
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会　U14BS

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
  

1 ダイヤモンドTC学園前 長友 春鷹 [1]  

  長友 春鷹 [1]

2  Bye 1   

   長友 春鷹 [1]

3 まほろばテニススクール 紺谷 優弥  6-0

  紺谷 優弥  

4 東大寺 長島 秀太朗 6-0  

   長友 春鷹 [1]

5  Bye 33  6-1

  中條 輝一  

6 富雄中学校 中條 輝一   

   植田 瑛仁

7 東大寺 堤 康太郎  6-0

  植田 瑛仁  

8 MSS橿原 植田 瑛仁 6-1  

   長友 春鷹 [1]

9 西大和学園 馬場 瑛大  6-0

  馬場 瑛大  

10 東大寺 小川 瑛介 6-4  

   馬場 瑛大

11 奈良女子大学附属中等 川井 拓仁  6-4

  川井 拓仁  

12  Bye 48   

   鳥居 幹太 [16]

13 西口TA 伊藤 静希  6-0

  伊藤 静希  

14 YELL Tennis Academy 齋藤 悠琉真 6-0  

   鳥居 幹太 [16]

15  Bye 15  6-4

  鳥居 幹太 [16]  

16 MSS橿原 鳥居 幹太 [16]   

    

17 ダイヤモンドTC学園前 上田 湧太 [11]   

  上田 湧太 [11]  

18  Bye 9   

   上田 湧太 [11]

19 平群TA 中瀬 航  6-0

  中瀬 航  

20 富雄中学校 下元 琉維 6-1  

   上田 湧太 [11]

21 東大寺 清水 遥稀  6-3

  清水 遥稀  

22 富雄第三中学校 牧 桜太郎 6-0  

   板垣 悠河

23  Bye 23  7-6(4)

  板垣 悠河  

24 まほろばテニススクール 板垣 悠河   

   瀬尾 悠太 [5]

25 東大寺 三柴 真人  6-2

  坂本 都登  

26 まほろばテニススクール 坂本 都登 6-2  

   南 凛琥

27 YELL Tennis Academy 南 凛琥  6-3

  南 凛琥  

28  Bye 40   

   瀬尾 悠太 [5]

29 奈良女子大学附属中等 平野 惺一朗  6-0

  平野 惺一朗  

30 富雄中学校 中川 航 7-6(5)  

   瀬尾 悠太 [5]

31  Bye 7  6-0

  瀬尾 悠太 [5]  

32 MTP学園前 瀬尾 悠太 [5]   

    

33 TEAM ADVANCE 井ノ口 稜人 [4]   

  井ノ口 稜人 [4]  

34  Bye 3   

   井ノ口 稜人 [4]

35 香芝インドアテニスクラブ 岡野 高顕  6-1

  岡野 高顕  

36 アイル.ＴＦＣ 織田 蒼大 6-2  

   井ノ口 稜人 [4]

37 MSS橿原 中谷 壮我  6-0

  中谷 壮我  

38 上牧中学校 妙見 祐紀 6-0  

   右京 聖惟

39  Bye 29  7-6(3)

  右京 聖惟  

40 奈良学園中学校 右京 聖惟   

   井ノ口 稜人 [4]

41 奈良学園登美ヶ丘中学校 桐山 祐輝  6-2

  桐山 祐輝  

42  Bye 19   

   南野 光輝

43 東大寺 白川 貴久  6-0

  南野 光輝  

44 佐保山テニスクラブ 南野 光輝 6-0  

   南野 光輝

45 ハードボールテニス 炭谷 悠翔  6-3

  松村 優来  

46 東大寺 松村 優来 6-1  

   玉生 康都 [13]

47  Bye 13  6-0

  玉生 康都 [13]  

48 佐保山テニスクラブ 玉生 康都 [13]   

    

49 佐保山テニスクラブ 吉野 佑 [12]   

  吉野 佑 [12]  

50  Bye 11   

   吉野 佑 [12]

51 ダイヤモンドTC学園前 渡部 優器  6-1

  高貝 篤史  

52 MTP学園前 高貝 篤史 6-3  

   吉野 佑 [12]

53  Bye 44  6-1

  山田 龍一郎  

54 奈良女子大学附属中等 山田 龍一郎   

   神谷 隆斗

55 まほろばテニススクール 神谷 隆斗  6-0

  神谷 隆斗  

56 東大寺 山中 友紘 6-1  

   藤本 翔優 [8]

57 奈良女子大学附属中等 徳田 脩人  6-1

  徳田 脩人  

58  Bye 27   

   市川 晃大

59 西大和学園 市川 晃大  6-3

  市川 晃大  

60  Bye 37   

   藤本 翔優 [8]

61 東大寺 木村 爽真  6-1

  木村 爽真  

62 奈良学園登美ヶ丘中学校 中井 哲平 6-2  

   藤本 翔優 [8]

63  Bye 5  6-1

  藤本 翔優 [8]  

64 ダイヤモンドTC学園前 藤本 翔優 [8]   

    



65 YELL Tennis Academy 日野 良祐 [6]   

  日野 良祐 [6]  

66  Bye 6   

   日野 良祐 [6]

67 佐保山テニスクラブ 大西 慶歩  6-2

  大西 慶歩  

68 西大和学園 市川 桂大 6-1  

   日野 良祐 [6]

69 上牧中学校 川﨑 涼平  6-2

  林 良太郎  

70 TN-21 林 良太郎 6-2  

   重田 拓海

71  Bye 28  6-1

  重田 拓海  

72 ユニークスタイルＴＡ 重田 拓海   

   八木 颯太

73 東大寺 辻浦 青葉  7-6(5)

  辻浦 青葉  

74  Bye 22   

   八木 颯太

75 奈良学園中学校 八木 颯太  6-0

  八木 颯太  

76 コスパあやめ池 髙野 治英 6-0  

   八木 颯太

77 アイル.ＴＦＣ 秦 東吾  6-1

  戸田 尊  

78 西大和学園 戸田 尊 6-1  

   中山 瑠人 [9]

79  Bye 12  6-0

  中山 瑠人 [9]  

80 MSS橿原 中山 瑠人 [9]   

    

81 MSS橿原 大島 信龍寿 [14]   

  大島 信龍寿 [14]  

82  Bye 14   

   大島 信龍寿 [14]

83 奈良女子大学附属中等 狩野 照瑛  6-3

  玉垣 孝樹  

84 東大寺 玉垣 孝樹 w.o.  

   大島 信龍寿 [14]

85  Bye 46  6-1

  片山 璃玖  

86 奈良女子大学附属中等 片山 璃玖   

   片山 璃玖

87 奈良女子大学附属中等 栗本 湊一郎  6-0

  南 瑠維  

88 YELL Tennis Academy 南 瑠維 6-2  

   内藤 圭吾 [3]

89 MSS橿原 小谷 菜生人  6-1

  小谷 菜生人  

90 飛鳥インドアテニスクラブ 藤本 隼輔 6-1  

   小谷 菜生人

91 奈良学園中学校 小暮 高太朗  6-0

  小暮 高太朗  

92  Bye 35   

   内藤 圭吾 [3]

93 奈良女子大学附属中等 萬代 朋宏  6-1

  末長 禮人  

94 ユニークスタイルＴＡ 末長 禮人 6-0  

   内藤 圭吾 [3]

95  Bye 4  6-1

  内藤 圭吾 [3]  

96 テニスラウンジ奈良 内藤 圭吾 [3]   

    

97 佐保山テニスクラブ 谷 陽平 [7]   

  谷 陽平 [7]  

98  Bye 8   

   谷 陽平 [7]

99 東大寺 山中 淳武  6-0

  井上 拓  

100 まほろばテニススクール 井上 拓 6-2  

   谷 陽平 [7]

101 YELL Tennis Academy 井上 樹希  6-1

  山本 悠人  

102 東大寺 山本 悠人 6-1  

   山本 悠人

103  Bye 26  6-0

  田中 智人  

104 富雄第三中学校 田中 智人   

   田畑 竜輝 [10]

105 テニスラウンジ奈良 澤 優太  6-1

  澤 優太  

106 東大寺 石田 大河 6-3  

   澤 優太

107 奈良学園中学校 三橋 悠生  6-4

  三橋 悠生  

108  Bye 42   

   田畑 竜輝 [10]

109 奈良女子大学附属中等 前山 隼人  6-0

  前山 隼人  

110 奈良学園中学校 松田 祥平 7-6(4)  

   田畑 竜輝 [10]

111  Bye 10  6-0

  田畑 竜輝 [10]  

112 MTP学園前 田畑 竜輝 [10]   

    

113 ハードボールテニス 仲井 大貴 [15]   

  仲井 大貴 [15]  

114  Bye 16   

   仲井 大貴 [15]

115 奈良学園中学校 荒木 太智  6-2

  荒木 太智  

116 ユニークスタイルＴＡ 中村 海斗 6-1  

   仲井 大貴 [15]

117 MTP学園前 濱尾 歩  6-2

  濱尾 歩  

118 東大寺 夏見 碧人 6-1  

   濱尾 歩

119  Bye 18  w.o.

  河本 温貴  

120 上牧中学校 河本 温貴   

   大塚 弦 [2]

121 奈良女子大学附属中等 牧田 幸太郎  6-1

  牧田 幸太郎  

122  Bye 32   

   塩見 達哉

123 MSS橿原 松村 育弥  6-1

  塩見 達哉  

124 奈良学園中学校 塩見 達哉 6-1  

   大塚 弦 [2]

125 まほろばテニススクール 小林 瑞季  6-0

  小林 瑞季  

126 富雄第三中学校 辰巳 晃規 6-1  

   大塚 弦 [2]

127  Bye 2  6-0

  大塚 弦 [2]  

128 ダイヤモンドTC学園前 大塚 弦 [2]  

  

 


