
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会 U12BD　3月19日結果

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
ダイヤモンドTC学園前 奥野 慧 [1]

1 ダイヤモンドTC学園前 日野 陽介 奥野 慧 [1]

  日野 陽介

2  Bye 1  奥野 慧 [1]

ユニークスタイルTA 安達 生真  日野 陽介

3 ユニークスタイルTA 荻野 晃大 永山 喜隆 6-0

香芝インドアテニスクラブ 永山 喜隆 田中 照悟  

4 香芝インドアテニスクラブ 田中 照悟 6-2 奥野 慧 [1]

西口TA 一瀬 創太  日野 陽介

5 西口TA 中村 玲音 一瀬 創太 6-0

ダイヤモンドTC学園前 和田 智仁 中村 玲音  

6 ダイヤモンドTC学園前 柴田 藍之介 6-0 一瀬 創太

   中村 玲音

7  Bye 7 中尾 理一 [7] 6-3

PROGRESS 中尾 理一 [7] 北浦 悠翔  

8 PROGRESS 北浦 悠翔   

ダイヤモンドTC学園前 柴田 陽之介 [3]   

9 ダイヤモンドTC学園前 藤田 有真 柴田 陽之介 [3]  

  藤田 有真  

10  Bye 3  柴田 陽之介 [3]

ダイヤモンドTC学園前 村田 豊  藤田 有真

11 ダイヤモンドTC学園前 高木 星名 村田 豊 6-0

  高木 星名  

12  Bye 13  柴田 陽之介 [3]

ユニークスタイルＴＡ 加藤 龍之介  藤田 有真

13 ユニークスタイルＴＡ 杉本 吏飛 加藤 龍之介 6-2

ダイヤモンドTC学園前 藤川 慶 杉本 吏飛  

14 ダイヤモンドTC学園前 長瀬 恒平 6-1 加藤 龍之介

   杉本 吏飛

15  Bye 5 中 友翔 [5] 6-4

ユニークスタイルＴＡ 中 友翔 [5] 山中 一樹  

16 ユニークスタイルＴＡ 山中 一樹   

MTP学園前 芝辻 神蔵 [8]   

17 MTP学園前 阿部 登羽 芝辻 神蔵 [8]  

  阿部 登羽  

18  Bye 6  坪川 大進

アイル.ＴＦＣ 原田 航司  近藤 直太朗

19 アイル.ＴＦＣ 織田 悠生 坪川 大進 6-0

ダイヤモンドTC学園前 坪川 大進 近藤 直太朗  

20 ダイヤモンドTC学園前 近藤 直太朗 w.o. 加藤 遙真 [4]

YELL Tennis Academy 南 玲和  菱木 駿

21 O’ｓ 星 郁人 南 玲和 6-2

ユニークスタイルＴＡ 上田 伊織 星 郁人  

22 ユニークスタイルＴＡ 重田 壮登 6-3 加藤 遙真 [4]

   菱木 駿

23  Bye 4 加藤 遙真 [4] 6-1

PROGRESS 加藤 遙真 [4] 菱木 駿  

24 ＭＳＳ橿原 菱木 駿   

テニスラウンジ奈良 松木 大信 [6]   

25 テニスラウンジ奈良 石橋 創太郎 松木 大信 [6]  

  石橋 創太郎  

26  Bye 8  松木 大信 [6]

アイル.ＴＦＣ 東畑 颯真  石橋 創太郎

27 アイル.ＴＦＣ 茶野 佑真 中尾 将隆 6-3

ダイヤモンドTC学園前 中尾 将隆 原田 陸玖  

28 ダイヤモンドTC学園前 原田 陸玖 6-2 山口 慶二 [2]

アイル.ＴＦＣ 井藤 煌大  岡野 琉

29 アイル.ＴＦＣ 磯部 宗佑 上東 樹幸 6-0

ユニークスタイルＴＡ 上東 樹幸 中窪 望  

30 ユニークスタイルＴＡ 中窪 望 6-2 山口 慶二 [2]

   岡野 琉

31  Bye 2 山口 慶二 [2] 6-0

YELL Tennis Academy 山口 慶二 [2] 岡野 琉  

32 YELL Tennis Academy 岡野 琉  


