
2016年　奈良県ジュニアテニス選手権　春季大会
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廣瀬 翼・ 杦山 太志 （佐保山）

熊谷 陸・ 佐々木 達郎 （奈学・ＴＳ）

眞城 悠希・ 塚原　雅人 （ＴＳ・西大和）

森本 達大・ 中村 協太 （女附・奈学）

32 間狩 寛生・ 阪口 凌啓 （奈良学）

高丸 良偉・ 下引地 大和 （学ﾛｲ）33
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32 間狩 寛生・ 阪口 凌啓 （奈良学） 中村 秋河・ 中野 孝亮 （ダイヤ） 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ 63

下村 竜也・ 豊原 佳之 （奈女附） 61

30 米田　 陸翔・ 吉村　 光喜 （上牧中）

東 知宏・ 田中 大輔

29 森川 雅斗・ 提中 涼翔 （郡山中）

（女附・佐保山）

62

28 井岡 海人・ 関口 遼音 （西大和） 大橋 祐真・ 池 幸太 （東大寺） 60

27 松倉 一志・ 宗 佳弘 （富雄中） 齋藤 豪士・ 大塚　直也 （富雄中） 59

稲津 勇紀・ 樽野 拳人 （郡山中） 57

26 赤木 優起・ 幸田 大朗 （奈女附） 万代 響・ 佐々木 智彬

25 高塚龍大・ 山根温大 （富雄三）

（西大和） 58

安倍 優輝・ 永島 大洋 （奈女附） 55

24 金村 有真・ 久保 祐太 （奈登美） 西岡 風人・ 大原 夏輝 （奈良学） 56

立石 凜・ 三村 海斗 （西大和） 53

22

田中 凛・ 竹本 大祐 （飛鳥イン）

内海航大・ 中島弘貴

21 川西 翼双・ 鬼頭 孝幸 （ダイヤ）

（富雄三） 54

23 岩根 直矢・ 久保平 優 （西大和）

20 嵓田 光洋・ 中村 凌汰 （東大寺） 武藤 律樹・ 浅田 雅夫 （奈登美） 52

19 松田 志馬・ 目賀 和樹 （奈女附） 松田 成弘・ 田ノ上 幸多 （ユニーク） 51

森本 達大・ 中村 協太 （女附・奈学） 49

18 ｂｙｅ 長澤 涼太・ 市野 拓臣

17 熊谷 陸・ 佐々木 達郎 （奈学・ＴＳ）

（上牧中） 50

16 廣瀬 翼・ 杦山 太志 （佐保山） 上司 唱生・ 梅川 翔伍 （ダイヤ） 48

15 松田 卓大・ 木村 太一 （西大和） 沼波 初樹・ 橋本 稜太郎 （西大和） 47

皿井 元葵・ 杉本 翔 （奈登美） 45

14 武藤 瑞貴・ 湯口 正遥 （奈女附） 三住 祐貴・ 井上 涼太

13 中村 昂太・ 鎌田 悠吾 （県ろう・ﾙｰｾﾝﾄ）

（東大寺） 46

12 坂本 陸登・ 柴崎 春輝 （郡山中） 駒津 大樹・ 青木 太一 （西大和） 44

11 山本 伊織・ 遠藤 良太 （西大和） 鈴木 陽之・ 牧野 至皓 （奈女附） 43

眞城 悠希・ 塚原　雅人 （ＴＳ・西大和） 41

10 鍵谷　 怜・ 岩本 浩弥 （奈良学） 守屋 優日・ 石井 雅也

9 長田 圭史・ 樫原 慧 （ユニーク）

（上牧・香芝ｲ） 42

8 森中 亮晴・ 宮澤 幸聖 （ユニーク） 羽間 光彦・ 三枝 志於 （郡山中） 40

7 下山 晃希・ 小山 起矢 （西大和） 辻江 元太郎・ 橋詰 隆生 （奈良学） 39

中森 大貴・ 齋藤 快 （西大和） 37

6 勝山 雄生・ 伊藤 真平 （東大寺） 福山 達也・ 関 祐太朗

5 櫻本 寬仁・ 山川 隼人 （奈良学）

（奈女附） 3882

高井田・河田

4 増田 雄樹・ 篠田 大雅 （奈登美） 吉川　 京汰・ 村田　 大翔 （上牧中） 36

3 乙田　 篤陸・ 前田　 空良 （上牧中） 木村 駿海・ 大槻 海斗 （富雄中） 35

高丸 良偉・ 下引地 大和 （学ﾛｲ） 33

2 ｂｙｅ

1 高井田 輝拓・ 河田 力丸 （奈女附）

ｂｙｅ 34


