
2017年　奈良県ジュニアテニス選手権　春季大会

１４歳以下男子シングル (Ⅰ)

④

⑫

⑬

⑤丸岡 大悟 （ダイヤ） 42

2 櫻井 凱月 （東大寺） 山口 晴人

① 1 吉崎 隆成 （ダイヤ）

（ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞ) 43

3 荒木 優真 （奈良学） 田川 祥太郎 （郡山中） 44

4 吉谷 勇輝 （アイル） 岡村 圭一郎 （奈良学） 45

萩永 優太 （アイル） 46

6 磯辺 裕月 （奈登美） 山下 洋陽

5 大石 健智 （西大和）

(ユニーク) 47

7 西川 風芽 （ＹＥＬＬ） Bye 48

8 小泉 諭示 （奈女附） 藤田 翔平 （MSS橿原） 49

西岡 隆哉 （西大和） 50

10 木村 駿太 （郡山中） 大和 汏世

9 宮川 晴敏 （ダイヤ）

（上牧ﾛｰﾝ) 51

11 北村 仁 (ユニーク) 宗像　晃佑 （ＴＳ奈良） 52

12 平松 諒一 (ユニーク) 眞城　瑶士 （ＴＳ奈良） 53

舞田 航 （郡山中） 54

14 南 和宏 （奈女附） 西浦 諒

13 中西 巧起 （奈良学）

（富雄中） 55

15 重松 一毅 （西大和） 光武 稜生 （香芝ｲﾝ) 56

16 廣瀬 颯馬 （ＴＧＫ） 松下 昂大 （郡山中） 57

西尾 天翔 （コスパ） 58

18 橋本 滉平 （コスパ） 光井 星翔

17 宮本 歩武 （富雄中）

（奈女附） 59

19 松葉 陽太 （吉野ｽﾎﾟ) 梶本 和輝 (ﾙｰｾﾝﾄ) 60

20 松井 慎吾 (ユニーク) 宮城 幸太 （上牧中） 61

戸田 和希 （ＹＥＬＬ） 62

⑨ 22 末浪 慎人 （ＹＥＬＬ） 津崎 航平

⑯ 21 青戸 大志 (ヤマト）

(ユニーク) 63

23 安藤 佑太 (ユニーク) 松倉 知輝 （奈良学） 64

24 岩城 翔太郎 （MSS橿原） 生駒 界汰 （香芝ｲﾝ) 65

福井 洸聖 （郡山中） 66

26 川﨑 康生 （西大和） 村尾 優輔

25 中村 宥翔 （奈良学）

（奈登美） 67

27 飯塚 響 (郡西中） 奥村 颯人 （西大和） 68

28 榎本 悠斗 （富三中） 上岡 蒼太 （ＴＧＫ） 69

田中 隆真 （ハード） 70

30 米倉 章太 （奈女附） 赤羽 匠

29 白根 北都 （香芝ｲﾝ)

（ダイヤ） 71

31 稲葉 雄大 （奈国際） 木本 耀介 （O'S） 72

32 奥田 遥斗 （ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞ) 蓮見 友羽 （ダイヤ） 73

藤江 将太郎 （富三中） 74

34 長田 知大 （郡山中） 梅澤 順一朗

33 近藤 汰一 （西大和）

（奈女附） 75

35 湯浅 蓮央 （奈国際） 西本 統士 （上牧中） 76

36 佐伯 鴻介 （アイル） Bye 77

岡野 蓮 （ＹＥＬＬ） 78

38 前田 春輝 （O'S） 小林 優斗

37 山森 暖 （上牧中）

（西大和） 79

39 森村 亮太 （ダイヤ） 森本 遥稀 （富雄中） 80

40 西京 空良 （ハード） 越村 勇斗 (ユニーク) 81

村岡 樹 （東大寺） 82

山門 祐輝 （ダイヤ） 83

⑧ 41 藤野 恵太 （東大寺）



2017年　奈良県ジュニアテニス選手権　春季大会

１４歳以下男子シングル (Ⅱ)

②

⑩

⑮

⑦坂江　天龍 （ＴＳ奈良） 126

85 小林 諒大 （アイル） 和泉 真央

③ 84 森 一樹 (Wacc)

（郡山中） 127

86 矢田 壮吾 （香芝ｲﾝ) 河本 晴貴 (ユニーク) 128

87 土山 晃輝 （奈女附） 出口 達哉 （東大寺） 129

森田 樹 （奈女附） 130

89 横川 蓮 （奈登美） 森田　諒士

88 福西 直弥 （上牧ﾛｰﾝ)

（ＴＳ奈良） 131

90 Bye 笠作 悠真 （ﾛｲﾔﾙ） 132

91 貴治 大翔 （西大和） 松山 洸平 （奈良学） 133

森田 悠大 （富雄中） 134

93 小野田 天馬 （富雄中） 中谷 航大

92 松浦　翼 （MSS橿原）

（奈女附） 135

94 吉田 周平 (ユニーク) 平田 泰規 （郡山中） 136

95 下室 拓未 （郡山中） 藤本 将伍 （富三中） 137

國只 真志 （奈良学） 138

97 長瀬 史聖 （西大和） 千道 俊介

96 小平 すばる (ユニーク)

（ＴＧＫ） 139

98 大丸 竜慧 （奈良学） 木村 健人 （西大和） 140

99 茂木 遥音 (ﾙｰｾﾝﾄ) 乾 夏音矢 （ＹＥＬＬ） 141

小野田 陽希 （奈国際） 142

101 中澤 映月 （上牧中） 玉段 光彬

100 中北 敦也 （郡山中）

（郡山中） 143

102 野上 和真 （東大寺） 掛須 陽水 （アイル） 144

103 樋口 嘉希 （吉野ｽﾎﾟ) 守屋 翔 （ＴＧＫ） 145

香川 千洋 （MSS橿原） 146

⑪ 105 守屋 星 （MSS橿原） 岡田 拓海

⑭ 104 辻村 昂紀 （富雄中）

（奈女附） 147

106 平沼 航佑 （富三中） 一ノ瀬 祐希 （ＴＳ奈良） 148

107 高井田　悠歩 （育英中） 鎌谷 宥作 （上牧中） 149

玉川 太陽 （奈登美） 150

109 杉本 麗樹 （西大和） 倉橋 拓也

108 薮野 陽音 （東大寺）

（西大和） 151

110 杉谷 海輝 （コスパ） 杉本 凛 （富雄中） 152

111 松浦 壮志 （奈女附） 戸井田 直澄 (ユニーク) 153

森 琢翔 （富雄中） 154

113 岩田 幸晟 （ハード） 橋本 倖太朗

112 鈴木 悠太 （郡山中）

（ダイヤ） 155

114 枡田 悠吾 （ＹＥＬＬ） 藤丸 大輔 （東大寺） 156

115 谷 徳将 （奈登美） 古市 智滉 （MSS橿原） 157

竹割 駿 （富三中） 158

117 中野 剛 （ハード） 藤田 琢央

116 高元 友湧 （郡山中）

（西大和） 159

118 山本 遼 （ダイヤ） 中村 春輝 （平群ＴＡ） 160

119 Bye 藪内 悠登 （奈女附） 161

松村 颯真 （奈良学） 162

121 岡本 和也 （ＴＧＫ） 瀬戸 結斗

120 山下 夕斗 （上牧中）

（香芝ｲﾝ) 163

122 細川尚也 （香芝ｲﾝ) 吉田　 健人 （郡山中） 164

123 横山 裕也 （奈女附） 谷 貴海大 （ハード） 165

乾 輝大 （ダイヤ） 166

⑥ 125 農本 翼 (Wacc)

124 黒川 晃暉 （奈良学）


