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(ダイヤモンドTC学園前) [8]

2 徳田 悠人 (奈良女子大学附属中等学校) 33 中村 彰 (奈良女子大学附属中等学校)

1 渡辺 直生 (ダイヤモンドTC学園前) [1] 32 藤本 結優

(奈良学園)

4 岩津 元 (東大寺) 35 後藤 永醐 (ダイヤモンドTC学園前)

3 小須賀 悠真 (郡山中学校) 34 中西 琥太郎

(西大和学園)

6 髙木 篤朗 (奈良学園) 37 武田 櫂斗 (奈良学園)

5 青木 海翔 (西大和学園) 36 葉山 祐器

(東大寺)

8 小森 春輝 (東大寺) 39 南古 和輝 (香芝インドアテニスクラブ)

7 田仲 柊斗 (奈良育英) 38 本夛 宏基

(奈良学園)

10 山田 壮一郎 (西大和学園) 41 松岡 昊汰 (奈良女子大学附属中等学校)

9 片岡 真太郎 (奈良学園) 40 倉田 凛成

(富雄中学校)

12 田中 涼太 (富雄第三中学校) 43 加藤 潤一 (東大寺)

11 大東 奎介 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 42 梶谷 浩平

(西大和学園)

14 隅谷 正麻 (富雄中学校) 45 佐々木 悠雅 (奈良学園登美ヶ丘中学校)

13 松枝 鴎祐 (奈良女子大学附属中等学校) 44 小林 弘宜

(MSS橿原) [10]

16 吉田 樹生 (ﾁｰﾑYAMATO) [9] 47 中村 凌人 (ユニークスタイルＴＡ) [16]

15 木戸 翔太郎 (ダイヤモンドTC学園前) [15] 46 中山 蓮人

(西大和学園)

18 畑 来晴 (ハードボールテニス) 49 布村 優森 (YELL Tennis Academy)

17 松浦 聖空 (奈良テニスクラブ) 48 金尾 和

(ユニークスタイルＴＡ)

20 川村 陸 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 51 浅村 佑都 (奈良学園登美ヶ丘中学校)

19 髙宮 圭一郎 (東大寺) 50 山本 哲也

(奈良学園)

22 緒方 秀羽 (奈良学園) 53 板東 凌平 (奈良女子大学附属中等学校)

21 馬渡 大揮 (西大和学園) 52 岡澤 功樹

(東大寺)

24 青柳 僚真 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 55 塩見 颯人 (西大和学園)

23 浦 大貴 (奈良女子大学附属中等学校) 54 金 泰誠

(東大寺)

26 安濃田 昊暉 (西大和学園) 57 金集 慶次郎 (奈良女子大学附属中等学校)

25 中野 凛一 (富雄第三中学校) 56 樫山 悠人

(ﾁｰﾑYAMATO)

28 日高 暁稀 (奈良学園) 59 中垣内 太梧 (富雄第三中学校)

27 窪田 飛鳥 (MSS橿原) 58 黒澤 陽

30 松本 陽人 (東大寺) 61 中村 仁哉 (奈良学園) [4]

29 栗原 諒雅 (まほろばテニススクール) 60 馬場 俊輔

31 三木 聖登 (TS奈良) [7]

(ハードボールテニス)
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62 上林 群 (Wacc奈良) [3] 93 木原 大樹 (MSS橿原) [5]

63 川上 流誠 (富雄第三中学校) 94 岩瀬 裕太 (奈良学園)

64 橋本 陽成 (奈良学園) 95 岸部 春輝 (奈良女子大学附属中等学校)

(西大和学園)

66 湯浅 裕貴 (東大寺) 97 山本 翔平 (奈良学園)

65 竹中 大輔 (ユニークスタイルＴＡ) 96 小野 専凱

(東大寺)

68 田中 秀征 (西大和学園) 99 薮田 凌 (奈良テニスクラブ)

67 辻浦 大地 (奈良学園) 98 小柳 拓翔

(富雄第三中学校)

70 福田 悠貴 (東大寺) 101 長沢 裕介 (東大寺)

69 山本 湧大 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 100 竹添 歩夢

(まほろばテニススクール)

72 川上 翼 (奈良学園) 103 谷山 拓幹 (西大和学園)

71 山門 聖七 (西大和学園) 102 玉置 祥也

(奈良学園)

74 仲田 祐亮 (奈良女子大学附属中等学校) 105 中田 龍馬 (奈良学園登美ヶ丘中学校)

73 日下 魁人 (O's) 104 床並 寛也

(郡山中学校)

76 三谷 海人 (O's) [13] 107 関谷 樹 (富雄中学校)

75 村瀬 悠月 (ﾁｰﾑYAMATO) 106 津田 祐磨

(奈良テニスクラブ) [12]

78 粟津 陽太 (ダイヤモンドTC学園前) 109 佐藤 三郎 (TS奈良) [14]

77 井學 知志 (奈良テニスクラブ) [11] 108 杉本 陸

(西大和学園)

80 簀戸 翼 (奈良学園) 111 石口 慶真 (ハードボールテニス)

79 前田 真央 (富雄第三中学校) 110 田辺 陽太

(東大寺)

82 萩原 昴 (西大和学園) 113 石川 紋雪 (富雄第三中学校)

81 門野 修也 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 112 森下 硯心

(奈良女子大学附属中等学校)

84 吉村 潤 (東大寺) 115 畠山 大輝 (奈良学園)

83 谷村 海惺 (奈良女子大学附属中等学校) 114 坂本 大護

(奈良学園登美ヶ丘中学校)

86 佐藤 里玖 (富雄中学校) 117 飯島 拓也 (奈良学園)

85 中本 夢大 (西大和学園) 116 芝辻 杏織

(MTP学園前ロイヤル)

88 上西 涼太 (ハードボールテニス) 119 石川 幹人 (西大和学園)

87 高松 敬 (奈良学園) 118 河合 良太

(奈良女子大学附属中等学校)

90 藤村 直輝 (西大和学園) 121 片岡 真人 (ユニークスタイルＴＡ)

89 三井 大揮 (東大寺) 120 阪口 雄啓

(東大寺)

92 上岡 春太 (MSS橿原) [6] 123 坂根 瑛太 (奈良学園登美ヶ丘中学校) [2]

91 廣田 登士 (奈良女子大学附属中等学校) 122 濱野 将吾


