
2021奈良県ジュニアテニス選手権春季大会
  

U12男子シングルス

(ダイヤモンドTC学園前)

90 岩井 瑛杜 (平群TA) [2]

45 奥野 慧 (ダイヤモンドTC学園前) [6] 89 山中 悠生

(ユニークスタイルTA)

44 南野 光輝 (佐保山テニスクラブ) 88 中森 優貴 (MSS橿原)

43 西 咲登 (奈良国際テニスクラブ) 87 重田 壮登

(ダイヤモンドTC学園前)

42 後谷 直輝 (平群TA) 86 猪口 怜 (奈良国際テニスクラブ)

41 福井 涼玄 (ユニークスタイルTA) 85 渡部 優器

(PROGRESS)

40 濱尾 歩 (MTP学園前ロイヤル) 84 織田 蒼大 (アイル.ＴＦＣ)

39 扇谷 玲音 (奈良テニスクラブ) 83 林 良太郎

(YELL Tennis Academy)

38 宮川 真志 (TS奈良) 82 阿部 登羽 (MTP学園前ロイヤル)

37 加藤 遙真 (PROGRESS) 81 岡野 琉

(MTP学園前ロイヤル) [10]

36 前側 健介 (ハードボールテニス) 80 中谷 壮我 (ハードボールテニス) [15]

35 上田 湧太 (ダイヤモンドTC学園前) [11] 79 田畑 竜輝

(香芝インドアテニスクラブ)

34 植田 瑛仁 (MSS橿原) [14] 78 郷 櫂人 (ダイヤモンドTC学園前)

33 日野 陽介 (ダイヤモンドTC学園前) 77 中山 晴喜

(TN-21)

32 田中 誠悟 (香芝インドアテニスクラブ) 76 植田 琉仁 (MSS橿原)

31 南 瑠維 (YELL Tennis Academy) 75 南 遥斗

(コスパあやめ池)

30 加藤 龍之介 (ユニークスタイルTA) 74 中 友翔 (ユニークスタイルTA)

29 松村 育弥 (ハードボールテニス) 73 髙野 治英

(TS奈良)

28 大西 一輝 (佐保山テニスクラブ) 72 内田 理央 (奈良国際テニスクラブ)

27 松木 大信 (TS奈良) 71 真殿 空良

(平群TA)

26 坂田 周平 (MTP学園前ロイヤル) 70 近藤 直太朗 (ダイヤモンドTC学園前)

68 大西 慶歩 (佐保山テニスクラブ) [7]

25 星 郁人 (ユニークスタイルTA) 69 秋山 仁

23 吉野 佑 (佐保山テニスクラブ) [8]

24 井ノ口 稜人 (TEAM ADVANCE) [3]

(平群TA)

22 柴田 陽之介 (ダイヤモンドTC学園前) 67 日野 良祐 (MTP学園前ロイヤル) [4]

21 前側 佑介 (ハードボールテニス) 66 伊藤 静希

(ダイヤモンドTC学園前)

20 秦 東吾 (アイル.ＴＦＣ) 65 北浦 悠翔 (TN-21)

19 下間 明冴光 (香芝インドアテニスクラブ) 64 中尾 将隆

(学園前インターナショナル)

18 澤 優太 (TS奈良) 63 杉本 吏飛 (ユニークスタイルTA)

17 上田 伊織 (ユニークスタイルTA) 62 弓場 瑛士

(TS奈良)

16 芝辻 神蔵 (MTP学園前ロイヤル) 61 藤田 有真 (ダイヤモンドTC学園前)

15 金澤 蒼祐 (コスパあやめ池) 60 笹田 浩希

(YELL Tennis Academy)

14 吉村 広 (平群TA) 59 米田 多利 (奈良国際テニスクラブ)

13 坪川 大進 (ダイヤモンドTC学園前) 58 齋藤 悠琉真

(まほろばテニススクール) [12]

12 山口 慶二 (O's) [9] 57 坂口 遼羽 (TEAM ADVANCE) [13]

11 一瀬 創太 (平群TA) [16] 56 坂本 都登

(MTP学園前ロイヤル)

10 山中 一樹 (ユニークスタイルTA) 55 高仙坊 隼大 (香芝インドアテニスクラブ)

9 皆木 勇人 (MSS橿原) 54 新城 陽真

(MSS橿原)

8 中川 陽向 (奈良国際テニスクラブ) 53 古川 一希 (佐保山テニスクラブ)

7 加藤 紘輝 (MTP学園前ロイヤル) 52 大西 瑛元

(ユニークスタイルTA)

6 上田 健太 (TEAM ADVANCE) 51 永田 匠 (奈良国際テニスクラブ)

5 後藤 大輝 (PROGRESS) 50 菱木 駿

(ハードボールテニス)

4 中尾 理一 (TN-21) 49 石橋 創太郎 (TS奈良)

3 和泉 凱之 (YELL Tennis Academy) 48 吉野 恵史

(ダイヤモンドTC学園前) [5]

2 中瀬 航 (香芝インドアテニスクラブ) 47 南 玲和 (YELL Tennis Academy)

1 長友 春鷹 (ダイヤモンドTC学園前) [1] 46 藤本 翔優


