
２０１０年奈良県ジュニアテニス選手権春季大会
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36 井上 絢翔・安住 浩平 (TS奈良) 松村 孝彦・綛谷 泰正 (女附中) 72

(西大和) 70

35 Bye 中山 綾太・足立 佑太 (上牧中)

33 鈴木 智之・船越 亮太 (富雄中) 田畑 翔・梶本 正樹 (富雄中) 69

34 竹田 旭・塩田 一樹 (ﾙｰｾﾝﾄ･香芝ｲ) 清水 健太・保田 財

67

32 天目 岳志・吉原 達哉 (西大和) 岩崎 慎太・峯田 龍志 (東大寺) 68

(奈学中) 66

31 八木 悠太・田中 怜亜 (西大和) 谷山 慎一・小川 貴之 (西大和)

29 上田 祐輝・西 紘毅 (奈学中) 垣尾 悠太・中島 彰吾 (郡山中) 65

30 宇都 恭輔・今西 康晴 (女附中) 高岡 正樹・今井 駿一

63

28 岡田 真之・村田 祐哉 (東大寺) 福島 僚・酒井 由志 (東大寺) 64

(上牧中) 62

27 鈴木 智成・榊 辰也 (西大和) 押川 大介・鎌田 賢昇 (奈学中)

25 工藤 佑太・福井 啓 (富雄中) 島戸 祐・前本 隆聖 (富雄中) 61

26 河村 洋希・片之坂 佑彦 (東大寺) 浅野 圭祐・吉川 知希

59

24 小嶋 俊樹・中澤 廣宣 (上牧中) 金銅 大祐・向井 太一 (東大寺) 60

(西大和) 58

23 津田 徹也・上地 晃弘 (郡山中) 徳山 英伸・実藤 智也 (東大寺)

21 岸田 詔平・大守 康広 (東大寺) 石谷 洋希・冨ヶ原 隆行 (西大和) 57

22 本間 淳平・小島 一希 (富雄中) 河野 和也・奥田 陽亮

55

20 Bye Bye 56

(女附･上牧) 54

19 大塚 周平・辰巳 修平 (奈学中) 植木 健伍・見木 新 (女附中)

17 Bye Bye 53

18 寺田 匠吾・村田 圭吾 (東大寺) 岡本 弘暉・浅野 拓哉

51

16 近藤 俊平・曽我 拓実 (西大和) 西田 大希・桶谷 和生 (西大和) 52

(奈学登美中) 50

15 桝本 友樹・宮浦 駿平 (郡山中) 永井 啓裕・木村 将史 (富雄中)

13 藤澤 翔也・米倉 紘平 (女附中) 東尾 翼・河野 竜太 (東大寺) 49

14 桜井 公平・若井 裕太郎 (奈学中) 中島 啓吾・赤羽英登

47

12 邑津 郵馬・中西 涼 (西大和) 藤原 秀人・鷲尾 寛豊 (女附中) 48

(郡山中) 46

11 渡瀬 光児・山根 一輝 (奈学中) 田中 開・井上 彰 (奈学中)

9 西川 隆義・津田 健宏 (女附中) 坂本 祐志・佐々木 辰徳 (東大寺) 45

10 光田 匠・永山 優真 (富雄中) 斉田 拓哉・富士野 翔祐

43

8 木村 章人・橋野 紘一 (上牧中) 清水 隆弘・住吉 雄太 (富雄中) 44

(西大和) 42

7 澤田 廉・渡邊 翼 (富雄中) 一宮 勇貴・松本 諒 (ﾙｰｾﾝﾄ)

5 森脇 寛・戸田 亮輔 (西大和) 木村 至貴・三浦 隼人 (奈学中) 41

6 中川 卓也・山岸 俊太 (東大寺) 林 亮太・淀野 貴士

39

4 山下 勇太・秋山 円 (東大寺) 酒井 翔悟・島田 穂高 (富雄中) 40

(上牧中) 38

3 板原多勇・辻尾拓海 (奈学登美中) 米澤 知樹・新田 凌也 (西大和)

1 南澤 孝臣・福本 定也 (ﾀﾞｲﾔ) 池田 拓也・亀井 隆史 (東大寺) 37

2 瀧本 圭一・野田 智也 (奈学中) 杉江 亮輔・中村 友哉

64
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1
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