
[ジュニア_全小] 2022 全国小学生奈良県予選  BS12

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

1 ダイヤモンドTC学園前 日野 陽介 [1]  

  日野 陽介 [1]

2  Bye 1   

   日野 陽介 [1]

3 ダイヤモンドTC学園前 柴田 藍之介  6-0

  柴田 藍之介  

4 ＭＳＳ橿原 植田 琉仁 w.o.  

   日野 陽介 [1]

5 佐保山テニスクラブ 湯浅 遼己  6-0

  湯浅 遼己  

6 香芝インドアテニスクラブ 田中 照悟 6-1  

   加藤 龍之介

7 YELL Tennis Academy 松田 遊  6-4

  加藤 龍之介  

8 ユニークスタイルＴＡ 加藤 龍之介 6-0  

   日野 陽介 [1]

9 西口テニスアカデミー 中村 玲音 [12]  6-3

  古川 一希  

10 佐保山テニスクラブ 古川 一希 6-4  

   加藤 遙真

11 ユニークスタイルＴＡ 小林 陸人  6-3

  加藤 遙真  

12 PROGRESS 加藤 遙真 6-0  

   加藤 遙真

13 ユニークスタイルＴＡ 重田 壮登  6-0

  中尾 将隆  

14 ダイヤモンドTC学園前 中尾 将隆 6-1  

   和泉 凱之 [5]

15 ユニークスタイルＴＡ 森 蓮斗  6-1

  和泉 凱之 [5]  

16 西口テニスアカデミー 和泉 凱之 [5] 6-0  

   日野 陽介 [1]

17 YELL Tennis Academy 岡野 琉 [3]  6-0

  岡野 琉 [3]  

18 ユニークスタイルＴＡ 松本 祐樹 6-0  

   岡野 琉 [3]

19 ユニークスタイルＴＡ 上田 伊織  6-0

  上田 伊織  

20 ＭＴＰ学園前 新城 陽真 6-1  

   岡野 琉 [3]

21 ＭＴＰ学園前 坂田 周平  6-0

  坂田 周平  

22 香芝インドアテニスクラブ 田中 誠悟 6-2  

   坂田 周平

23 O's 下間 明冴光  7-6(4)

  下間 明冴光  

24 ダイヤモンドTC学園前 原田 陸玖 6-1  

   柴田 陽之介 [14]

25 ダイヤモンドTC学園前 柴田 陽之介 [14]  7-5

  柴田 陽之介 [14]  

26 ユニークスタイルＴＡ 山本 悠仁 6-1  

   柴田 陽之介 [14]

27 ＭＴＰ学園前 大川 陽斗  6-0

  大川 陽斗  

28 ユニークスタイルＴＡ 椿本 一喜 6-4  

   柴田 陽之介 [14]

29 O's 星 郁人  6-2

  星 郁人  

30 ユニークスタイルＴＡ 徳冨 尊 6-0  

   一瀬 創太 [8]

31 平群TA 秋山 仁  6-3

  一瀬 創太 [8]  

32 西口テニスアカデミー 一瀬 創太 [8] 6-0  

   日野 陽介 [1]

33 ダイヤモンドTC学園前 坪川 大進 [7]  8-4

  坪川 大進 [7]  

34 ユニークスタイルＴＡ 池田 陽翔 6-2  

   坪川 大進 [7]

35 西口テニスアカデミー 綿松 龍星  6-0

  綿松 龍星  

36 ユニークスタイルＴＡ 安達 生真 6-0  

   石橋 創太郎 [9]

37 ユニークスタイルＴＡ 上東 樹幸  6-3

  中森 優貴  

38 ＭＳＳ橿原 中森 優貴 6-1  

   石橋 創太郎 [9]

39 奈良国際テニスクラブ 猪口 玲  6-1

  石橋 創太郎 [9]  

40 テニスラウンジ奈良 石橋 創太郎 [9] 6-0  

   藤田 有真 [11]

41 ダイヤモンドTC学園前 藤田 有真 [11]  6-3

  藤田 有真 [11]  

42 ユニークスタイルＴＡ 山本 悠都 6-0  

   藤田 有真 [11]

43 香芝インドアテニスクラブ 中山 大喜  6-1

  西森 輝知  

44 コスパあやめ池 西森 輝知 7-5  

   藤田 有真 [11]

45 ユニークスタイルＴＡ 中窪 望  7-5

  芝辻 神蔵  

46 ＭＴＰ学園前 芝辻 神蔵 6-1  

   山中 一樹 [4]

47 奈良国際テニスクラブ 米田 多利  6-1

  山中 一樹 [4]  

48 ユニークスタイルＴＡ 山中 一樹 [4] 6-0  

   奥野 慧 [2]

49 佐保山テニスクラブ 永田 匠 [6]  6-0

  永田 匠 [6]  

50 ダイヤモンドTC学園前 和田 智仁 6-0  

   永田 匠 [6]

51 テニスラウンジ奈良 渡部 亮弥  6-0

  渡部 亮弥  

52 ユニークスタイルＴＡ 中村 勇心 7-6(7)  

   永田 匠 [6]

53 テニスラウンジ奈良 岩 聡甫  6-1

  岩 聡甫  

54 ダイヤモンドTC学園前 高木 星名 6-0  

   阿部 登羽

55 ＭＴＰ学園前 阿部 登羽  6-1

  阿部 登羽  

56 TN-21 北浦 悠翔 [13] 6-4  

   奥野 慧 [2]

57 ユニークスタイルＴＡ 杉本 吏飛 [10]  6-1

  杉本 吏飛 [10]  

58 ＭＴＰ学園前 弓場 瑛士 6-0  

   杉本 吏飛 [10]

59 ダイヤモンドTC学園前 近藤 直太朗  6-2

  中 友翔  

60 ユニークスタイルＴＡ 中 友翔 6-3  

   奥野 慧 [2]

61 ユニークスタイルＴＡ 森繁 悠仁  6-2

  中尾 理一  

62 TN-21 中尾 理一 6-0  

   奥野 慧 [2]

63  Bye 2  6-2

  奥野 慧 [2]  

64 ダイヤモンドTC学園前 奥野 慧 [2]  



2022　奈良県小学生テニス選手権大会　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

64

61

63

60

9～16位決定戦

76(5)

63 60

61

62 64

63

62

63

61

11位決定戦

15位決定戦

杉本　吏飛

山中　一樹 6-2 加藤　龍之介

坂田　周平 7-5 阿部　登羽

阿部　登羽 ⑯ 阿部　登羽 MTP学園前

山中　一樹 ⑮ 坂田　周平 MTP学園前

坪川　大進 ⑭ 坪川　大進 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

一瀬　創太 ⑬ 和泉　凱之 西口TA

坂田　周平 ⑫ 加藤　龍之介 ﾕﾆｰｸｽﾀｲﾙTA

和泉　凱之 ⑪ 山中　一樹 ﾕﾆｰｸｽﾀｲﾙTA

⑨ 一瀬　創太 西口TA

加藤　龍之介 ⑩ 杉本　吏飛 ﾕﾆｰｸｽﾀｲﾙTA

永田　匠 ⑧ 石橋　創太郎 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ奈良

石橋　創太郎 ⑦ 加藤　遥真 PROGRESS

岡野　琉 ⑥ 永田　匠 佐保山TC

加藤　遥真 ⑤ 岡野　琉 YELL　TA

④ 藤田　有真　 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

柴田　陽之介 6-3 藤田　有真　 ③ 柴田　陽之介 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

② 奥野　慧 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

優勝　日野　陽介 8-4 奥野　慧 ① 日野　陽介 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前
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