
U13男子

シングルス ダブルス

姓名 所属 姓名 所属

中山 蓮人 MSS橿原 青柳 僚真 奈良学園登美ヶ丘中学校

窪田 飛鳥 MSS橿原 西 健吾 奈良学園登美ヶ丘中学校

木村 拓馬 MSS橿原 中田 龍馬 奈良学園登美ヶ丘中学校

大嶋 和希 MSS橿原 竹内 芳樹 奈良学園登美ヶ丘中学校

鈴木 策斗 MSS橿原 淺村 佑都 奈良学園登美ヶ丘中学校

黒澤 陽 MTP学園前ロイヤル 大東 奎介 奈良学園登美ヶ丘中学校

坂根 瑛太 MTP学園前ロイヤル 石川 諒 奈良女子大附属中等教育学校

三谷 海人 MTP学園前ロイヤル 冨樫 瞭太 奈良女子大附属中等教育学校

河合 良太 MTP学園前ロイヤル 中村 彰 奈良女子大附属中等教育学校

薮田 凌 MTP学園前ロイヤル 谷村 海惺 奈良女子大附属中等教育学校

廣田 祐也 MTP学園前ロイヤル 廣田 登士 奈良女子大附属中等教育学校

栗山 航成 MTP学園前ロイヤル 松岡 昊汰 奈良女子大附属中等教育学校

櫻井 大翔 O's 畑 来晴 上牧中学校

大西 和哉 O's 前原 颯 上牧中学校

上田 康太 TEAM ADVANCE 岡部 想太郎 上牧中学校

西岡 正隆 TN-21 江原 淳弥 上牧中学校

長居 聖尚 YELL Tennis Academy 柴田 優斗 上牧中学校

布村 優森 YELL Tennis Academy 太田 景千 上牧中学校

上岡 春太 YELL Tennis Academy 島田 康生 上牧中学校

大山 士道 YELL Tennis Academy 平田 大翔 上牧中学校

稲葉 健太 YELL Tennis Academy 大山 士道 YELL Tennis Academy

高田 涼介 YELL Tennis Academy 中山 蓮人 MSS橿原

竹島 遼太郎 アイル.TFC 高田 涼介 YELL Tennis Academy

後藤 永醐 ダイヤモンドTC学園前 廣田 裕也 MTP学園前ロイヤル

高見 俊甫 ダイヤモンドTC学園前 田中 悠貴 大和郡山市立郡山中学校

ボウマン 丈 ダイヤモンドTC学園前 木村 樹 大和郡山市立郡山中学校

藤本 結優 ダイヤモンドTC学園前 石川 幹人 西大和学園

髙田 悠生 ダイヤモンドTC学園前 田辺 陽太 西大和学園

天野 亮 ダイヤモンドTC学園前 藤村 直輝 西大和学園

内藤 亮太 ダイヤモンドTC学園前 谷山 拓幹 西大和学園

村瀬 悠月 ﾁｰﾑYAMATO 葉山 祐器 西大和学園

吉田 樹生 ﾁｰﾑYAMATO 青木 海翔 西大和学園

山本 祐也 テニスガーデン広陵 馬渡 大揮 西大和学園

石口 慶真 ハードボール 田中 秀征 西大和学園

馬場 俊輔 ハードボール 塩見 颯人 西大和学園

奥村 仁 ハードボール 中本 夢大 西大和学園

宮田 智也 ハードボール 玉置 祥也 まほろばテニススクール

玉置 祥也 まほろばテニススクール 栗原 諒雅 まほろばテニススクール

栗原 諒雅 まほろばテニススクール 岡本 倫太朗 まほろばテニススクール

岡本 倫太朗 まほろばテニススクール 玉置 倖士 まほろばテニススクール

玉置 倖士 まほろばテニススクール 木村 冬茉 奈良TC

山本 哲也 ユニークスタイルＴＡ 上岡 春太 YELL

片岡 真人 ユニークスタイルＴＡ 杉本 陸 奈良TC

小平 なゆた ユニークスタイルＴＡ 河合 良太 ＭＴＰ学園前ロイヤル

三宅 遥翔 ユニークスタイルＴＡ 城野 千尋 奈良TC

木曽田 晴明 ユニークスタイルＴＡ 松浦 聖空 奈良TC

越村 昭斗 ユニークスタイルＴＡ 小須賀 悠真 大和郡山市立郡山中学校

大江 翔太 ユニークスタイルＴＡ 津田 祐磨 大和郡山市立郡山中学校

大河 倖大 ルーセントテニスクラブ奈良 町田 航士朗 大和郡山市立郡山中学校

浜田 悠吾 香芝インドアテニスクラブ 笠目 琥太郎 大和郡山市立郡山中学校

伴野 勇斗 香芝インドアテニスクラブ 今井 琉樹 大和郡山市立郡山中学校

栗生沢 優斗 佐保山テニスクラブ 唐木 春樹 大和郡山市立郡山中学校

貴志 夏都 佐保山テニスクラブ 佐々木 建人 大和郡山市立郡山中学校

岩熊 櫂叶 佐保山テニスクラブ 下村 真太郎 大和郡山市立郡山中学校

柴田 優斗 上牧中学校 前田 真央 富雄第三中学校

畑 来晴 上牧中学校 田中 涼太 富雄第三中学校

岡部 想太郎 上牧中学校 小松 龍生 富雄第三中学校

太田 景千 上牧中学校 川上 流誠 富雄第三中学校

前原 颯 上牧中学校 米田 功一 富雄第三中学校

江原 淳弥 上牧中学校 澤田 和 富雄第三中学校

塩見 颯人 西大和学園 中垣内 太梧 富雄第三中学校

石川 幹人 西大和学園 竹添 歩夢 富雄第三中学校

中本 夢大 西大和学園 松本 陽人 東大寺

谷山 拓幹 西大和学園 吉村 潤 東大寺

馬渡 大揮 西大和学園 岩津 元 東大寺

葉山 祐器 西大和学園 濱野 将吾 東大寺

田辺 陽太 西大和学園 福田 悠貴 東大寺

青木 海翔 西大和学園 馬場 健大朗 東大寺

田中 秀征 西大和学園 本夛 宏基 東大寺

津田 祐磨 大和郡山市立郡山中学校 湯浅 裕貴 東大寺

笠目 琥太郎 大和郡山市立郡山中学校 三井 大揮 東大寺

町田 航士朗 大和郡山市立郡山中学校 金 泰誠 東大寺

小須賀 悠真 大和郡山市立郡山中学校 髙宮 圭一郎 東大寺

今井 琉樹 大和郡山市立郡山中学校 長沢 裕介 東大寺



田中 悠貴 大和郡山市立郡山中学校 加藤 潤一 東大寺

福田 悠貴 東大寺 田邉 佑汰 東大寺

松本 陽人 東大寺 木村 拓馬 ＭＳＳ橿原

吉村 潤 東大寺 越村 昭斗 ユニークスタイルTA

加藤 潤一 東大寺 大嶋 和希 MSS橿原

濱野 将吾 東大寺 荒木 真弥 奈良国際テニスクラブ

金 泰誠 東大寺 窪田 飛鳥 MSS橿原

三井 大揮 東大寺 吉村 琉生 MSS橿原

岩津 元 東大寺 川上 翼 奈良学園

長沢 裕介 東大寺 簀戸 翼 奈良学園

田邉 佑汰 東大寺 橋本 陽成 奈良学園

髙宮 圭一郎 東大寺 倉田 凛成 奈良学園

馬場 健大朗 東大寺 辻浦 大地 奈良学園

本夛 宏基 東大寺 武田 櫂斗 奈良学園

湯浅 裕貴 東大寺 中西 琥太郎 奈良学園

木村 冬茉 奈良TC 床並 寛也 奈良学園

松浦 聖空 奈良TC 岩瀬 裕太 奈良学園

杉本 陸 奈良TC 岡澤 功樹 奈良学園

川上 翼 奈良学園 髙木 篤朗 奈良学園

倉田 凛成 奈良学園 畠山 大輝 奈良学園

畠山 大輝 奈良学園 日高 暁稀 奈良学園

日高 暁稀 奈良学園 溝部 俊 奈良学園

辻浦 大地 奈良学園 三谷 海人 ＭＴＰ学園前ロイヤル

溝部 俊 奈良学園 黒澤 陽 ＭＴＰ学園前ロイヤル

岡澤 功樹 奈良学園 竹島 遼太郎 アイル.TFC

髙木 篤朗 奈良学園 西岡 正隆 TN-21

床並 寛也 奈良学園 宮脇 大和 奈良市立富雄中学校

武田 櫂斗 奈良学園 西岡 幹悟 奈良市立富雄中学校

簀戸 翼 奈良学園 西 智生 奈良市立富雄中学校

中西 琥太郎 奈良学園 後藤 将仁 奈良市立富雄中学校

橋本 陽成 奈良学園 藤本 結優 ダイヤモンドTC学園前

岩瀬 裕太 奈良学園 後藤 永醐 ダイヤモンドTC学園前

竹内 芳樹 奈良学園登美ヶ丘 三宅 遥翔 ユニークスタイルＴＡ

西 健吾 奈良学園登美ヶ丘 山本 哲也 ユニークスタイルＴＡ

中田 龍馬 奈良学園登美ヶ丘 今村 匡輝 奈良国際テニスクラブ

能勢 雄仁 奈良学園登美ヶ丘 山田 唯楓 奈良国際テニスクラブ

佐々木 悠雅 奈良学園登美ヶ丘 天野 亮 ダイヤモンドTC学園前

芝辻 杏織 奈良学園登美ヶ丘 内藤 亮太 ダイヤモンドTC学園前

青柳 僚真 奈良学園登美ヶ丘 吉田 樹生 ﾁｰﾑYAMATO

今村 匡輝 奈良国際テニスクラブ 坂根 瑛太 ＭＴＰ学園前ロイヤル

山田 唯楓 奈良国際テニスクラブ 岩井 陽杜 平群TA

荒木 真弥 奈良国際テニスクラブ 大録 昊平 平群TA

西 智生 奈良市立富雄中学校 大西 和哉 O's

後藤 将仁 奈良市立富雄中学校 貴志 夏都 佐保山テニスクラブ

大東 誠之助 奈良市立富雄中学校 栗生沢 優斗 佐保山テニスクラブ

森田 航輝 奈良市立富雄中学校 村瀬 悠月 YAMATO

宮脇 大和 奈良市立富雄中学校 吉田 智紀 奈良育英中学校

西岡 幹悟 奈良市立富雄中学校 櫻井 大翔 O‘ｓ

佐藤 里玖 奈良市立富雄中学校

隅谷 正麻 奈良市立富雄中学校

関谷 樹 奈良市立富雄中学校

梶谷 浩平 奈良市立富雄中学校

廣田 登士 奈良女子大附属中等教育学校

松岡 昊汰 奈良女子大附属中等教育学校

奥田 崇皓 奈良女子大附属中等教育学校

浦 大貴 奈良女子大附属中等教育学校

坂本 大護 奈良女子大附属中等教育学校

松枝 鷗祐 奈良女子大附属中等教育学校

谷村 海惺 奈良女子大附属中等教育学校

中村　彰 奈良女子大附属中等教育学校

吉田 英資 奈良女子大附属中等教育学校

石川　諒 奈良女子大附属中等教育学校

岩井 陽杜 平群TA

大録 昊平 平群TA

城野 千尋 平群TA

川上 流誠 富雄第三中学校

中野 凛一 富雄第三中学校

竹添 歩夢 富雄第三中学校

田中 涼太 富雄第三中学校

前田 真央 富雄第三中学校

澤田 和 富雄第三中学校

石川 紋雪 富雄第三中学校

小松 龍生 富雄第三中学校

米田 功一 富雄第三中学校

吉田 智紀 奈良育英中学校


