沼 航佑・ 萩永 優太  (富三) 73

寺岡 黎・ 浦 優仁 (TN21) 71

34 竹中 大輔・ 安藤 佑太  (ﾕﾆｰｸ) 千道 俊介・ 伊藤　誓哉

33 村上 昌壽・ 田島 優弥 (ｱｲﾙ)

（女附） 72

32 森 穂高・ 中村 優太 （女附） 柏井 創太朗・ 竹林 優介 （奈学） 70

31 松澤 琉之介・ 村山 開垣 （奈学） 湯浅 蓮央・ 前田 稀央  (富三) 69

本田 真太郎・ 川端 唯斗 (ﾀﾞｲﾔ) 67

30 農本 駿・ 﨑久保 拓眞 （Wacc・香ｲﾝ) 植嶋 祐翔・ 佐伯 駿太

29 井學 知志・ 井村 彩人 (MSS・奈良T)

(ｱｲﾙ) 68

28 Bye Bye 66

27 西川 諒・ 日置 遥貴 (西大和) 床並 優也・ 坂口 佳衣 （奈学） 65

小野田 陽希・ 宗像 晃佑  (富三) 63

26 赤羽 匠・ 山根 都羽 (ﾀﾞｲﾔ) 土居 采翔・ 今西 亜賢

25 小花  康介・ 小野　 遼大  (富雄)

 （奈登） 64

24 福西 直弥・ 尾崎 陽向  （上牧） 高鴨 快斗・ 高畑 直也  （上牧） 62

23 森脇  光哉・ 土居  亮太 (富雄) 西田  圭佑・ 菱田  陽斗 (富雄) 61

濱村 雄真・ 櫻井 陽斗  (東大) 59

22 澤田 響・ 宮西 風杜  (富三) 森本 大介・ 尾崎 櫂

21 山本 翔太・ 梅谷 俊太郎  (東大)

(まほろば・MSS) 60

20 三木 聖登・ 佐藤 三郎 (ﾀﾞｲﾔ) 山門 祐輝・ 谷口 健人 (ﾀﾞｲﾔ) 58

19 若松 歩夢・ 中村 仁哉 (Tﾔﾏﾄ・YELL） 吉田 周平・ 越村 勇斗  (ﾕﾆｰｸ) 57

下室 拓未・ 飯塚 晴  （郡山） 55

18 松村 和熙・ 井口　和洋 （奈学・東大） 辻窪 諒太郎・ 吉原 志優

17 山本  晴輝・ 小田  陽輝 (富雄)

 (富三) 56

16 宮城 幸太・ 和田 直裕  （上牧） 古橋 勇人・ 近藤 俊輔  (東大) 54

15 田川 裕己・ 堀見 遼  (東大) 日下 魁人・ 片岡 真太郎  (香ｲﾝ) 53

田口 楓夏・ 谷山 達郎 (ｱｲﾙ) 51

14 川上 長流・ 中野 琉星  (富三) 北村 仁・ 岡本 和也

13 吉田　 健人・ 鈴木　悠太  （郡山）

 （上牧・TGK） 52

12 岡井 亜伊留・ 熊田 祥太郎  (ﾕﾆｰｸ) 鳥居 知樹・ 柴田 憲世  (ﾕﾆｰｸ) 50

11 Bye Bye 49

中村 颯・ 奥村 颯人 (西大和) 47

10 笠作 悠真・ 磯辺 裕月  (MTP) 前田 春輝・ 中村 春輝

9 梶本 和輝・ 吉田 健人  (ﾙ-ｾﾝﾄ)

(平群T) 48

8 井久保 公太・ 岡野 蓮  （YELL） 黒崎 耀弘・ 松島 瑞樹 （奈学） 46

7 市川 慈人・ 後藤 匠  (ﾕﾆｰｸ) 久野 宏太・ 橋本 昂典 （女附） 45

森川 航成・ 藥丸 大樹  (東大) 43

6 山田 悠伊・ 吉谷 勇輝 （奈学） 伊藤 亮佑・ 小林 奏太

5 土山 流空・ 片山 悠  （奈登）

 (東大) 44

4 吉井 柊人・ 森田 晴斗  (MSS) 三井 和登・ 古賀 雄翔 (ﾀﾞｲﾔ) 42

3 加藤 宏輝・ 森田 千晴  (富三) 古谷 俊介・ 華岡 功力 (西大和) 41

守屋 星・ 森 郁人 (MSS・Wacc） 39

2 中川 晴陽・ 橋谷 晃輝  (東大) 岡田 光生・ 若狭 樹

1 丸岡 大悟・ 渡辺 直生 (ﾀﾞｲﾔ)

 （上牧） 40


