
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会 U14BD

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
ダイヤモンドTC学園前 大塚 弦 [1]

1 ダイヤモンドTC学園前 長友 春鷹 大塚 弦 [1]

  長友 春鷹

2  Bye 1  大塚 弦 [1]

奈良女子大学附属中等 川井 拓仁  長友 春鷹

3 奈良女子大学附属中等 萬代 朋宏 川井 拓仁 6-0

  萬代 朋宏  

4  Bye 32  大塚 弦 [1]

   長友 春鷹

5  Bye 17 仲井 大貴 6-0

ハードボールテニス 仲井 大貴 小谷 菜生人  

6 MSS橿原 小谷 菜生人  仲井 大貴

   小谷 菜生人

7  Bye 15 中川 航 6-0

富雄中学校 中川 航 中條 輝一  

8 富雄中学校 中條 輝一  大塚 弦 [1]

奈良女子大学附属中等 平野 惺一朗  長友 春鷹

9 奈良女子大学附属中等 牧田 幸太郎 平野 惺一朗 6-2

  牧田 幸太郎  

10  Bye 9  平野 惺一朗

東大寺 松村 優来  牧田 幸太郎

11 東大寺 辻浦 青葉 松村 優来 6-2

  辻浦 青葉  

12  Bye 24  大島 信龍寿 [6]

   玉生 康都

13  Bye 25 坂本 都登 6-0

まほろばテニススクール 坂本 都登 板垣 悠河  

14 まほろばテニススクール 板垣 悠河  大島 信龍寿 [6]

   玉生 康都

15  Bye 7 大島 信龍寿 [6] 6-4

MSS橿原 大島 信龍寿 [6] 玉生 康都  

16 佐保山テニスクラブ 玉生 康都  大塚 弦 [1]

MSS橿原 中山 瑠人 [3]  長友 春鷹

17 MSS橿原 鳥居 幹太 中山 瑠人 [3] 6-2

  鳥居 幹太  

18  Bye 3  中山 瑠人 [3]

東大寺 木村 爽真  鳥居 幹太

19 東大寺 清水 遥稀 木村 爽真 6-2

  清水 遥稀  

20  Bye 29  中山 瑠人 [3]

   鳥居 幹太

21  Bye 20 下元 琉維 6-0

富雄中学校 下元 琉維 中島 悠斗  

22 富雄中学校 中島 悠斗  三橋 悠生

   八木 颯太

23  Bye 13 三橋 悠生 w.o.

奈良学園中学校 三橋 悠生 八木 颯太  

24 奈良学園中学校 八木 颯太  上田 湧太 [5]

西口TA 伊藤 静希  藤本 翔優

25 MTP学園前 瀬尾 悠太 伊藤 静希 7-6(4)

  瀬尾 悠太  

26  Bye 11  伊藤 静希

まほろばテニススクール 井上 拓  瀬尾 悠太

27 まほろばテニススクール 小林 瑞季 井上 拓 6-1

  小林 瑞季  

28  Bye 21  上田 湧太 [5]

   藤本 翔優

29  Bye 28 渡部 優器 6-2

ダイヤモンドTC学園前 渡部 優器 澤 優太  

30 テニスラウンジ奈良 澤 優太  上田 湧太 [5]

   藤本 翔優

31  Bye 5 上田 湧太 [5] 6-0

ダイヤモンドTC学園前 上田 湧太 [5] 藤本 翔優  

32 ダイヤモンドTC学園前 藤本 翔優  内藤 圭吾 [2]

佐保山テニスクラブ 南野 光輝 [7]  谷 陽平

33 佐保山テニスクラブ 吉野 佑 南野 光輝 [7] 8-5

  吉野 佑  

34  Bye 6  南野 光輝 [7]

東大寺 小川 瑛介  吉野 佑

35 東大寺 長島 秀太朗 小川 瑛介 6-0

  長島 秀太朗  

36  Bye 27  南野 光輝 [7]

   吉野 佑

37  Bye 22 植田 瑛仁 6-0

MSS橿原 植田 瑛仁 狩野 照瑛  

38 奈良女子大学附属中等 狩野 照瑛  夏見 碧人

   山本 悠人

39  Bye 12 夏見 碧人 w.o.

東大寺 夏見 碧人 山本 悠人  

40 東大寺 山本 悠人  大西 慶歩 [4]

奈良学園中学校 塩見 達哉  日野 良祐

41 奈良学園中学校 荒木 太智 塩見 達哉 6-3

  荒木 太智  

42  Bye 14  塩見 達哉

東大寺 山中 友紘  荒木 太智

43 東大寺 玉垣 孝樹 山中 友紘 6-0

  玉垣 孝樹  

44  Bye 19  大西 慶歩 [4]

   日野 良祐

45  Bye 30 中谷 壮我 6-2

MSS橿原 中谷 壮我 松村 育弥  

46 MSS橿原 松村 育弥  大西 慶歩 [4]

   日野 良祐

47  Bye 4 大西 慶歩 [4] 6-0

佐保山テニスクラブ 大西 慶歩 [4] 日野 良祐  

48 YELL Tennis Academy 日野 良祐  内藤 圭吾 [2]

TEAM ADVANCE 井ノ口 稜人 [8]  谷 陽平

49 MTP学園前 田畑 竜輝 井ノ口 稜人 [8] 6-1

  田畑 竜輝  

50  Bye 8  井ノ口 稜人 [8]

東大寺 三柴 真人  田畑 竜輝

51 東大寺 石田 大河 三柴 真人 6-2

奈良女子大学附属中等 佐藤 利紀 石田 大河  

52 奈良女子大学附属中等 山田 龍一郎 6-0 井ノ口 稜人 [8]

   田畑 竜輝

53  Bye 23 市川 晃大 6-0

西大和学園 市川 晃大 市川 桂大  

54 西大和学園 市川 桂大  市川 晃大

   市川 桂大

55  Bye 10 徳田 脩人 6-2

奈良女子大学附属中等 徳田 脩人 栗本 湊一郎  

56 奈良女子大学附属中等 栗本 湊一郎  内藤 圭吾 [2]

西大和学園 戸田 尊  谷 陽平

57 西大和学園 馬場 瑛大 戸田 尊 6-2

  馬場 瑛大  

58  Bye 16  右京 聖惟

奈良学園中学校 右京 聖惟  松田 祥平

59 奈良学園中学校 松田 祥平 右京 聖惟 6-0

  松田 祥平  

60  Bye 18  内藤 圭吾 [2]

   谷 陽平

61  Bye 31 堤 康太郎 6-0

東大寺 堤 康太郎 山中 淳武  

62 東大寺 山中 淳武  内藤 圭吾 [2]

   谷 陽平

63  Bye 2 内藤 圭吾 [2] 6-0

テニスラウンジ奈良 内藤 圭吾 [2] 谷 陽平  

64 佐保山テニスクラブ 谷 陽平  
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内藤 圭吾 大塚 弦

谷 陽平 長友 春鷹

日野 良祐 藤本 翔優

大西 慶歩 上田 湧太

玉生 康都

大島 信龍寿 62

62 中山 瑠人

鳥居 幹太 76(3)

吉野 佑

南野 光輝 60

井ノ口 稜人

田畑 竜輝

5~8位決定戦
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