
２０１０年奈良県ジュニアテニス選手権春季大会

１４歳以下男子ダブルス
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寺嶋 上山
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宮本
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井水
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55

28 田村 一正・井水 理寛 (香ｲﾝ･TGK) 吉川 正気・田中 誠也 (富雄中) 56

(西大和) 54

27 堀内 怜人・西尾 彰将 (女附中) 杉田 賢哉・山口 祐輝 (上牧中)

25 山田 涼介・村田 佳崇 (富雄中) 宍倉 莉央・辻本 和輝 (奈学中) 53

26 河野 洋輔・長谷川 建悟 (奈学中) 神前 圭吾・鍵 昌弘

51

24 清水 裕輝・山本 高大 (郡山中) 藤井 恒輔・赤座 優大 (東大寺) 52

(郡山中) 50

23 北乾 聖登・林 優太 (上牧中) 隅 早毅・島田 健太 (学ﾛｲ)

21 田村 龍河・髙本 翔太 (富雄中) 大橋 晟正・山崎 賢 (女附中) 49

22 青木 隆広・寺嶋 剛史 (東大寺) 上杉 亮博・上山 恒輝

47

20 福西 史登・平井 良季 (上牧中) Bye 48

(郡山中) 46

19 神鳥 航平・大野 哲弥 (郡山中) 山本 真大朗・生成 諒 (奈学中)

17 阪本 知樹・廣藤 史 (ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞ) 橘 洋平・南 篤 (西大和) 45

18 山村 栄一朗・福嶋 直樹 (奈学中) 松田 悠史・堅田 康太

43

16 加来 悠人・石橋 知樹 (西大和) 信田 裕亮・山本 一貴 (富雄中) 44

(西大和) 42

15 伊東 亮祐・森下 拓海 (富雄中) 的場 康平・篠原 航 (TS奈良)

13 飯田 一裕・中村 比呂志 (西大和) 福村 翼・栗岡 洋大 (奈学中) 41

14 小坂 麻人・宮脇 正嗣 (ｵｰｸ) 松永 裕仁・宮本 大世

39

12 西 龍哉・永澤 和真 (富雄中) 大原 樹・寒川 翔太 (上牧中) 40

(東大寺) 38

11 岡本 昌大・中尾 大樹 (郡山中) 米井 幹二・坊 翔太郎 (郡山中)

9 Bye Bye 37

10 森 一朗・山陰 彰大 (奈学中) 大鳥 雄司・松山 直史

35

8 佐野 雅敏・藤木 直也 (東大寺) 武田 渉・田中 健太 (富雄中) 36

(ﾀﾞｲﾔ) 34

7 河野 慎司・亀井 伽人 (奈学中) 杉本 潤太・寺田 健人 (富雄中)

5 瀬岡 佑記・上酔尾 昂平 (西大和) 阿部 勇太・須波 侑大 (東大寺) 33

6 井森 亮太・吉村 英朗 (女附中) 西村 厚祐・藤埜 聖士

31

4 長野 景介・市野 雅大 (富雄中) 見木 青・紫藤 健太 (女附中) 32

(奈学中) 30

3 宮崎 公亮・平谷 裕一 (上牧中) 熊野 順一・谷口 太一 (上牧中)

1 神谷 佳・矢野 駿太郎 (ﾀﾞｲﾔ) 阿久根 佑太・古藤 雅章 (郡山中) 29

2 山﨑 智貴・関根 颯史 (郡山中) 竹吉 亮裕・亀田 崇史

62

(ﾀﾞｲﾔ）

神谷 佳

矢野 駿太郎

1

3位決定戦(ｼｮｰﾄｾｯﾄ）

15 伊東 亮祐・森下 拓海 (富雄中)

29 阿久根 佑太・古藤 雅章 (郡山中)

5～8位順位戦(ｼｮｰﾄｾｯﾄ）

11 岡本 昌大・中尾 大樹 (郡山中)

28 田村 一正・井水 理寛 (香ｲﾝ･TGK)

42

43

松永 裕仁・宮本 大世 (西大和)

的場 康平・篠原 航 (TS奈良)

7位決定戦(ｼｮｰﾄｾｯﾄ）

28 田村 一正・井水 理寛 (香ｲﾝ･TGK)

43 的場 康平・篠原 航 (TS奈良)


