
男子A級ダブルス(21) 奈良県テニス選手権 2021

阪口 敏也 寺小屋 守山 善郎 TS奈良

松本 光平 寺小屋 中野 孝亮 TS奈良

阪口・松本 守山・中野

2(4142)0 優勝 2(2441104)1

村田 圭吾 パボラ 西垣・高村

古川 大智 パボラ 2(34(5)43(6)108))1

上司 唱生 ＭＴＰ学R 上司・鈴木 阪口・松本 守山・中野 橋本 浩至 南都銀行

鈴木 俊哉 ＭＴＰ学R 2(2442107)1 2(4242)0 2(4141)0 森 祐也 南都銀行

福居 直樹 シャープ 内山・岸本 生田 ダニエル MTF

北 祐人 シャープ 2(4242)0 前川 達也 MTF

内山 浩一 うっちガット

岸本 和也 うっちガット

福居・北 内山・岸本

2(2442104)1

西村 厚祐 わんむ 佐藤 薫 YELL

中村 隆亮 わんむ 西垣・高村 眞城・毛利 窪之内 悠志 TS奈良

西垣 毅優 TS奈良 2(43(6)42)0 2(4124108)1 眞城 悠希 TS奈良

高村 烈司 TS奈良 毛利 悠斗 TS奈良

西垣・高村 眞城・毛利

2(4240)0 2(4041)0

前山 絋昭 Team IM

森岡 伸哉 うっちガット

原田 直也 ＦＴＣ 前山・森岡 亀田 和也 PROGRESS

和田 龍樹 新庄 2(4142)0 原田 隆甫 PROGRESS

上野 雅史 シャープ 守屋・木下 西垣・高村 眞城・毛利 坂田・貴田 坂田 郁夫 ベア-ズ

片平 尭之 シャープ 2(43(5)14106)1 2(4142)0 2(4041)0 2(4043(6))0 貴田 裕介 YELL

守屋 優日 上牧町L 大鹿 康造 シャープ

木下 龍世 バナナ 河合 俊彦 シャープ

末吉・三宅 瀧川・石田

2(43(4)41)0 2(04421210)1

末吉 悠人 Team IM 瀧川 譲司 ラブオ-ル

三宅 義治 Team IM 石田 勇介 ラブオ-ル

女子ダブルス(12) 奈良県テニス選手権 2021

長田   優 飛鳥イン 住友・鈴木 住友 理沙 寺小屋

松岡 恵里 奈良国 2(4040)0 鈴木 亜希 ファミリー

長田・松岡 佐藤・伊丹 小西 裕子 パボラ

2(4240)0 2(2443(3)102)1 梶野 良子 TN-21

上岡 小春 MSS橿原

岡田 莉奈 ハ-ドボ-ル 2(4042)0

日下 昌美 香芝ｲﾝ 日下・岡本 佐藤 万峰 ロングウッド

岡本 直子 TN-21 2(4241)0 福居・坂江 佐藤・伊丹 伊丹 小百合 寺小屋

松本 菜々子 TN-21 2(4142)0 2(2442106)1 小松・山根 亀田 彩 PROGRESS

布村 日菜 寺小屋 2(0440106)1 谷本 奈那 ハ-ドボ-ル

小松 菜実 まほろば

山根 夏鈴 まほろば

吉崎 風華 YELL 福居・坂江 小松・山根

大塚 梢夏 YELL 2(4041)0 2(4240)0

福居 詩織 ハ-ドボ-ル 福居・坂江 植田 幸 香芝ｲﾝ

坂江 美空 ハ-ドボ-ル 2(4141)0 板井 真子 TN-21
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