
男子B級シングルス(43) 奈良県テニス選手権 2022

優勝

杉本

植田 八幡

WO

植田 永井 八幡 八幡

WO

日野

永井 日野

WO

杉本 城野

43(1)43(1)

森岡 城野

矢部

杉本 杉本 城野 金井

杉本 金井

杉本 大河

WO

中田 大河

WO

not played 中田 大河 大河

福田

松浦 福田

北村 大河

北村 山田

北村 吉田 植田

早津 吉田

②32 早津 優平 (ふるすいんぐ) 64 吉田 隼也 (まほろば)

31 bye 63 bye
044210-534(74)4110-6

30 橋本 陽成 (西口TA) 62 檜垣 渉 (矢田山)

29 小谷 菜生人 (ＭＳＳ橿原) 61 植田 真也 (ふるすいんぐ)
橋本

4140 41404241

28 伊藤 亮佑 (東大寺学) 60 山田 拓海 (ふるすいんぐ)

27 bye 59 bye

26 bye 58 bye
4141 34(3)4014-12

25 北村 仁 (上牧町L) 57 大嶋 和希 (ＭＳＳ橿原)
4241

24 松浦 聖空 (西口TA) 56 樫山 悠人 (東大寺学)

23 bye 55 bye
4241 4241

22 bye 54 福田 州也 (ふるすいんぐ)

21 緒方 寛人 (ふるすいんぐ) 53 川上 翼 (西口TA)
4040

20 藤木 泰樹 (FSP) 52 大河 倖大 (YELL)
4041144110-8

19 山本 陽生 (サンヒル柏原) 51 吉井 崇 (ふるすいんぐ)

18 bye 50 bye
4041

(三郷ウッディ)

③-④ 17 中田 匡亮 (ムラタファミリ-) 49 片岡 謙 (上牧町L)

16 中山 瑠人 (ＭＳＳ橿原) 48 秋本 諭

15 bye 47 bye

14 新井 佑太朗 (ふるすいんぐ) 46 金井 隆弘 (上牧町L)

WO

13 杉本 陸 (西口TA) 45 上田 健太 (ふるすいんぐ)
4040 4241 4041

12 梶本 将史 (ふるすいんぐ) 44 中谷 壮我 (ＭＳＳ橿原)
4140

11 矢部 光 (Tラウンジ奈良) 43 bye

(西口TA)

10 bye 42 bye
4041

永井 秀樹 (まほろば) 40 小森 春輝 (東大寺学)

9 森岡 伸哉 (うっちガット張) 41 城野 千尋

7 bye 39 bye
4034(4)10-6

6 bye 38 日野 良祐 (YELL)

5 本多 智貴 (コスパあやめ池) 37 片岡 真太郎 (西口TA)
4134(3)10-6

4 石川 晴万 (高円高校) 36 大西 菖仁 (西口TA)
4241 4242244112-10

3 植田 康徳 (MTF) 35 八幡 泰樹

4041

(FSP)

4134(1)10-6

3R

33 山本 瑞貴 (サンヒル柏原)

2 bye 34 bye

① 1 辻 怜央 (ふるすいんぐ)

1R 2R SF SFQF F

⑤-⑧

QF 3R 2R 1R

WO

8

43(2)41

43(4)42

144211-9

34(1)4212-10

4143(4)

2443(4)16-14

4143(1)


