
2013年 奈良県ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 秋季大会

１５歳以下男子ダブルス

藤井 藏元
八木 佐藤

山本 60 62 東瀬
奥野 藤井 藏元 柳田
62 八木 佐藤 61

60 61
大萩 内田
斧 角南
60 藤井 藏元 63

八木 佐藤
森本 61 60 小野
武呂 岸田

東野 76（6） 75 永田
岡田 宮川
61 森本 土田 ＷＯ

武呂 辻本
阪口 62 64 土田
渡辺 辻本
76（3）阪口 土田 63

渡辺 辻本
63 藤井 藏元 63

八木 佐藤
河東 60 63 石﨑
梶原 田畑

久森 61 61 呉宮
榎本 田島
62 河東 石﨑 62

梶原 田畑
63 60

河合 中辻
板原 松野
60 河東 石﨑 64

梶原 田畑
奥野 62 61 池口
谷川 貝原
63 60

山根 窪田
尾﨑 奥野 前 宇野
桐木 61 75 衣川
64 山根 窪田 75

奥野 前
60 藤井 木俣 62

八木 奥本
吉村 61 64 大塚
原 森

西岡 60 60 永井
木原 吉村 小久保 丸山
62 原 清水 ＷＯ

61 62
上地 小久保
辰巳 清水
61 金森 峰田 63

今井 別所
寄嶋 75 62 松尾
牧野 堀井

寄嶋 62 61
牧野
62 金森 峰田

今井 別所
田中 60 60 舛重
中河 岡村
62 金森 峰田 76（4）

今井 別所
60 金森 木俣 60

今井 奥本
島野 63 62 末浪
山岡 松本

島野 62 63 末浪
山岡 松本
60 島野 末浪 62

山岡 松本
山崎 61 63 和田
三橋 坂下
62 山崎 和田 61

三橋 坂下
62 南 木俣 62

鶴田 奥本
二澤 76（3） 60 三重野
松尾 佐古
75 63

南 木俣
川口 鶴田 奥本 関
岩佐 61 61 阪本
60 南 木俣 61

鶴田 奥本
60 60

1

87

44 南 翔大・鶴田 敦也 (郡山中) 木俣 健・奥本 健太郎 (女附･ﾀﾞｲﾔ) 88

(奈登中) 86

43 中村 竜也・安達 雅久 (西大和) 御田 響太・江崎 友哉 (西大和)

三重野 航平・佐古 朋哉 (ﾀﾞｲﾔ) 85

42 川口 将宏・岩佐 勇紀 (東大寺) 関 浩倫・阪本 涼太朗

41 喜井 大誠・山本 光祐 (富三中)

83

40 二澤 佳祐・松尾 遼太郎 (富雄中) 橋野 裕空・榎並 玲音 (富雄中) 84

(奈学中) 82

39 岩坂 卓潔・田伏 史弥 (西大和) 玄田 貴之・浦嶋 朋哉 (東大寺)

森本 拓海・竹内 航希 (西大和) 81

38 大林 耕太郎・采山 裕紀 (東大寺) 和田 圭一郎・坂下 遼太

37 山崎 都夢・三橋 了大 (上牧中)

79

36 島野 幸典・山岡 周平 (奈学中) 住田 卓哉・川口 浩明 (西大和) 80

(奈登中) 78

35 張 伯欽・山田 寛生 (西大和) 末浪 好一郎・松本 海人 (郡山中)

峰田 貴弘・別所 優斗 (東大寺) 77

34 町田 智哉・佐野 優太 (奈登中) 吉田 周平・稲垣 耀大

33 金森 悠介・今井 悠裕 (東大寺)

75

32 中川 敦史・山野 大樹 (富雄中) 舛重 晃大・岡村 一輝 (上牧中) 76

(西大和) 74

31 田中 裕也・中河 英治 (奈学中) 相部 剛司・長尾 紘希 (奈女附)

Ｂｙｅ 73

30 寄嶋 大翔・牧野 茂彰 (奈女附) 石原 良規・楠 智暁

29 松村 大輔・松本 隼典 (奈登中)

71

28 西村 康・炭本 康博 (西大和) 松尾 征一郎・堀井 樹 (奈学中) 72

(富雄中) 70

27 上地 将紀・辰巳 侑司 (郡山中) 小久保 友裕・清水 伸晃 (奈学中)

松川 優翔・溝口 颯人 (西大和) 69

26 峯 成一朗・吉田 悠人 (東大寺) 礒兼 大吾・平石 祥大

25 西岡 慧悟・木原 将吾 (奈登中)

67

24 狩山 一郎・榎本 脩作 (西大和) 永井 佑樹・丸山 貴裕 (東大寺) 68

(郡山中) 66

23 吉村 彰洋・原 隆太 (奈学中) 大塚 総・森 晴紀 (奈登中)

宇野 世射哉・衣川 竜世 (奈女附) 65

22 山根 一真・奥野 雄大 (富雄中) 窪田 拓斗・前 拳士朗

21 尾﨑 大雅・桐木 つばさ (郡山中)

63

20 橋本 壮平・野口 亮太朗 (西大和) 谷村 嶺壮・神吉 高志 (奈登中) 64

(東大寺) 62

19 中筋 ひなた・辻村 大樹 (奈登中) 櫻井 智康・水口 隼希 (西大和)

内海 駿一・山田 貴俊 (西大和) 61

18 奥野 剛基・谷川 泰亮 (奈学中) 池口 達海・貝原 悠剛

17 河合 央樹・板原 彰宏 (奈女附)

59

16 Ｂｙｅ Ｂｙｅ 60

(奈学中) 58

15 宮田 拓弥・石川 裕貴 (東大寺) 中辻 拓哉・松野 秀俊 (奈登中)

井ノ上 圭吾・市野 諒也 (上牧中) 57

14 久森 史輝・榎本 光志 (奈登中) 呉宮 翔大・田島 由一朗

13 渡部 遼・吉村 玲音 (奈学中)

55

12 河東 佑樹・梶原 陸 (西大和) 石﨑 慎弥・田畑 朗 (女附･富雄) 56

(奈登中) 54

11 辻 颯太・柏原 嘉毅 (富雄･女附) 平井 和輝・南 雄太 (東大寺)

松村 宙輝・網永 龍之祐 (富三中) 53

10 阪口 恵崇・渡辺 諒平 (奈登中) 土田 啓貴・辻本 寛明

9 福西 智哉・下村 一輝 (上牧中)
82

藤井 八木

51

8 小倉 亮洋・高畠 駿 (西大和) 永田 史・宮川 夏輝 (奈学中) 52

(富雄中) 50

7 東野 魁・岡田 慧一朗 (奈学中) 鳥羽 生真・矢野 勇輝 (西大和)

内田 拓海・角南 俊哉 (東大寺) 49

6 森本 貴之・武呂 大和 (東大寺) 小野 将史・岸田 秀人

5 大萩 和貴・斧 優貴 (奈登中)

47

4 前地 宏信・三本松 和喜 (西大和) 藤原 良樹・合田 啓真 (西大和) 48

(奈学中) 46

3 桐山 和也・島田 福寿 (富雄中) 福本 航・林 亮佑 (奈登中)

藏元 康太・佐藤 薫 (TS･ｺｽﾊﾟ) 45

2 山本 峻大・奥野 芳樹 (東大寺) 東瀬 友優・柳田 篤典

1 藤井 颯大・八木 優征 (ﾀﾞｲﾔ)


