
２０１２年奈良県ジュニアテニス選手権春季大会
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1 藤井 颯大・東 篤志 (ﾀﾞｲﾔ) 奥本 健太郎・八木 優征 (ﾀﾞｲﾔ) 33

2 Bye Bye 34

3 天見 海人・中嶋 陸人 (東大寺) 谷川 泰亮・田島 由一朗 (奈学中) 35

4 上田 崇晃・奥野 剛基 (奈学中) 森下 智也・髙岡 秀人 (富雄中) 36

5 木俣 健・河合 央樹 (女附中) 岡本 吉輝・多田 龍生 (東大寺) 37

6 山本 一輝・上島 謙信 (富雄中) 徳永 樹・本田 眞之佑 (富雄第三) 38

7 中筋 ひなた・辻村 大樹 (奈学登美中) 中嶋 健太・西 理晏 (富雄中) 39

8 森本 貴之・宮田 拓弥 (東大寺) 榎本 隆平・出口 智之 (奈学登美中) 40

9 大林 和暉・平高 舜也 (富雄中) 高橋 裕弥・武呂 大和 (東大寺) 41

10 斧 優貴・辻本 寛明 (奈学登美中) 濱野 秀・山田 眞太郎 (香芝ｲﾝ) 42

11 藤江 亮之介・杉本 貴仁 (富雄第三) 相部 剛司・中村 裕登 (女附中) 43

12 大隅 崇之・大村 瀬奈 (東大寺) 福本 航・林 亮佑 (奈学登美中) 44

13 横井 克貴・齋藤 豪 (ｺｽﾊﾟ･郡中) 吉村 彰洋・原 隆太 (奈学中) 45

14 真鍋 和志・吉田 康佑 (奈学中) 佐野 立樹・新川 栄二 (郡山中) 46

15 藤井 春親・北野 弘樹 (富雄中) 向井 拓実・山本 拓矢 (富雄中) 47

16 奈良 光・藏元 康太 (TS奈良) 前田 将吾・森本 圭亮 (TN･Tｺﾞｯﾁ) 48

17 佐藤 薫・永井 秀樹 (TS奈良) 峰田 貴弘・別所 優斗 (東大寺) 49

18 山根 直希・大萩 和貴 (奈学登美中) 赤羽 開・呉宮 翔大 (奈学中) 50

19 岡野 怜央・川本 大志 (富雄中) 文野 敬史・倉本 怜旺 (富雄中) 51

20 河東 佑樹・梶原 陸 (西大和) 中辻 拓哉・松野 秀俊 (奈学登美中) 52

21 阪口 恵崇・渡辺 諒平 (奈学登美中) 森島 颯星・北脇 真一 (ｵｰｸ) 53

22 石川 裕貴・宮﨑 裕太郎 (東大寺) 岩佐 勇紀・川口 将宏 (東大寺) 54

23 小嶋 晃平・柿元 崇快 (富雄中) 山本 光祐・喜井 大誠 (富雄第三) 55

24 野口 聖大・奥村 隆 (郡山中) 富永 祐貴・宮下 翔伍 (富雄中) 56

25 島野 幸典・山岡 周平 (奈学中) 池口 達海・貝原 悠剛 (東大寺) 57

26 勝田 翼・塩野 将也 (ｵｰｸ) 渡邊 康平・村上 拓矢 (奈学中) 58

27 小野 剛生・朝田 秀一 (東大寺) 百歩 明・永井 康裕 (富雄中) 59

28 山口 光盛・田村 楽都 (富雄中) 奥野 雄大・田畑 朗 (ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 60

29 木原 将吾・近藤 克磨 (奈学登美中) 榎本 光志・久森 史輝 (奈学登美中) 61

30 小林 孝樹・栗山 日向 (富雄中) 板原 彰宏・奥田 智也 (女附中) 62

31 松村 宙輝・岸田 秀人 (富雄第三) Bye 63

32 大江 晋平・佐古 朋哉 (ﾀﾞｲﾔ) 鎌田 健吾・西垣 毅駿 (ﾛﾝｸﾞ･ﾀﾞｲﾔ) 64
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48

河東 佑樹・梶原 陸 (西大和)

前田 将吾・森本 圭亮 (TN･Tｺﾞｯﾁ)


