
  

U15男子ダブルス

山門 祐輝 (ダイヤ) 守屋 星 (上牧中)

渡辺 直生 (ダイヤ) 森 郁人 (Wacc奈良)

60 62

久野 宏太 (女子大附属) 千道 俊介 (YELL )

松山 淳奎 (女子大附属) 61 64 米澤 慧 (YELL )

神田 勇一郎 (西大和) 古橋 勇人 (東大寺)

石塚 大皓 (西大和) 60 63 田川 裕己 (東大寺)

岡本 翔太 (富雄中) 小野 専凱 (西大和)

川田 航平 (富雄中) 60 60 山門 聖七 (西大和)

山本 翔平 (奈良学園) 福田 任真 (ダイヤ)

緒方 秀羽 (奈良学園) 63 64 三井 和登 (ダイヤ)

山本 翔太 (東大寺) 吉崎 将成 (富雄第三)

薄葉 佳裕 (東大寺) 61 60 谷口 直輝 (富雄第三)

森岡 歩夢 (郡山中) 松島 瑞樹 (奈良学園)

吉田 健人 (ルーセントTC奈良) 60 75 柏井 創太朗 (奈良学園)

高田 浩太郎 (YELL ) 井村 彩人 (奈良TC)

木原 大樹 (O's) 60 上林 群 (Wacc奈良)

大西 叶芽 (西大和)

60 61 中山 天斗 (西大和)

柘植 逞 (女子大附属) 片岡 真太郎 (奈良学園)

金野 利紀 (女子大附属) 76(1) 60 高松 敬 (奈良学園)

安濃田 昊暉 (西大和) 板東 凌平 (女子大附属)

小林 弘宜 (西大和) 62 62 徳田 悠人 (女子大附属)

須原 啓行 (東大寺) 垂見 大翼 (東大寺)

小森 春輝 (東大寺) No 60 樫山 悠人 (東大寺)

石松 翔 (郡山中) Show 上田 航輝 (富雄中)

石橋 拓実 (郡山中) W.O 60 栗山 杏介 (富雄中)

中村 仁哉 (奈良学園) 本田 真太郎 (ダイヤ)

井學 知志 (奈良TC) 61 61 川端 唯斗 (ダイヤ)

佐藤 三郎 (ダイヤ) 山田 悠伊 (奈良学園)

三木 聖登 (ダイヤ) 吉谷 勇輝 (奈良学園)

60 60

中川 晴陽 (東大寺) 東田 亘生 (女子大附属)

楠見 優 (東大寺) W.O 61 平原 直幸 (女子大附属)

川瀬 椋大 (富雄第三) 日置 遥貴 (西大和)

曽根 靖智 (富雄第三) 64 64 西田 悠真 (西大和)

井口 瑛介 (上牧中) 長谷川 修大 (富雄中)

柴田 憲世 (上牧中) 61 62 森川 慶也 (富雄中)

金尾 和 (西大和) 山本 倖輔 (上牧中)

山田 壮一郎 (西大和) 61 60 堀田 琉希 (上牧中)

飯島 拓也 (奈良学園)

加藤 夢生 (奈良学園) 60

橋本 倖太朗 (ダイヤ) 伊藤 亮佑 (東大寺)

粟津 陽太 (ダイヤ) 64 63 小林 奏太 (東大寺)

中村 凌人 (ユニークスタイルＴＡ) 井久保 公太 (YELL )

竹中 大輔 (ユニークスタイルＴＡ) 60 61 稲葉 雄大 (YELL )

阪口 雄啓 (女子大附属) 川村 陸 (奈良学園登美ヶ丘)

松本 悠汰 (女子大附属) 60 64 門野 修也 (奈良学園登美ヶ丘)

石井 悠翔 (女子大附属) 梅谷 俊太郎 (東大寺)

市川 大和 (女子大附属) 63 62 近藤 俊輔 (東大寺)

森本 巧真 (西大和) 東山 直史 (女子大附属)

華岡 功力 (西大和) 61 64 浅井 秀心 (女子大附属)

竹林 優介 (奈良学園) 藤井 珀 (郡山中)

坂口 佳衣 (奈良学園) 62 62 髙塚 真登 (郡山中)

小柳 拓翔 (東大寺) 松澤 琉之介 (奈良学園)

黒田 凛太郎 (東大寺) 61 61 松村 和熙 (奈良学園)

青戸 大志 (富雄中) 丸岡 大悟 (ダイヤ)

香川 千洋 (MSS) 谷口 健人 (ダイヤ)

(富雄中)

(MSS) 62

(上牧中)

(Wacc)

優勝

青戸・香川

守屋・森

3位決定戦

BYE

3 35

[1] 1 [3～4] 33

2 BYE 34

山門・渡辺

6-4,6-3

6 38

7 39

4 36

5 37

10 BYE 42

[13～16] 8 [13～16] 40

[9～12] 9 [9～12] 41

13 45

14 46

11 43

12 44

BYE

[5～8] 16 [5～8] 48

15 BYE 47

19 51

[5～8] 17 [5～8] 49

18 BYE 50

20 52

21 53

BYE

[9～12] 24 [9～12] 56

22 54

23 55

[13～16] 25 [13～16] 57

26 58

BYE

29 61

30 62

27 59

28 60

BYE

[3～4] 32 [2] 64

31 BYE 63


