
2016年　奈良県ジュニアテニス選手権　秋季大会

1５歳以下男子ダブルス

中村 松倉
山門 裏野
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宮脇 中村 松倉 森下
76（4） 山門 裏野 75

60 60
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山門 裏野
服部 60 61 立石
駒津 青木

松田 75 63 湯地
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大村 鍵谷
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山門 裏野
吉岡 60 64 樫谷
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赤阪 鴻池
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飯田 樫原
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徳永 藤森
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丸山 長田
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山村 60 63 櫻井
60 丸山 長田 62

飯田 樫原
64 中村 松倉 60

山門 裏野
廣瀬 75 61 石田
杦山 吉田

古川 61 61 五所
杉本 廣瀬 石田 伊藤
60 杦山 吉田 62

60 61
谷野 田中
紀伊 橋詰
61 廣瀬 石田 61

杦山 吉田
安藤 61 62 佐々木
吉谷 万代
60 60

銭谷 櫻本
川端 山川

松本 64 60 井學
岡橋 日山
63 銭谷 櫻本 61

川端 山川
62 森本 河野 62

吉川 清水
森中 75 61 中村
宮澤 山下

中村 63 62 山口
遠藤 狭間
76（3） 蕨野 中村 62

中村 山下
63 61 赤木

濱中
蕨野 赤木 64
中村 濱中
60 森本 河野 60

吉川 清水
勝山 61 62 佐藤
伊藤 麝嶋
61 62

森本 河野
中島 吉川 清水 新
辻村 60 60 谷口
61 森本 河野 63

吉川 清水
61 60

松倉 一志・ 裏野 壮佑太 （ダイヤ） 45

2 野村 征汰・ 宮脇 陸 （富雄中） 高橋 利太・ 森下 奏

① 1 中村 秋河・ 山門 大輝 （ダイヤ）

（西大和） 46

3 稲垣 海来・ 平塚 智規 （東大寺） 吉次 諄紘・ 北村 賢登 （奈女附） 47

4 松田 志馬・ 鈴木 陽之 （奈女附） 松本 幸翼・ 中村 颯 （東大寺） 48

上田 瑛太郎・ 早川 大洋 （まほろば） 49

6 服部 礼・ 駒津 大樹 （西大和） 立石 凜・ 青木 太一

5 西村 明展・ 葉山 茂器 （西大和）

（西大和） 50

湯地 健斗・ 辻野 紘汰 （奈女附） 52
中村・山門

7 松田 成弘・ 田ノ上 幸多 （ユニーク） 角田 瑛司・ 森川 寛大 （富雄中） 51

清水 大・ 地村 悠紀 （奈登美） 53

10 似内 瑞季・ 松浦 大知 （奈女附） 高橋　 昂希・ 鷲　 亮汰

9 堀内 駒来・ 藤澤 尚生 （富三中）

（上牧中） 54

82
8 寺地 優翔・ 宗石 朋之 （奈登美）

⑯ 11 辻江 元太郎・ 大村 泰生 （奈良学） 橋詰 隆生・ 鍵谷　 怜 （奈良学） 55

⑨ 12 吉岡 樹希・ 早部 聖矢 （富雄中・郡西中） 樫谷 俊一郎・ 大宮 陸 （奈登美） 56

田村 龍祐・ 和氣 尊寛 （西大和） 57

14 髙橋　 拓磨・ 南　　 雄翔 （上牧中） 辻 脩歩・ 鴻池 崚

13 熊谷 蒼天・ 赤阪 奨之輔 （奈良学）

（郡山中） 58

15 田中 遥一・ 皿井 元葵 （奈登美） 立藤 優岳・ 加世田 瑞生 （富三中） 59

16 Bye Bye 60

木下 龍世・ 守屋 優日 （ＴＧＫ） 61

18 山野 悠樹・ 若林 航平 （富雄中） 川崎 和人・ 藤森 敬

17 下山 晃希・ 小山 起矢 （西大和）

（奈良学） 62

19 南 直希・ 徳永 拓朗 （郡山中） 牧野 至皓・ 目賀 和樹 （奈女附） 63

20 北 慎之介・ 山村 鉄馬 （奈女附） 中森 蒼馬・ 櫻井 健人 （富雄中） 64

大野 駿・ 田中 陸久 （東大寺） 65

⑧ 22 丸山 眞平・ 飯田 悠貴 （東大寺） 長田 圭史・ 樫原 慧

21 岸 隼平・ 田前 貴実生 （西大和）

（ユニーク） 66

⑤ 23 廣瀬 翼・ 杦山 太志 （ＹＥＬＬ・オーク） 石田 舜・ 吉田 啓人 （東大寺） 67

24 尾立 将太郎・ 廣田 陽亮 （東大寺） 五所 功有・ 伊藤 輝 （奈登美） 68

南部　 智希・ 五十川  大晟 （上牧中） 69

26 谷野 力翔・ 紀伊 祐介 （郡山中） 中世 大雄・ 川井 康誠

25 古川 真也・ 杉本 翔 （奈登美）

（西大和） 70

27 岩根 直矢・ 三村 海斗 （西大和） 田中 大輔・ 橋詰 篤志 （ＹＥＬＬ・佐保山） 71

28 松本 光生・ 小花 優太朗 （富雄中） 佐々木 智彬・ 万代 響 （西大和） 72

Bye 73

30 安藤 光輝・ 吉谷 壮矢 （奈良学） 川内 将平・ 中岡 亨生

29 Bye

（富三中） 74

31 辻 侑志・ 中山 悦朗 （西大和） 福本 健太・ 人見 諒也 （富雄中） 75

32 松本 大毅・ 岡橋 秀樹 （奈女附） 井學 克基・ 日山 拓海 （奈女附） 76

櫻本 寬仁・ 山川 隼人 （奈良学） 77

⑬ 34 森中 亮晴・ 宮澤 幸聖 （ユニーク） 中村 魁・ 山下 修平

⑫ 33 銭谷 魁人・ 川端 爽太 （ダイヤ）

（奈良学） 78

35 中村 唯斗・ 遠藤 良太 （西大和） 山口 優悟・ 狭間 健人 （富雄中） 79

36 小野田 銀河・ 中谷 渡吾 （富雄中） 宮本 和昌・ 橋田 光 （郡山中） 80

赤木 優起・ 濱中 大貴 （奈女附） 81

38 Bye 松田 卓大・ 山本 伊織

37 安部 優輝・ 永島 大洋 （奈女附）

（西大和） 82

39 蕨野 椋・ 中村 凌汰 （東大寺） 中谷 友哉・ 佐藤 壮一郎 （奈登美） 83

40 吉村　 和真・ 澤田　 悠太 （上牧中） 佐藤 圭翼・ 麝嶋 慶人 （ＹＥＬＬ・まほろば） 84

鎌田 朝陽・ 新井 啓太 （東大寺） 85

42 小口 優斗・ 正司 真土 （西大和） 杉原 柊哉・ 石垣 颯太

41 勝山 雄生・ 伊藤 真平 （東大寺）

（西大和） 86

43 中島 朋哉・ 辻村 壮真 （奈登美） 新 凌太郎・ 谷口 大樹 （奈登美） 87

④ 44 森本 達大・ 吉川 真太郎 （奈女附・富雄中） 河野 元輝・ 清水 智弘 (YAMATO・サンヒル） 88

③

⑭

⑪

⑥

⑦

②

⑩

⑮


