
2015年　奈良県ジュニアテニス選手権大会　春季大会

１４歳以下男子ダブルス

廣瀬 川端

杦山 上司

赤木 61 60 前田

石井 樫谷

63 廣瀬 川端 63

杦山 上司

鎌田 60 61 宮澤

中村 田ノ上

60 吉岡 大塚 64

吉川 小林

75 廣瀬 川端 61

杦山 上司

櫻本 61 76（4） 橋詰

辻江 鎌田

櫻本 62 63 橋詰

辻江 鎌田

62 櫻本 橋詰 61

辻江 鎌田

竹下 62 76（2） 後藤

齋藤 内海

61 樽野 河野 64

柴崎 裏野

62 廣瀬 中村 61

杦山 山門

駒津 61 60 森本

山本 金村

松倉 60 61 森本

宗 金村

61 富永 森本 60

高塚 金村

富永 62 60 山根

高塚 坂本

60 富永 佐々木 61

高塚 河野

60 富永 中村 64

高塚 山門

森中 64 60 松田

松田 牧野

鈴木 61 64 松田

濱中 牧野

64 長田 中村 62

樫原 山門

上内 62 60 杉香

石井 樋口

64 長田 中村 61

樫原 山門

62 61

３位決定戦 5～8位順位戦

富永 長田

高塚 樫原

63 森本 75

金村

64 森本

7位決定戦（ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） 金村

橋詰 62

鎌田

72

川端 爽太・上司 唱生 （ダイヤ） 25

2 赤木 優起・石井 友貴 （奈女附） 前田 翔一・樫谷 俊一郎

1 廣瀬 翼・杦山 太志 （佐保山）

（ユニーク） 26

3 中村 凌汰・島 章浩 （東大寺） 幸田 大朗・春口 優人 （奈女附） 27

4 鎌田 悠吾・中村 昂太 （ルーセント・県ろう） 宮澤 幸聖・田ノ上 幸多 （ユニーク） 28
1

松田 卓大・遠藤 良太 （西大和） 29

6 吉岡 樹希・吉川 真太郎 （富雄中） 大塚 直也・小林 司

5 尾崎 遼介・中島 弘貴 （富三中）

（富雄中） 30

64

廣瀬　杦山

7 稲津 勇紀・鈴江 一太 （郡山中） 森川 輝久・三枝 志於 （郡山中） 31

8 櫻本 寬仁・辻江 元太郎 （奈良学） 橋詰 篤志・鎌田 亮太郎 （佐保山・TS奈良） 32

岡田 蒼生・西島 大登 （東大寺） 33

10 服部 礼・松井 友佑 （西大和） 安田　篤史・山下 翔真

9 木村 駿海・大槻 海斗 （富雄中）

（富雄中） 34

11 竹下 空良・齋藤 豪士 （富雄中） 後藤 功貴・内海 航大 （富三中） 35

12 樽野 拳人・柴崎 春樹 （郡山中） 河野 元輝・裏野 壮佑太 （ユニーク・香芝イン） 36

吉田 隼也・横田 圭哉 （郡山中） 37

14

山川 隼人・橋詰 隆生 （奈良学）

森本 達大・金村 有真

13 駒津 大樹・山本 伊織 （西大和）

（奈女附・奈登美） 38

15 皿井 元葵・杉本 翔 （奈登美）

佐々木 隼・河野 靖也

17

三住 祐貴・河島 悠理 （東大寺） 39

16 富永 健斗・高塚 龍大 （富三中） 安倍 優輝・永島 大洋 （奈女附） 40

松倉 一志・宗 佳弘 （富雄中）

（富雄中） 42

19 森中 亮晴・松田 成弘 （ユニーク） 橋野 世磨・三好 諒大 （富雄中） 43

山根 温大・坂本 健人 （富三中） 41

18 前田 拓哉・羽間 光彦 （郡山中）

20 田中 孝輔・池田　 翔 （富雄中） 中村 唯斗・宮田 悠士朗 （西大和） 44

松田 志馬・牧野 至皓 （奈女附） 45

22 上内 達司・石井 優大 （TN-21) 鍵谷　 怜・阿部 大資

21 鈴木 陽之・濱中 大貴 （奈女附）

（奈良学） 46

23 嵓田 光洋・井上 涼太 （東大寺） 杉香 春陽・樋口 保之 （TS奈良） 47

24 長田 圭史・樫原 慧 （ユニーク） 中村 秋河・山門 大輝 （ダイヤ） 48

16 富永 健斗・高塚 龍大 （富三中）

25 川端 爽太・上司 唱生 （ダイヤ）

8

24

櫻本 寬仁・辻江 元太郎 （奈良学）

長田 圭史・樫原 慧 （ユニーク）

32 橋詰 篤志・鎌田 亮太郎 （佐保山・TS奈良）

橋詰 篤志・鎌田 亮太郎 （佐保山・TS奈良） 32

森本 達大・金村 有真 （奈女附・奈登美） 38櫻本 寬仁・辻江 元太郎 （奈良学）8


