
男子A級シングルス(31) 奈良県テニス選手権

32 黒木 紳太郎 ハードボール

⑤-⑧

③-④

⑤-⑧

②

30 生田 ダニエル MTF

31 苧木 健司 PROGRESS

28 中野 孝亮 TS奈良

29 佐藤 創太 YELL

26 橋本 浩至 南都銀行

27 上司 唱生 ＭＴＰ学R

24 黒田 壮悟 ユニーク

25 出原 義洋 コスパあやめ池

22 坂田 郁夫 ベアーズ

23 山村 栄一朗 ニッタ

20 譲尾 建吾 ﾀﾞｲﾔ

21 貴田 裕介 YELL

18 松本 光平 ル-セント

19 香川 千洋 ジェイテクト

SF F

17 平野 裕大 F.T.C

4 横山 直紀 TN-21

① 1 佐藤 薫 YELL

1R 2R

3 西垣 毅優 TS奈良

3R

2 bye

6 窪之内 悠志 TS奈良

5 片平 尭之 シャープ

⑤-⑧ 8 西村 厚祐 わんむ

7 中村 隆文 学インタナショナル

10 眞城 悠希 TS奈良

③-④ 9 中園 康平 NGTC

12 緒方 昂一 コスパあやめ池

11 木俣 健 YELL

14 山門 祐輝 YELL

13 奥本 健太郎 ダイヤ

⑤-⑧ 16 守山 善郎 TS奈良

15 福居 直樹 シャープ



男子B級シングルス(45) 奈良県テニス選手権

63 bye

64 秋本 諭 ル-セント

61 守屋 優日 上牧町L

62 新井 佑太朗 TN-21

59 bye

60 高井田 悠歩 YELL

57 渡邉 直樹 スネ-クピット

58 bye

55 bye

56 大野木 康裕 わんむ

53 野阪 興 パボラ

54 上岡 春太 YELL

51 木原 大樹 MSS橿原

52 矢部 光 F.T.C

49 金澤 友祐 チ-ムファミリ

50 bye

31 bye

32 関根 栄知 ル-セント

29 檜垣 渉 矢田山

30 山本 浩司 スネ-クピット

27 金井 隆弘 上牧町L

28 河戸 州 TS奈良

25 大鹿 康造 シャ-プ

26 bye

23 bye

24 荒井 健太郎 ル-セント

21 川瀧 貴大 ｽﾈｰｸﾋﾟｯﾄ

22 鈴木 紫音 ハ-ドボ-ル

19 平野 恒雄 PROGRESS

20 木村 拓馬 MSS橿原

17 松木 信之 TS奈良

18 bye

1 田中 浩二 ヒラノテクシ-ド

1R 2R 3R SF F

33 高田 浩太郎 YELL

SF 3R 2R 1R

2 bye 34 bye

4 井久保 公太 YELL 36 木村 隆浩

3 クリス　P ゲラ わんむ 35 木下 龍世

bye

5 田中 啓介 MTF 37 今西 雅則

40 植田 康徳 MTF

6 bye 38 北 祐人

7 bye 39

9 松本 大輝 ル-セント 41 小祝 岳夫 シャ-プ

8 中辻 稜 吉野スポ-ツ

10 bye 42 bye

11 安藤 裕之 43 bye

12 林 浩伸 飛鳥イン 44 清水 龍一 ハ-ドボ-ル

13 小幡 俊祐 ジェイテクト 45 日下 司郎 MTF

14 永井 貴士 46 松田 卓也

15 bye 47 bye

ニッタ

ジェイテクト16 松岡 雄大 ヒラノテクシ-ド 48 野々口 裕三

バナナスポ-ツ

シャ-プ

飛鳥イン

わんむ

シャ-プ

ハ-ドボ-ル



45歳以上男子シングルス(17) 奈良県テニス選手権

TS奈良 ②⑤-⑧ 16 河合 靖弘 TS奈良 32 神田 寛之

15 bye 31 bye

14 bye 30 bye

13 岡田 博文 秋篠 29 加藤 正隆 ジェイテクト

12 井上 貴智 TN-21 28 後藤 章 TN-21

11 bye 27 bye

10 bye 26 bye

わんむ ③-④

③-④ 9 岡本 剛 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 25 山田 等 MTF

8 豊田 俊資 TN-21 24 西脇 信和

7 bye 23 bye

6 bye 22 bye

5 谷口 伸一 PROGRESS 21 田ノ上 克明 TN-21

4 御宮知 敬範 ＭＴＰ学R 20 香川 弘毅 ジェイテクト

3 成瀬 賢一 TS奈良 19 bye

3R

17 見米 裕二

SF F

シャ-プ ⑤-⑧

2 bye 18 bye

SF 3R 2R 1R

① 1 荒木 洋 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ

1R 2R



55歳以上男子シングルス(17) 奈良県テニス選手権

奈良国 ②⑤-⑧ 16 豊川 吉史 TN-21 32 島川 秀樹

15 bye 31 bye

14 bye 30 bye

13 藤本 明彦 TS奈良 29 山本 肇 上牧町L

12 松原 健 ジェイテクト 28 山田 勝徳 浜口PTC

11 bye 27 bye

10 bye 26 bye

秋篠 ③-④

③-④ 9 高橋 時春 わんむ 25 森本 彰一 飛鳥イン ⑤-⑧

⑤-⑧ 8 菊谷 司 青丹よし 24 辻本 幸則

7 bye 23 bye

6 bye 22 bye

5 中田 雅支 FSP 21 山本 哲司 ＡＮ

4 岸本 潔 MTF 20 栗原 照仁 TN-21

3 三住 忍 MTP学R 19 bye

2 bye 18 bye

SF2R 3R

17 中村 朗 ⑤-⑧

F SF 3R 2R 1R

① 1 中西 明仁 ＡＮ

1R

浜口PTC



65歳以上男子シングルス(7) 奈良県テニス選手権

3 平井 敬人 飛鳥イン 7 高木 廣

4 関川 卓司 奈良国

乕谷 篤 佐保山

大西 正信5

ジェイテクト

エール8 小室 茂夫

6

1R SF F SF 1R

奈良国1 上田 全克 エール

2 bye



女子シングルス(9) 奈良県テニス選手権

F

Ｏ's

③

②

14 bye

15 bye

16 奥谷 梨那

12

13 豊田 陽菜 TN-21

9 布村 日菜 ル-セント

10 bye

11 bye

8 松永 佳恋 ロングウッド奈良

今井 雪乃 トスアップ

7 bye

6 bye

4 小坂 莉來 Ｏ's

5 前田 明音 YELL

2 bye

3 福居 詩織 ハ-ドボ-ル

SF

① 1 中村 天音 ダイヤ

1R 2R



45歳以上女子シングルス(5) 奈良県テニス選手権

1R SF

2 bye

① 1 森花 治美 矢田山

4 宮前 加奈子 コスパあやめ池

3 香川 美行 ジェイテクト

6 bye

5 三浦 麻美 ＭＴＰ学R

F SF 1R

②8 岡本 直子 TN-21

7 bye



男子A級ダブルス(21) 奈良県テニス選手権

窪之内 悠志 TS奈良

西垣 毅優 TS奈良

加藤 訓寛 PROGRESS

加藤 武和 PROGRESS

中村 隆文 学園前インタナショナル

古守 一貴 学園前インタナショナル

和田 龍樹 F.T.C

原田 直也 F.T.C

眞城 悠希 TS奈良

佐藤 薫 エール

黒田 岳志 TS奈良

黒木 紳太郎 ハ-ドボ-ル

譲尾 建吾 ﾀﾞｲﾔ

安住 佑樹 ﾀﾞｲﾔ

大鹿 康造 シャープ

藤田 公彦 シャープ

及川 武志 まほろば

中園 康平 NGTC

山門 祐輝 YELL

青戸 大志 YELL

守山 善郎 TS奈良

中野 孝亮 TS奈良

西村 厚祐 わんむ

山本 侑資 わんむ

生田 ダニエル MTF

前川 達也 MTF

黒田 壮悟 ユニーク

福島 拓 ユニーク

平野 裕大 F.T.C

南 和範 F.T.C

井口 航輝 ハ-ドボ-ル

安田 貴博 ハ-ドボ-ル

石田 勇介 サンヒル柏原

瀧川 譲二 ラブオール

八木 優征 ダイヤ

奥本 健太郎 ダイヤ

坂田 郁夫 ベアーズ

貴田 裕介 YELL

上野 雅史 シャープ

永久 哲三 シャープ

大坪 勇人 ルーセント

荒堀 竜喜 ルーセント

14

10 bye

12

13

⑤-⑧ 16

15 bye

bye

4

③-④ 9

11

⑤-⑧ 8

bye

3

5

6 bye

7

1R 2R 3R SF F

① 1

2

32

⑤-⑧

③-④

⑤-⑧

②

27 bye

28

31 bye

23 bye

24

25

26 bye

bye

20

21

22

29

30

17

18 bye

19



男子B級ダブルス(32) 奈良県テニス選手権

神崎 庸輔 シャープ 中村 洸太 TS奈良

安藤 裕之 シャープ 明城 純一 TS奈良

吉田 晃章 TGK 三浦 秀仁 ヒラノテクシ-ド

岸本 和也 ＭＴＦ 北條 敏史 ヒラノテクシ-ド

平野 恒雄 PROGRESS 金井 隆弘 上牧町L

飯田 和宏 PROGRESS 高林 優輝 ジェイテクト

守屋 優日 上牧町L 福西 淳司 F.T.C

木下 龍世 バナナスポ-ツ 秋井 一輝 F.T.C

小幡 俊祐 ジェイテクト 安達 亮平 シャープ

澤井 徹郎 ジェイテクト 小林 龍生 シャープ

野崎 省二 MTF 田中 浩二 ヒラノテクシ-ド

植田 康徳 MTF 小倉 彬豊 ヒラノテクシ-ド

中村 渡弘 シャープ 水田 大輔 ＭＴＰ学R

岡部 達 シャープ 松岡 健太 ＭＴＰ学R

長嶋 広幸 ヒラノテクシ-ド 豊田 俊資 TN-21

池本 寿清 ヒラノテクシ-ド 谷口 伸一 PROGRESS

川端 恵太郎 TN-21 日下 司郎 MTF

奥井 太一 TN-21 板井 正宏 MTF

泉 真一 TS奈良 福居 直樹 シャープ

太田 啓一 TS奈良 北 祐人 シャープ

松田 卓也 ニッタ 林 浩伸 飛鳥イン

山村 栄一郎 ニッタ 木村 隆浩 飛鳥イン

中辻 稜 吉野スポーツ 野々口 裕三 ジェイテクト

清水 龍一 ハードボール 浅野 且威 ジェイテクト

津田 直人 F.T.C 橋本 浩至 南都銀行

木本 英志 ベアーズ 花村 僚太 南都銀行

関根 栄知 ルーセント 中辻 隆泰 ルーセント

荒井 健太郎 ルーセント 山口 晃弘 ルーセント

鈴木 紫音 ハードボール 田中 啓介 MTF

植田 真也 ハードボール 松岡 雄大 ヒラノテクシ-ド

長野 宇宙 まほろば 中 公宏 新庄

後田 稔 まほろば 堀田 晋也 新庄

4

5

6

7

21

15

11

12

13

14

16

SF

8

1

1R 2R

3

3R

2

3R 2R 1RSF F

17

18

19

20

23

24

26

27

28

29

30

9

10

22

25

32

31



45歳以上男子ダブルス(12) 奈良県テニス選手権

佐々木 博 ルーセント 吉中 寛 上牧町L

神田 寛之 TS奈良 植田 幸雄 上牧町L

森岡 保夫 MTF

山田 等 MTF

吉村 忍 高田ア-バン

宮田 俊博 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ

山本 寛二 TN-21 井上 貴智 TN-21

木下 慎太郎 TN-21 田ノ上 克明 TN-21

幸田 芳和 TN-21 西脇 信和 わんむ

大馬崎 友彦 飛鳥イン 三角 吉輝 MTF

竹下 員広 TN-21

石田 一哉 ルーセント

井上 親一 MTF

下吹越 敏郎 MTF

山本 肇 上牧町L 河合 靖弘 TS奈良

平岡 孝一 上牧町L 荒木 洋 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ

F２R ２R

4 12

SF 1R1R SF

bye

9

5

10

113

1

13

14bye6

8

①

157

②

③-④

③-④

2 bye

16

bye



55歳以上男子ダブルス(7) 奈良県テニス選手権

平井 敬人 飛鳥イン 太田 好祐 FSP

中村 朗 浜口PTC 尾崎 勝彦 FSP

栗原 照仁 TN-21

近藤 憲司 MTF

杉本 毅 わんむ 岡野 正治 わんむ

柏木 隆宏 わんむ 辻田 陽至 わんむ

谷 博文 TN-21 藤井 孝弘 高田ア-バン

南 庸吉 チ-ムファミリ 豊川 吉史 TN-21

①

1R F

②

3 7

4 8

SF

1 5

③-④2 bye 6

SF 1R



女子ダブルス(14) 奈良県テニス選手権

住友 理沙 ルーセント

布村 日菜 ルーセント

坂井 真子 TN-21

植田 幸 香芝イン

森 理紗 シャープ

木下 美知 シャープ

津崎 由美子 ルーセント

弓渓 ひろみ ハードボール

谷本 奈那 TGK

岡本 恵美子 TGK

岩瀬 つね子 ダイヤ

石川 千紗都 ルーセント

福居 詩織 ハードボール

坂江 美空 ハードボール

稲葉 奈津子 シャープ

堤 千明 シャープ

谷川 真由 ハードボール

岡山 海恵 ハードボール

岡本 直子 TN-21

日下 昌美 香芝イン

松岡 恵里 奈良国

木平 真梨奈 奈良国

出原 令子 アンビシャス

神山 佳織 ルーセント

木村 明子 シャープ

鳥居 茉生 シャープ

中園 玉穂 ﾀﾞｲﾔ

佐藤 万峰 ルーセント

14

③-④

②

bye

16

15

9

7

10

11

12

13

2 bye

3

1R ２R

8

① 1

SF

③-④ 5

6

4

F



45歳以上女子ダブルス(16) 奈良県テニス選手権

赤松 京子 矢田山 清水 くるみ 奈良国

森花 治美 矢田山 中西 祥代 奈良国

馬場 泰子 上牧町L 広瀬 幸代 トスアップ

下川 京子 上牧町L 今井 真理 トスアップ

中嶋 明美 コスパあやめ池 渡邊 裕子 香芝イン

清水 直美 コスパあやめ池 木本 慶子 Ｏ's

原 恵 飛鳥イン 犬嶋 智美 PROGRESS

米田 三保子 TN-21 田ノ上 知津 TN-21

山田 さやか 飛鳥イン 上内 真琴 ルーセント

石井 宏枝 飛鳥イン 木村 恵 ルーセント

伊田 泰代 学園前L 柴田 秀美 矢田山

村井 美穂子 学園前L 山口 正江 TS奈良

小川 陽子 ハードボール 三浦 麻美 MTP学R

池田 友子 TN-21 宮前 加奈子 コスパあやめ池

家藤 綾美 ダイヤ 三枝 美和 ダイヤ

吉江 裕美 奈良国 神内 恵子 生駒レディ-ス
②

7 15

8 16

③-④

③-④ 5 13

6 14

3 11

4 12

1R

① 1 9

2 10

1R ２R SF F SF ２R




