
2021奈良県ジュニアテニス選手権春季大会  

U14男子シングルス

(MTP学園前ロイヤル)

56 貴志 夏都 (佐保山テニスクラブ) [6] 112 木村 拓馬 (MSS橿原) [2]

55 鳥居 幹太 (ユニークスタイルＴＡ) 111 塩見 達哉

(奈良女子大学附属中等学校)

54 前山 隼人 (奈良女子大学附属中等学校) 110 上田 康太 (TEAM ADVANCE)

53 鴨谷 拓 (西大和学園) 109 狩野 照瑛

(YELL Tennis Academy)

52 小柴 諒映 (東大寺) 108 辻村 航太郎 (東大寺)

51 板垣 悠河 (まほろばテニススクール) 107 永田 唯人

(東大寺)

50 北村 和士 (上牧中学校) 106 正野 龍之介 (平群TA)

49 南 凛琥 (YELL Tennis Academy) 105 辻尾 琉星

(ハードボールテニス)

48 栗山 航成 (富雄第三中学校) 104 竹田 誠市 (まほろばテニススクール)

47 竹内 唯人 (東大寺) 103 小谷 菜生人

(富雄第三中学校)

46 奥村 仁 (ハードボールテニス) 102 松本 剛綺 (ユニークスタイルＴＡ)

45 久武 誠一朗 (富雄中学校) 101 湯浅 琉衣

(O's) [15]

44 杉 優太朗 (MTP学園前ロイヤル) 100 阪本 圭哉 (西大和学園)

43 中山 瑠人 (MSS橿原) [11] 99 坂本 光音

(ユニークスタイルＴＡ)

42 米浪 悠 (佐保山テニスクラブ) [14] 98 大嶋 和希 (MSS橿原) [10]

41 米田 功一 (富雄第三中学校) 97 池本 幌真

(奈良学園登美ヶ丘中学校)

40 宍戸 優太 (MTP学園前ロイヤル) 96 松田 風雅 (アイル.ＴＦＣ)

39 榎本 友一 (西大和学園) 95 藤川 龍馬

(飛鳥インドアテニスクラブ)

38 佐々木 彬登 (平群TA) 94 松本 大久翔 (東大寺)

37 柴田 悠矢 (東大寺) 93 藤本 隼輔

(まほろばテニススクール)

36 児玉 威吹 (富雄中学校) 92 岩熊 櫂叶 (佐保山テニスクラブ)

35 松村 怜哉 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 91 栗原 瞳真

(富雄中学校)

34 伴野 勇斗 (香芝インドアテニスクラブ) 90 田村 浩大 (MTP学園前ロイヤル)

33 岡本 卓也 (奈良女子大学附属中等学校) 89 杉本 充

(上牧中学校)

32 福島 旺 (東大寺) 88 秋本 輝 (東大寺)

31 大島 信龍寿 (MSS橿原) 87 垣内 実礼

(YELL Tennis Academy) [7]

30 酒本 朔矢 (コスパあやめ池) 86 岩村 一輝 (西大和学園)

29 越村 昭斗 (ユニークスタイルＴＡ) [3] 85 大河 倖大

(ユニークスタイルＴＡ)

28 岩井 陽杜 (平群TA) [8] 84 内藤 圭吾 (ダイヤモンドTC学園前) [4]

27 鈴木 策斗 (MSS橿原) 83 三宅 遥翔

(香芝インドアテニスクラブ)

26 山本 和武 (富雄中学校) 82 福島 大翔 (東大寺)

25 所 慧 (東大寺) 81 田岡 玖龍

(奈良女子大学附属中等学校)

24 廣田 祐也 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 80 山口 凌 (東大寺)

23 唐津 響 (テニスガーデン広陵) 79 中野 智仁

(東大寺)

22 紺谷 優弥 (まほろばテニススクール) 78 吉村 琉生 (MSS橿原)

21 木村 啓太 (東大寺) 77 大田 巧翔

(富雄第三中学校)

20 龍田 悠吾 (西大和学園) 76 米川 正晃 (MTP学園前ロイヤル)

19 内野 颯太 (奈良女子大学附属中等学校) 75 飯塚 大裕

(ハードボールテニス)

18 仲井 大貴 (ハードボールテニス) 74 武田 隼 (YELL Tennis Academy)

17 小松 龍生 (富雄第三中学校) 73 宮田 智也

(西大和学園) [13]

16 玉生 康都 (佐保山テニスクラブ) 72 松田 昂大 (郡山中学校)

15 大録 昊平 (平群TA) [9] 71 上岡 奏登

(奈良女子大学附属中等学校)

14 谷 陽平 (佐保山テニスクラブ) [16] 70 瀬尾 悠太 (MTP学園前ロイヤル) [12]

13 妙見 祐紀 (上牧中学校) 69 坂本 昂士郎

(富雄中学校)

12 高貝 篤史 (MTP学園前ロイヤル) 68 大西 菖仁 (MSS橿原)

11 山羽 輝 (奈良学園) 67 佃 啓達

(東大寺)

10 後藤田 凛太朗 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 66 市川 晃大 (西大和学園)

9 須沼 佑成 (東大寺) 65 石河 慶

(ユニークスタイルＴＡ)

8 末長 禮人 (ユニークスタイルＴＡ) 64 久保田 翔太 (奈良学園登美ヶ丘中学校)

7 上野 優 (西大和学園) 63 重田 拓海

(まほろばテニススクール)

6 松本 彪 (東大寺) 62 西岡 正隆 (TN-21)

5 大西 和哉 (MSS橿原) 61 神谷 隆斗

(佐保山テニスクラブ)

4 中川 要 (まほろばテニススクール) 60 山口 将廣 (東大寺)

3 東村 悠真 (富雄第三中学校) 59 荒木 真弥

(ダイヤモンドTC学園前) [5]

2 高田 涼介 (YELL Tennis Academy) 58 毛利 貴彦 (ち～む寺小屋)

1 城野 千尋 (平群TA) [1] 57 大塚 弦


