
2016年　奈良県ジュニアテニス選手権　春季大会

1４歳以下男子ダブルス
吉崎 吉岡
山門 河野

清水 60 60 紀伊
岡田 吉崎 吉岡 小林
60 山門 河野 60

60 61
田中 山村
安田 北
63 吉崎 植野 63

山門 吉川
志野 63 76（4） 尾崎
喜多 坂本
62 61

橋詰 植野
田村 吉川
60 62

橋詰 植野
田村 吉川
61 吉崎 植野 60

山門 吉川
石田 61 63 大宮
吉田 樫谷

竹林 62 63 橋田
川崎 石田 大宮 佐野
62 吉田 樫谷 61

61 62
髙橋 中村
髙橋 吉谷
62 石田 森 60

吉田 坂江
椿 62 60 加納

中森 谷野
62 62

前田 森
五所 鈴江 坂江 大野
中島 60 60 田中
60 前田 森 61

鈴江 坂江
61 吉崎 河野 60

山門 裏野
戸田 62 60 丸山
農本 飯田

竹岡 62 60 赤阪
一ノ瀬 戸田 丸山 熊谷
61 農本 飯田 75

75 62
服部 櫻井
木村 小野田

63 戸田 丸山 64
農本 飯田

古川 62 62 狭間
田中 山口
63 63

古川 平松
今西 田中 辰巳 麝嶋
小花 64 61 森花
61 大村 平松 61

山下 辰巳
60 乾 河野 64

川端 裏野
小林 62 62 末浪
守屋 宮本
60 61

蕨野 末浪
藤野 宮本
63 64

蕨野 渡辺
藤野 上岡
61 乾 河野 63

川端 裏野
橘野 63 60 地村
井上 辻村
61 62

乾 河野
黒田 川端 裏野 稲垣
井學 60 60 平塚
62 乾 河野 64

川端 裏野
60 60

３位決定戦 5～8位順位戦
植野 戸田
吉川 農本
62 森 76（5）

坂江
61 森

7位決定戦 坂江

石田 62
吉田
75

石田 舜・ 吉田 啓人 （東大寺）

丸山 眞平・ 飯田 悠貴 （東大寺）

11

61

61

石田 舜・ 吉田 啓人 （東大寺）

戸田 和希・ 農本 翼 （ＹＥＬＬ・オーク）

森 一樹・ 坂江 天龍 （香芝イン・ルーセント）

丸山 眞平・ 飯田 悠貴 （東大寺）

40 乾 輝大・ 川端 爽太 （ダイヤ）

50 植野 要樹・ 吉川 真太郎 （富雄中）

11

21

60

吉岡 樹希・ 河野 靖也 （富雄中） 41

2 尾立 将太郎・ 藤丸 大輔 （東大寺） 中山 悦朗・ 和氣 尊寛

1 吉崎 隆成・ 山門 大輝 （ダイヤ）

（西大和） 42

3 清水 大・ 岡田 将尚 （奈登美） 紀伊 祐介・ 小林 理玖 （郡山中） 43

4 辻野 紘汰・ 湯地 健斗 （奈女附） 松本 幸翼・ 中村 颯 （東大寺） 44

山村 鉄馬・ 北 慎之介 （奈女附） 45

6 小林諒大・ 谷川正樹 （アイル） 尾崎 遼介・ 坂本 健人

5 田中 孝輔・ 安田　篤史 （富雄中）

（奈良国際） 46

7 志野 悠登・ 喜多 瑛冬 （郡山中） 伊藤 輝・ 中村 拓翔 （奈登美） 47

8 森田 諒土・ 中村 優太 （ルーセント） 芝田　 和樹・ 鷲　 亮汰 （上牧中） 48吉崎・山門

ｂｙｅ 49

10 橋詰 篤志・ 田村 侑風 （佐保山・奈良国際） 植野 要樹・ 吉川 真太郎

9 ｂｙｅ

（富雄中） 50

63

11 石田 舜・ 吉田 啓人 （東大寺） 大宮 陸・ 樫谷 俊一郎 （奈登美） 51

12 竹林 夏樹・川崎 和人 （奈良学） 橋田 光・ 佐野 稔樹 （郡山中） 52

里中 康介・ 高橋 利太 （西大和） 53

14 髙橋　 駿介・ 髙橋　 拓磨 （上牧中） 川内 将平・ 加世田 瑞生

13 中谷　渡吾・ 杉本　凛 （富雄中）

（富三中） 54

15 西村 明展・ 葉山 茂器 （西大和） 中村 魁・ 吉谷 壮矢 （奈良学） 55

16 立藤 優岳・ 堀内 駒来 （富三中） 辻村昂紀・ 眞城瑶士 （ＴＳ奈良） 56

加納 颯馬・ 谷野 力翔 （郡山中） 57

18 五所 功有・ 中島 朋哉 （奈登美） 望月 草馬・ 吉次 諄紘

17 椿　隼人・ 中森　蒼馬 （富雄中）

（奈女附） 58

19 松浦 大知・ 木場 隆介 （奈女附） 大野 駿・ 田中 陸久 （東大寺） 59

20 前田 拓哉・ 鈴江 一太 （郡山中） 森 一樹・ 坂江 天龍 （香芝イン・ルーセント） 60

丸山 眞平・ 飯田 悠貴 （東大寺） 61

22 竹岡　祐音・ 一ノ瀬　祐輝 （富雄中） 日山 拓海・ 北村 賢登

21 戸田 和希・ 農本 翼 （ＹＥＬＬ・オーク）

（奈女附） 62

23 鎌田 朝陽・ 新井 啓太 （東大寺） 赤阪 奨之輔・ 熊谷 蒼天 （奈良学） 63

24 服部 礼・ 木村 健人 （西大和） 辻 侑志・ 貴治 大翔 （西大和） 64

櫻井　健人・ 小野田　銀河 （富雄中） 65

26 津崎 航平・ 片岡 奏真 （ユニーク） 辻 脩歩・ 舞田 航

25 平田 泰規・ 山本 龍一 （郡山中）

（郡山中） 66

27 古川 真也・ 田中 遥一 （奈登美） 狭間　健人・ 山口　優悟 （富雄中） 67

28 川畑 浩志・ 北 優冴樹 （コスパ） 麝嶋 慶人・ 森花 祥大 （まほろば・ＴＧＫ） 68

新 凌太郎・ 中谷 友哉 （奈登美） 69

30 大村 泰生・ 山下 修平 （奈良学） 平松 諒一・ 辰巳 晃誠

29 今西　智貴・ 小花　優太朗 （富雄中）

（ユニーク） 70

31 小林 歩輝・ 守屋 翔 （香芝イン・ＴＧＫ） 末浪 慎人・ 宮本 和昌 （郡山中） 71

32 ｂｙｅ ｂｙｅ 72

岡橋 秀樹・ 松本 大毅 （奈女附） 73

34 柳原　 志成・ 加賀田  海 （上牧中） 安藤 光輝・ 藤森 敬

33 増田 拓記・ 川﨑 康生 （西大和）

（奈良学） 74

35 蕨野 椋・ 藤野 恵太 （東大寺） 渡辺 亮太・ 上岡 蒼太 （ＴＧＫ） 75

36 鴻池 崚・ 南 直希 （郡山中） 榎本 悠斗・ 藤澤 尚生 （富三中） 76

地村 悠紀・ 辻村 壮真 （奈登美） 77

38 黒田 和希・ 井學 克基 （奈女附） 稲垣 海来・ 平塚 智規

37 橋野 世磨・ 井上 大和 （富雄中）

（東大寺） 78

39 竹割 駿・ 中岡 亮生 （富三中） 野村　征汰・ 松本　光生 （富雄中） 79

40 乾 輝大・ 川端 爽太 （ダイヤ） 河野 元輝・ 裏野 壮佑太 （YAMATO・ダイヤ） 80


