
2020秋ジュニア　ダブルスエントリーリスト

U13男子ダブルス U13女子ダブルス

氏名 所属 氏名 所属

小松 龍生 富雄第三中学校 山﨑 くるみ 奈良学園登美ヶ丘中学校

米田 功一 富雄第三中学校 外山 美陽 奈良学園登美ヶ丘中学校

栗山 航成 富雄第三中学校 田中 美妃 奈良学園登美ヶ丘中学校

湯浅 琉衣 富雄第三中学校 野間 理紗子 奈良学園登美ヶ丘中学校

飯塚 大裕 富雄第三中学校 中島 樹季 TS奈良

東村 悠真 富雄第三中学校 白米山 瑠花 TS奈良

加藤 結翔 富雄第三中学校 小林 明日香 TS奈良

山田 悠司 富雄第三中学校 津村 凛花 TS奈良

新井 悠太 奈良学園登美ヶ丘中学校 中畑 花菜 鹿ノ台中学校

山本 悠介 奈良学園登美ヶ丘中学校 太田 未優 鹿ノ台中学校

内田 裕規 奈良学園登美ヶ丘中学校 山口 結芽 鹿ノ台中学校

久保田 翔太 奈良学園登美ヶ丘中学校 玉川 星奈 鹿ノ台中学校

松村 怜哉 奈良学園登美ヶ丘中学校 脇田 麗奈 鹿ノ台中学校

藤川 龍馬 奈良学園登美ヶ丘中学校 梶佐古 真緒 鹿ノ台中学校

内野 颯太 奈良女子大附属中等教育学校 島崎 海里 鹿ノ台中学校

岡本 卓也 奈良女子大附属中等教育学校 綱島 朋花 鹿ノ台中学校

狩野 照瑛 奈良女子大附属中等教育学校 岡田 莉奈 ハードボールテニス

坂本 昂士郎 奈良女子大附属中等教育学校 堀田 詩織 ハードボールテニス

仲井 大貴 ハードボールテニス 萩永 愛深 富雄第三中学校

小谷 菜生人 ハードボールテニス 松村 日菜 富雄第三中学校

岡本 倫太朗 郡山中学校 幸 愛夏 富雄第三中学校

松田 昂大 郡山中学校 由良 有佳梨 富雄第三中学校

杉 優太朗 奈良国際テニスクラブ 山田 唯花 奈良国際テニスクラブ

木原 功聖 奈良国際テニスクラブ 石田 茉干 奈良学園登美ヶ丘中学校

城野 千尋 平群TA 藤井 小夏 奈良国際テニスクラブ

大河 倖大 YELL Tennis Academy 奥谷 友結 O's

高田 涼介 YELL Tennis Academy 岡本 柚希 YELL Tennis Academy

廣田 祐也 奈良学園登美ヶ丘 長居 優奈 YELL Tennis Academy

南 凛琥 YELL Tennis Academy 荒井 あずね 奈良女子大学附属中学校

武田 隼 YELL Tennis Academy 太野垣 碧泉 ルーセントテニスクラブ奈良

紺谷 優弥 まほろばテニススクール 小坂 莉来 O's

玉置 倖士 まほろばテニススクール 永澤 亜彩香 まほろばテニススクール

山羽 輝 奈良学園 沓掛 綾乃 飛鳥インドアテニスクラブ

河音 拓磨 奈良学園 村上 紗英 飛鳥インドアテニスクラブ

榎本 友一 西大和学園 長友 咲希 奈良学園

龍田 悠吾 西大和学園 中村 天美 奈良学園

上岡 奏登 西大和学園 川端 芽衣 奈良学園

上野 優 西大和学園 山根 あおい 奈良学園

鴨谷 拓 西大和学園 坂本 真央 奈良学園

市川 晃大 西大和学園 早坂 美宥 奈良学園

三宅 遥翔 ユニークスタイルＴＡ 澤田 果歩 奈良学園

末長 禮人 ユニークスタイルＴＡ 原田 実玲 奈良学園

木村 拓馬 ＭＳＳ橿原 藤田 萌衣 ダイヤモンドTC学園前

越村 昭斗 ユニークスタイルTA 定免 あずさ ダイヤモンドTC学園前

大嶋 和希 ＭＳＳ橿原 下林 柚希 ユニークスタイルTA

荒木 真弥 佐保山テニスクラブ 上田 葉琉 ユニークスタイルTA

大島 信龍寿 ＭＳＳ橿原 島田 葵 奈良女子大学附属中学校

吉村 琉生 ＭＳＳ橿原 北原 和奏 奈良女子大学附属中学校

中山 瑠人 ＭＳＳ橿原 荒堀 円花 奈良女子大学附属中学校

鳥居 幹太 ユニークスタイルTA 上林 一葉 奈良女子大学附属中学校

大西 和哉 ＭＳＳ橿原 鈴木 さら MSS橿原

貴志 夏都 佐保山テニスクラブ 坂口 心咲 Wacc奈良

山本 和武 富雄中学校 坂口 日彩 アイル.ＴＦＣ

杉本 充 富雄中学校 坂口 彩香 ＴＧＫ

木村 啓太 東大寺 重松 朋花 奈良教育大学附属中学校

石河 慶 東大寺 佐藤 なづほ 奈良教育大学附属中学校

大田 巧翔 東大寺 井上 咲 奈良教育大学附属中学校

所 慧 東大寺 岡村 優里奈 奈良教育大学附属中学校

辻尾 琉星 東大寺 浅田 凜苑 奈良テニスクラブ

小柴 諒映 東大寺 井村 りこ 奈良テニスクラブ

福島 大翔 東大寺 平田 理沙子 佐保山テニスクラブ

山口 凌 東大寺 木村 葉乃音 佐保山テニスクラブ

内藤 圭吾 ダイヤモンドTC学園前

大塚 弦 ダイヤモンドTC学園前

岩熊 櫂叶 佐保山テニスクラブ

米浪 悠 佐保山テニスクラブ

岩井 陽杜 平群TA

大録 昊平 平群TA


