
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会　U16BS

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

1 奈良学園登美ヶ丘中学校 坂根 瑛太 [1]  
  坂根 瑛太 [1]

2  Bye 1   
   坂根 瑛太 [1]

3 奈良女子大学附属中等 中村 彰  6-0
  中村 彰  

4 香芝インドアテニスクラブ 田岡 玖龍 6-2  
   坂根 瑛太 [1]

5 西大和学園 岩村 一輝  6-0
  芝辻 杏織  

6 奈良学園登美ヶ丘中学校 芝辻 杏織 6-0  
   芝辻 杏織

7 東大寺 辻尾 琉星  6-1
  辻尾 琉星  

8 奈良学園登美ヶ丘中学校 佐々木 悠雅 w.o.  
   坂根 瑛太 [1]

9 東大寺 吉村 潤  6-3
  吉村 潤  

10  Bye 17   
   薮田 凌

11 東大寺 三井 大揮  6-4
  薮田 凌  

12 西口TA 薮田 凌 6-1  
   松浦 聖空 [16]

13 東大寺 須沼 佑成  6-0
  朝生 理貴  

14 西大和学園 朝生 理貴 6-3  
   松浦 聖空 [16]

15  Bye 15  6-1
  松浦 聖空 [16]  

16 西口TA 松浦 聖空 [16]   
   坂根 瑛太 [1]

17 ユニークスタイルＴＡ 木村 拓馬 [12]  6-3
  木村 拓馬 [12]  

18  Bye 9   
   木村 拓馬 [12]

19 奈良女子大学附属中等 坂本 昂士郎  6-1
  阪本 圭哉  

20 西大和学園 阪本 圭哉 6-4  
   木村 拓馬 [12]

21 上牧中学校 垣内 実礼  6-0
  藤井 悠太朗  

22 ハードボールテニス 藤井 悠太朗 6-1  
   藤井 悠太朗

23 東大寺 加藤 潤一  6-2
  布村 優森  

24 YELL Tennis Academy 布村 優森 6-2  
   中山 蓮人 [8]

25 奈良女子大学附属中等 石川 諒  7-5
  石川 諒  

26 富雄中学校 杉本 充 7-5  
   石川 諒

27 西大和学園 榎本 友一  6-0
  榎本 友一  

28  Bye 40   
   中山 蓮人 [8]

29 奈良学園登美ヶ丘中学校 大東 奎介  6-0
  山羽 輝  

30 奈良学園 山羽 輝 6-0  
   中山 蓮人 [8]

31  Bye 7  6-2
  中山 蓮人 [8]  

32 ＭＳＳ橿原 中山 蓮人 [8]   
   坂本 光音 [4]

33 O's 坂本 光音 [4]  6-2
  坂本 光音 [4]  

34  Bye 3   
   坂本 光音 [4]

35 奈良学園 橋本 陽成  6-0
  大西 和哉  

36 ＭＳＳ橿原 大西 和哉 6-1  
   坂本 光音 [4]

37 ユニークスタイルＴＡ 三宅 遥翔  6-1
  三宅 遥翔  

38 奈良女子大学附属中等 内野 颯太 6-2  
   三宅 遥翔

39 西大和学園 藤村 直輝  6-1
  大田 巧翔  

40 東大寺 大田 巧翔 6-2  
   坂本 光音 [4]

41 MTP学園前 河合 良太  6-3
  河合 良太  

42  Bye 19   
   河合 良太

43 東大寺 所 慧  6-1
  所 慧  

44 奈良学園登美ヶ丘中学校 新井 悠太 6-1  
   上岡 春太 [13]

45 アイル.ＴＦＣ 藤縄 依吹  6-1
  藤川 龍馬  

46 奈良学園登美ヶ丘中学校 藤川 龍馬 6-0  
   上岡 春太 [13]

47  Bye 13  6-0
  上岡 春太 [13]  

48 ＭＳＳ橿原 上岡 春太 [13]   
   坂本 光音 [4]

49 ユニークスタイルＴＡ 越村 昭斗 [11]  6-2
  越村 昭斗 [11]  

50  Bye 11   
   越村 昭斗 [11]

51 奈良学園登美ヶ丘中学校 後藤田 凛太朗  6-0
  長沢 裕介  

52 東大寺 長沢 裕介 6-1  
   越村 昭斗 [11]

53 奈良学園 川上 翼  6-0
  川上 翼  

54 西大和学園 谷山 拓幹 6-1  
   川上 翼

55 奈良女子大学附属中等 廣田 登士  6-0
  廣田 登士  

56 富雄中学校 佃 啓達 6-3  
   杉本 陸 [6]

57 富雄第三中学校 三角 裕斗  6-0
  三角 裕斗  

58  Bye 27   
   廣田 祐也

59 奈良学園登美ヶ丘中学校 廣田 祐也  6-0
  廣田 祐也  

60 東大寺 髙宮 圭一郎 6-3  
   杉本 陸 [6]

61 奈良学園 河音 拓磨  6-2
  河音 拓磨  

62 西大和学園 中本 夢大 6-0  
   杉本 陸 [6]

63  Bye 5  6-2
  杉本 陸 [6]  藤本 結優 [2]

64 西口TA 杉本 陸 [6]  8-3



   
65 西口TA 城野 千尋 [5]  

  城野 千尋 [5]  
66  Bye 6   

   城野 千尋 [5]
67 奈良女子大学附属中等 浦 大貴  6-0

  青木 温人  
68 香芝インドアテニスクラブ 青木 温人 6-1  

   城野 千尋 [5]
69 西大和学園 青木 海翔  6-2

  石河 慶  
70 東大寺 石河 慶 6-0  

   石河 慶
71  Bye 28  w.o.

  竹内 唯人  
72 東大寺 竹内 唯人   

   城野 千尋 [5]
73 西大和学園 上岡 奏登  6-1

  上岡 奏登  
74 奈良学園登美ヶ丘中学校 近藤 湊 6-0  

   上岡 奏登
75 奈良女子大学附属中等 谷村 海惺  6-1

  谷村 海惺  
76 香芝インドアテニスクラブ 伴野 勇斗 6-0  

   上岡 奏登
77 上牧中学校 北村 和士  6-2

  北村 和士  
78 富雄中学校 稲垣 友基 6-3  

   大河 倖大 [10]
79  Bye 12  6-0

  大河 倖大 [10]  
80 YELL Tennis Academy 大河 倖大 [10]   

   吉田 樹生 [3]
81 ＭＳＳ橿原 大嶋 和希 [14]  6-0

  大嶋 和希 [14]  
82  Bye 14   

   大嶋 和希 [14]
83 奈良学園登美ヶ丘中学校 久保田 翔太  6-3

  上野 優  
84 西大和学園 上野 優 6-2  

   大嶋 和希 [14]
85  Bye 46  6-0

  北原 卓音  
86 香芝インドアテニスクラブ 北原 卓音   

   吉田 英資
87 西大和学園 葉山 祐器  6-0

  吉田 英資  
88 奈良女子大学附属中等 吉田 英資 6-3  

   吉田 樹生 [3]
89 奈良女子大学附属中等 松岡 昊汰  6-0

  松本 彪  
90 東大寺 松本 彪 6-0  

   松本 彪
91 奈良学園登美ヶ丘中学校 内田 裕規  6-2

  内田 裕規  
92 西大和学園 多胡 和馬 6-3  

   吉田 樹生 [3]
93 コスパあやめ池 乾 遼太  6-0

  乾 遼太  
94 奈良学園登美ヶ丘中学校 松村 怜哉 6-3  

   吉田 樹生 [3]
95  Bye 4  6-0

  吉田 樹生 [3]  
96 チームYAMATO 吉田 樹生 [3]   

   藤本 結優 [2]
97 佐保山テニスクラブ 貴志 夏都 [7]  6-2

  貴志 夏都 [7]  
98  Bye 8   

   貴志 夏都 [7]
99 西大和学園 鴨谷 拓  6-3

  鴨谷 拓  
100 上牧中学校 正野 龍之介 6-2  

   貴志 夏都 [7]
101 東大寺 松本 陽人  6-0

  松本 陽人  
102 西大和学園 龍田 悠吾 6-0  

   松本 陽人
103 東大寺 辻村 航太郎  6-0

  山本 悠介  
104 奈良学園登美ヶ丘中学校 山本 悠介 6-3  

   三谷 海人 [9]
105 西大和学園 塩見 颯人  6-4

  塩見 颯人  
106 奈良学園登美ヶ丘中学校 中田 龍馬 6-1  

   荒木 真弥
107 テニスラウンジ奈良 荒木 真弥  6-0

  荒木 真弥  
108 西大和学園 田辺 陽太 6-1  

   三谷 海人 [9]
109 富雄第三中学校 川内 友貴  6-3

  吉岡 俊輔  
110 奈良学園登美ヶ丘中学校 吉岡 俊輔 6-1  

   三谷 海人 [9]
111  Bye 10  6-0

  三谷 海人 [9]  
112 O's 三谷 海人 [9]   

   藤本 結優 [2]
113 佐保山テニスクラブ 米浪 悠 [15]  6-2

  米浪 悠 [15]  
114  Bye 16   

   岩熊 櫂叶
115 東大寺 福島 大翔  6-4

  岩熊 櫂叶  
116 佐保山テニスクラブ 岩熊 櫂叶 6-0  

   岩熊 櫂叶
117 奈良学園登美ヶ丘中学校 前田 悠希  7-6(2)

  山口 凌  
118 東大寺 山口 凌 6-0  

   山口 凌
119  Bye 18  6-1

  倉田 凛成  
120 奈良学園 倉田 凛成   

   藤本 結優 [2]
121 東大寺 金 泰誠  6-0

  田中 秀征  
122 西大和学園 田中 秀征 7-5  

   中野 凛一
123 奈良国際テニスクラブ 中野 凛一  6-1

  中野 凛一  
124 ダイヤモンドTC学園前 山下 優樹 6-4  

   藤本 結優 [2]
125 東大寺 木村 啓太  6-0

  木村 啓太  
126 平群TA 佐々木 彬登 6-0  

   藤本 結優 [2]
127  Bye 2  6-0

  藤本 結優 [2]  
128 ダイヤモンドTC学園前 藤本 結優 [2]  

  

 



2022　奈良県ジュニアテニス選手権春季大会　U16男子シングルス順位戦結果

決勝 最終順位

3位決定戦

5～8位決定戦

62

76(5) 63

63

9～16位決定戦

64

64

61

62

60

75

60

11位決定戦

岩熊　櫂斗

木村　拓馬 6-0 貴志　夏都

上岡　奏登

貴志　夏都

大嶋　和希

上岡　春太 ⑫ 貴志　夏都 佐保山TC

越村　昭斗

松浦　聖空 ⑩ 越村　昭斗 ﾕﾆｰｸｽｲﾙTA

木村　拓馬 ⑪ 木村　拓馬 ﾕﾆｰｸｽｲﾙTA

三谷　海人 ⑧ 中山　蓮人 MSS橿原

⑨ 上岡　奏登 西大和学園

杉本　陸 ⑥ 城野　千尋 西口TA

城野　千尋 ⑦ 三谷　海人 O's

④ 坂根   瑛太 奈良学園登美ヶ丘中

中山　蓮人 ⑤ 杉本　陸 西口TA

② 坂本　光音 O's

吉田　樹生 6-4 坂根   瑛太 ③ 吉田　樹生 チームYAMATO

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前優勝　藤本　結優 8-3 坂本　光音 ① 藤本　結優


