
  

11才男子シングルス

岩井 瑛杜 (平群TA)

2 松木 大信 (TS奈良) 40 秦 東吾 (アイル.TFC)

[1] 1 内藤 圭吾 (奈良国際TC) [3～4] 39

南 凜琥 (ユニークスタイルTA)

4 松本 煌太 (ユニークスタイルTA) 42 井ノ口 稜人 (T･ADVANCE)

3 大島 信龍寿 (MSS橿原) 41

坂口 遼羽 (Wacc奈良)

6 藤井 智也 (アイル.TFC) 44 澤 優太 (TS奈良)

5 藤原 岳空 (ダイヤTC学園前) 43

南野 光輝 (佐保山TC)

8 関根 栄太 (ダイヤTC学園前) 46 藤田 有真 (ダイヤTC学園前)

7 池田 龍平 (香芝インドアTC) 45

瀬尾 悠太 (ＭＴＰ学園前)

[9～12] 10 中村 悠杜 (YELL･TA) [9～12] 48 山口 慶二 (YELL･TA)

[13～16] 9 大西 慶歩 (佐保山TC) [13～16] 47

Bye

12 後谷 直輝 (平群TA) 50 中谷 壮我 (ハードボール)

11 坪川 大進 (ダイヤTC学園前) 49

紺谷 優弥 (まほろばTS)

14 田畑 竜輝 (ＭＴＰ学園前) 52 岡田 優 (ダイヤTC学園前)

13 南 瑠維 (ユニークスタイルTA) 51

永田 匠 (奈良国際TC)

16 栗生沢 晴斗 (佐保山TC) 54 池田 悠記 (香芝インドアTC)

15 藤岡 紘生 (奈良TC) 53

皆木 勇人 (MSS橿原)

18 住友 晴 (ルーセントTC奈良) 56 八木 颯太 (ルーセントTC奈良)

17 小谷 菜生人 (ハードボール) 55

奥野 慧 (ダイヤTC学園前)

[5～8] 20 日野 良祐 (ＭＴＰ学園前) [5～8] 58 長友 春鷹 (ダイヤTC学園前)

[5～8] 19 中山 瑠人 (Wacc奈良) [5～8] 57

仲井 大貴 (ハードボール)

22 坂本 都登 (奈良国際TC) 60 吉野 佑 (佐保山TC)

21 片山 璃玖 (ユニークスタイルTA) 59

一瀬 創太 (平群TA)

24 毛利 貴彦 (ルーセントTC奈良) 62 河合 蓮音 (TN-21)

23 清水 雅之 (ダイヤTC学園前) 61

渡邊 仁 (奈良TC)

26 松村 育弥 (ハードボール) 64 木原 功聖 (奈良国際TC)

25 上田 健太 (T･ADVANCE) 63

松田 風雅 (アイル.TFC)

28 Bye 66 Bye

27 山口 達矢 (YELL･TA) 65

鳥居 幹太 (ユニークスタイルTA)

[13～16] 30 上田 湧太 (ダイヤTC学園前) [13～16] 68 杉 優太朗 (TS奈良)

[9～12] 29 藤本 翔優 (ダイヤTC学園前) [9～12] 67

水口 寛己 (ダイヤTC学園前)

32 石橋 創太郎 (TS奈良) 70 濱尾 歩 (ＭＴＰ学園前)

31 伊藤 静希 (平群TA) 69

海野 湊 (平群TA)

34 織田 蒼大 (アイル.TFC) 72 菱木 駿 (ユニークスタイルTA)

33 北浦 悠翔 (TN-21) 71

大西 菖仁 (MSS橿原)

36 末長 禮人 (ユニークスタイルTA) 74 橋本 祐希 (香芝インドアTC)

35 和泉 凱之 (ロングウッド奈良) 73

齋藤 悠琉真 (YELL･TA)

[4] 38 谷 陽平 (佐保山TC) [2] 76 大塚 弦 (ダイヤTC学園前)

37 植田 瑛仁 (MSS橿原) 75


