
2013年 奈良県ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 秋季大会

１３歳以下男子ダブルス

藤田 佐々木
上田 下引地

田中 60 61
仲 藤田 佐々木
63 上田 下引地

61 61
岩本 金村
大内 河田 佐々木 久保
64 高井田 下引地 60

63 63
河田 藤田
高井田 辻

61 河田 眞城 63
高井田 佐藤

吉田 60 62 眞城
岡山 河田 佐々木 佐藤
61 高井田 下引地 61

60 62
東山 中川
戸田 津田
64 大橋 中川 60

武田 津田
大橋 61 61 鎌田
武田 中村
60 尾崎 中山 60

城ヶ崎 上司
宮澤 63 63 森本
正坂 下村

63 尾崎 中山 76（2）
城ヶ崎 上司

尾崎 60 60 中山
城ヶ崎 上司
60 中野 廣瀬 60

中村 杦山
中野 63 62 廣瀬
中村 杦山

60 中野 廣瀬 60
中村 杦山

松田 60 60 橋本
森中 吉田

62 中野 廣瀬 64
中村 杦山

宮本 60 60 長田
中 樫原
63 玉置 松浦 62

阪口 長道
玉置 63 62 松浦
阪口 長道
60 63

中野 廣瀬
安原 中村 杦山 世古口
和田 64 61 中村
63 大原 世古口 60

間狩 中村
大原 63 60 宮下
間狩 中川
61 64

鈴木 石田
塚原 坂本 荒田 東
木村 62 60 豊原

60 62
鈴木 石田
坂本 荒田

63 60
鈴木 石田
坂本 荒田
60 60

３位決定戦（ﾀｲﾌﾞﾚｲｸ） ５～８位順位戦（ﾀｲﾌﾞﾚｲｸ）
河田 鈴木
高井田 坂本
74 中山 71

上司
97 中山

上司

石田 75
荒田
73

７位決定戦（ﾀｲﾌﾞﾚｲｸ）

尾崎 健斗・城ヶ崎 崇 (ｵｰｸ)

石田 陸・荒田 耀 (ﾀﾞｲﾔ)

17

68

34

17

中山 翔太・上司 唱生 (ﾀﾞｲﾔ) 51

石田 陸・荒田 耀 (ﾀﾞｲﾔ) 68

佐々木 達郎・下引地 大和 (ﾕﾆｰｸ)35

尾崎 健斗・城ヶ崎 崇 (ｵｰｸ)

鈴木 俊哉・坂本 陸登 (郡山中)

廣瀬 杦山

76（4）

52

6 河田 力丸・高井田 輝拓 (奈女附)

(ﾀﾞｲﾔ) 68

Bye 67

34 鈴木 俊哉・坂本 陸登 (郡山中) 石田 陸・荒田 耀

33 Bye

65

32 干場 貴斗・梶本 裕樹 (富雄中) 宮田 朋尚・中村 協太 (奈学中) 66

(奈女附) 64

31 関原 壮大・武藤 律樹 (奈登中) 加藤 悠真・丸目 想太 (富雄中)

奥村 浩一郎・淡輪 恒介 (富三中) 63

30 塚原 雅人・木村 太一 (西大和) 東 知宏・豊原 佳之

29 大原 夏輝・間狩 寛生 (奈学中)

61

28 杉野 敦紀・北川 裕貴 (富雄中) 宮下 侑士・中川 兼伸 (富雄中) 62

(上牧中) 60

27 安原 一輝・和田 一真 (東大寺) 森脇 俊太・玉木 康博 (東大寺)

松浦 有希・長道 拓海 (ｵｰｸ) 59

26 三木 彰真・山本 道也 (奈学･郡山) 世古口 峻輔・中村 元紀

25 大馬崎 亮彰・米田 健人 (TN-21)

57

24 玉置 伸啓・阪口 凌啓 (奈学中) 阿部 裕太郎・竹井 大生 (郡山中) 58

(富雄中) 56

23 宮本 大雅・中 俊介 (富雄中) 長田 圭史・樫原 慧 (ﾕﾆｰｸ)

植村 祐吏・得原 一馬 (東大寺) 55

22 桑原 虹輝・榎 建自 (東大寺) 梅川 翔伍・城野 敦也

21 湯口 正遥・松川 賢太朗 (奈女附)

53

20 松田 成弘・森中 亮晴 (ﾕﾆｰｸ) 橋本 稜太郎・吉田 大起 (西大和) 54

(佐保山) 52

19 網野 貴文・田部 良 (東大寺) 桐田 陽介・花岡 大誓 (奈学中)

中山 翔太・上司 唱生 (ﾀﾞｲﾔ) 51

18 中野 孝亮・中村 秋河 (ﾀﾞｲﾔ) 廣瀬 翼・杦山 太志

17 尾崎 健斗・城ヶ崎 崇 (ｵｰｸ)

49

16 市江 翔・伊藤 勇 (富雄中) 舞田 陸・吉住 春城 (郡山中) 50

(奈女附) 48

15 小南 裕起・川上 卓音 (西大和) 西 泰佑・小倉 将知 (富雄中)

熊谷 陸・西岡 風人 (奈学中) 47

14 宮澤 幸聖・正坂 陽 (ﾕﾆｰｸ) 森本 達大・下村 竜也

13 大橋 勇輝・武田 琢磨 (上牧中)

45

12 伊津野 勝英・高橋 明弘 (東大寺) 鎌田 悠吾・中村 昂太 (ﾙｰｾﾝﾄ･佐保) 46

(富雄中) 44

11 東山 創大・戸田 一希 (富雄中) 大山 翔矢・池 幸太 (東大寺)

粂野 陽昂・大橋 祐真 (東大寺) 43

10 福山 達也・関 祐太朗 (奈女附) 中川 竜一・津田 大海

9 宗 佳弘・松倉 一志 (ﾀﾞｲﾔ)

41

8 吉田 隼也・岡山 優亮 (郡山中) 眞城 悠希・佐藤 創太 (TS奈良) 42

(富雄中) 40

7 髙浦 大奨・佐竹 哲哉 (富雄中) 松田 卓大・井岡 海人 (西大和)

北村 聡明・西田 侑司 (東大寺) 39

6 河田 力丸・高井田 輝拓 (奈女附) 藤田 永利・辻 幸佑

5 西本 陸・栗原 駿介 (郡西中)

37

4 岩本 浩弥・大内 拓人 (奈学中) 金村 有真・久保 祐太 (奈登中) 38

36

3 田中 雄飛・仲 純一郎 (東大寺) 上田 遼太・平田 勇斗 (富雄中)

佐々木 達郎・下引地 大和 (ﾕﾆｰｸ) 35

2 青柿 大祐・藤田 理暉 (富雄中) Bye

1 藤田 瑞己・上田 廉 (TS奈良)


