
男子A級シングルス(61) 奈良県テニス選手権 2022

9-12

9-12

9-12

9-12

13-16

13-16

13-16

13-16

25 杉森 優輝

(O's) ②⑤-⑧ 32 三木 聖登 (Tラウンジ奈良) 64 守屋 翔

31 西垣 殻駿 (YELL) 63 bye

30 飯田 悠貴 (奈県立医大) 62 鎌田 英志 (奈県立医大)

29 眞城 悠希 (Tラウンジ奈良) 61 北 祐人 (シャープ)

28 松本 大輝 (ち〜む寺小屋) 60 佐藤 三郎 (Tラウンジ奈良)

27 平田 泰規 (ＭＴＰ学園前) 59 大東 純太郎 (奈県立医大)

26 上林 群 (Wacc) 58 小泉 敦史 (ロングウッド奈良)

(ムラタファミリ) 57 村田 圭吾 (パボラ)

24 木下 龍世 (O's) 56 黒田 岳志 (くろたけ整骨院)

23 生田 ダニエル(MTF) 55 亀谷 蒼樹 (飛鳥イン)

22 下引地 大和 (Tラウンジ奈良) 54 高田 浩太郎 (YELL)

21 北村 優多 (飛鳥イン) 53 石田 舜 (奈県立医大)

20 蓮見 友羽 (ＭＴＰ学園前) 52 宮崎 哲郎 (サンヒル柏原TS)

19 佐藤 創太 (YELL) 51 野村 太吾 (ユニ-クスタイルA)

18 bye 50 上岡 奏斗 (ＭＴＰ学園前)

(NTA) ③-④

③-④ 17 前田 将吾 (ユニ-クスタイルA) 49 佐藤 薫 (YELL) ⑤-⑧

⑤-⑧ 16 仲村 元希 (NTA) 48 白藤 成

15 緒方　 晃一 (コスパあやめ池) 47 白根 陽介 (ＭＴＰ学園前)

14 吉岡 樹希 (Tラウンジ奈良) 46 福居 直樹 (シャープ)

13 前田 拓哉 (ふるすいんぐ) 45 今井 陽太 (奈県立医大)

12 西村 厚祐 (わんむ) 44 坂本 光音 (O's)

11 稲津 勇紀 (飛鳥イン) 43 中村 勇介 (西口TA)

10 守屋 星 (上牧町L) 42 眞城 瑶士 (Tラウンジ奈良)

9 中野 孝亮 (Tラウンジ奈良) 41 松本 光平 (ち〜む寺小屋)

8 松葉 陽太 (飛鳥イン) 40 守山 善郎 (Tラウンジ奈良)

7 上岡 春太 (ＭＳＳ橿原) 39 貴志 夏都 (佐保山)

6 津崎 航平 (ち〜む寺小屋) 38 紀伊 祐介 (トスアップ)

5 黒田 壮悟 (ユニ-クスタイルA) 37 鈴木 俊哉 (ＭＴＰ学園前)

4 井學 知志 (西口TA) 36 渡邉 幹 (ロングウッド奈良)

(シャープ)

3 S. L. Fritzterson (ち〜む寺小屋) 35 木戸 翔太郎 (Tラウンジ奈良)

3R

33 佐々木 達郎 (吉野T企画) ⑤-⑧

2 bye 34 片平 尭之

QF 3R 2R 1R

① 1 中村 秋河 (NTA)

1R 2R SF SFQF F



男子B級シングルス(43) 奈良県テニス選手権 2022

②32 早津 優平 (ふるすいんぐ) 64 吉田 隼也 (まほろば)

31 bye 63 bye

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)

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

25 北村 仁 (上牧町L) 57 大嶋 和希 (ＭＳＳ橿原)

24 松浦 聖空 (西口TA) 56 樫山 悠人 (東大寺学)

23 bye 55 bye

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)

20 藤木 泰樹 (FSP) 52 大河 倖大 (YELL)

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

(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)

13 杉本 陸 (西口TA) 45 上田 健太 (ふるすいんぐ)

12 梶本 将史 (ふるすいんぐ) 44 中谷 壮我 (ＭＳＳ橿原)

11 矢部 光 (Tラウンジ奈良) 43 bye

(西口TA)

10 bye 42 bye

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

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)

(FSP)

4 石川 晴万 (高円高校) 36 大西 菖仁 (西口TA)

3 植田 康徳 (MTF) 35 八幡 泰樹

33 山本 瑞貴 (サンヒル柏原)

2 bye 34 bye

1R

① 1 辻 怜央 (ふるすいんぐ)

1R 2R 3R SF SFQF F

⑤-⑧

QF 3R 2R

8



男子45歳以上シングルス(24) 奈良県テニス選手権 2022

(TN-21) ②16 阪口 敏也 (ち〜む寺小屋) 32 井上 貴智

15 bye 31 bye

14 野崎 省二 (MTF) 30 大野木 康裕 (わんむ)

13 山本 浩司 (スネ-クピット) 29 吉谷 淳至 (YELL)

12 鎌田 健一 (奈良国) 28 新田 泰弘 (三郷ウッディ)

11 坂田 郁夫 (ベア-ズ) 27 松木 信之 (Tラウンジ奈良)

10 bye 26 bye

(TN-21) ③-④

9 成瀬 賢一 (Tラウンジ奈良) 25 日下 司郎 (MTF)

8 林 浩伸 (飛鳥イン) 24 豊田 俊資

7 bye 23 bye

6 後藤 章 (TN-21) 22 下吹越 敏郎 (MTF)

5 堀田 英嗣 (Tラウンジ奈良) 21 服部 好志 (秋篠)

4 藤井 仁 (スネ-クピット) 20 坂本 幸成 (スネ-クピット)

3 松田 茂 (三郷ウッディ) 19 福西 淳司 (飛鳥イン)

3R

17 山下 託嗣 (Tラウンジ奈良)

2 bye 18 bye

① 1 御宮知 敬範(ＭＴＰ学園前)

1R 2R SF F SF 3R 2R 1R



男子55歳以上シングルス(24) 2022

(秋篠) ②16 杉本 敦 (スネ-クピット) 32 辻本 幸則

15 bye 31 bye

14 岸本 潔 (MTF) 30 岡野 正治 (わんむ)

13 三橋 正典 (わんむ) 29 渡邉 直樹 (スネ-クピット)

12 前川 恭彦 (三郷ウッディ) 28 見米 裕二 (シャープ)

11 中川 均 (エール) 27 島川 秀樹 (奈良国)

10 bye 26 bye

(三郷ウッディ) ③-④

③-④ 9 栗原 照仁 (TN-21) 25 河合 靖弘 (HBT)

8 山本 肇 (上牧町L) 24 江口 雅之

7 bye 23 bye

6 高木 哲也 (スネ-クピット) 22 高橋 正典 (MTF)

5 高橋 時春 (わんむ) 21 岡本 剛 (HBT)

4 藤本 明彦 (Tラウンジ奈良) 20 柏木 隆宏 (わんむ)

3 森岡 保夫 (MTF) 19 久保田 善裕(FSP)

2 bye 18 bye

3R SF F

17 豊川 吉史 (TN-21)

SF 3R 2R 1R

① 1 荒木 洋 (HBT)

1R 2R



男子65歳以上シングルス(15) 2022

4 菊谷 司 (青丹よし)

②8 関川 卓司 (奈良国) 16

14

7 三住 忍 (ＭＴＰ学園前) 15

6 藤木 正敏 (FSP)

12 ③-④

③-④ 5 鎌倉 勇 (三郷ウッディ) 13

10

9

3 西村 市郎 (奈良国) 11

SF F SF 2R 1R

2 bye

① 1 平井 敬人 (飛鳥イン)

1R 2R

杉田 憲治 (高田ア-バン)

森 淳 (三郷ウッディ)

中田 雅支 (FSP)

(奈良国)

葉田 晃三 (奈良国)

中村 朗 (香芝イン)

細谷 幸三 (HBT)

小室 茂夫 (エール)

大西 正信



女子A級シングルス(11) 2022

②(ＭＳＳ橿原)8 弓渓 明日香(わんむ) 16 上岡 小春

浅田 凜苑

7 井村 りこ (西口TA) 15 bye

(西口TA)

5 奥谷 梨那 (O's) 13 野中 晴陽 (ＭＴＰ学園前)

6 bye 14

4 今井 雪乃 (トスアップ) 12 石田 茉千 (奈良国)

3 荒井 あずね(西口TA) 11 bye

F

9 永野 芽生

SF 2R 1R

(O's)

2 bye 10 bye

SF

① 1 中村 天音 (ダイヤ)

1R 2R



女子45歳以上シングルス(7) 奈良県テニス選手権 2022

① 1 森花 治美 (矢田山)

bye

1R SF 1RSF F

6 大野 有紀 (矢田山)

4 岡本 直子 (TN-21)

3 脇坂 礼子 (サンヒル柏原)

2

5 三浦 麻美 (ＭＴＰ学園前)

7 細田 久美 (TN-21)

②8 松本 明美 (ち〜む寺小屋)




