
2022奈良県ジュニアテニス選手権夏季大会
BS 11-本戦

St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

1 M691878   ダイヤモンドTC学園前 日野 陽介 [1]  

    植田 琉仁

2 M166605   ＭＳＳ橿原 植田 琉仁 W.O.

     

3   テニスラウンジ奈良 藤原 耕太郎  

    星 郁人

4 M194408   O's 星 郁人 6-0

     星 郁人

5 M200132   ユニークスタイルTA 萩野 晃大  

    萩野 晃大

6   ＭＳＳ橿原 古市 滉晟 6-2

    

7   ユニークスタイルTA 中村 勇心

    高木 星名

8 M194970   ダイヤモンドTC学園前 高木 星名 6-1

     一瀬 創太 [6]

9 M194420   ユニークスタイルTA 加藤 龍之介 [10]  

    加藤 龍之介 [10]

10 M200138   MTP学園前ロイヤル 大川 陽翔 6-0

    

11 M194464   O's 下間 明冴光

    下間 明冴光

12   ＭＳＳ橿原 栗尾 勇也 6-0

     

13   ユニークスタイルTA 森繁 悠仁  

    藤川 慶

14 M200144   ダイヤモンドTC学園前 藤川 慶 7-6(1)

    

15 M186677   佐保山TC 古川 一希

    一瀬 創太 [6]

16 M186664   西口TA 一瀬 創太 [6] 6-4

     柴田 陽之介 [3]

17 M186672   ダイヤモンドTC学園前 柴田 陽之介 [3]  

    柴田 陽之介 [3]

18   ユニークスタイルTA 小林 陸人 6-0

    

19   アイル.ＴＦＣ 今村 太一

    今村 太一

20   ユニークスタイルTA 乾 智稀 7-6(7)

    柴田 陽之介 [3]

21   まほろばテニススクール 奥田 誠

    弓場 瑛士

22 M194562   MTP学園前ロイヤル 弓場 瑛士 6-0

    

23 M178910   平群TA 秋山 仁

    中尾 将隆

24 M194496   ダイヤモンドTC学園前 中尾 将隆 6-0

    柴田 陽之介 [3]

25 M194552   奈良国際テニスクラブ 猪口 玲

    猪口 玲

26 M194518   MTP学園前ロイヤル 新城 陽真 6-4

    

27   MTP学園前ロイヤル 野田 悠貴

    綿松 龍星

28 M200143   西口TA 綿松 龍星 6-2

    猪口 玲

29   コスパあやめ池 南川 和輝

    芝原 樟汰

30   MTP学園前ロイヤル 芝原 樟汰 6-0

    

31 M194541   奈良国際テニスクラブ 米田 多利

    坪川 大進 [5]

32 M186671   ダイヤモンドTC学園前 坪川 大進 [5] 6-1

     岡野 琉 [2]

33 M166490   TN-21 北浦 悠翔 [7]  8-4

    北浦 悠翔 [7]

34   ユニークスタイルTA 荻野 祐永 6-0

    

35   ユニークスタイルTA 松本 祐樹

    南 玲和

36 M190579   YELL Tennis Academy 南 玲和 6-1

    北浦 悠翔 [7]

37   ダイヤモンドTC学園前 谷村 遥紀

    谷村 遥紀

38 M186666   ユニークスタイルTA 上田 伊織 W.O.

    

39 M200131   ユニークスタイルTA 中窪 望

    坂田 周平 [9]

40 M194519   MTP学園前ロイヤル 坂田 周平 [9] 6-0

    杉本 吏飛 [4]

41 M200145   ダイヤモンドTC学園前 柴田 藍之介 6-2

    柴田 藍之介

42   MTP学園前ロイヤル 石田 元輝 7-6(3)

    

43 M195431   ダイヤモンドTC学園前 和田 智仁

    和田 智仁

44   YELL Tennis Academy 松田 遊 6-0

     杉本 吏飛 [4]

45 M200137   MTP学園前ロイヤル 山田 旺太

     原田 陸玖

46 M194980   ダイヤモンドTC学園前 原田 陸玖 6-0

     

47 M200167   アイル.ＴＦＣ 織田 悠生

     杉本 吏飛 [4]

48 M194419   ユニークスタイルTA 杉本 吏飛 [4] 6-0

     岡野 琉 [2]

49 M186678   MTP学園前ロイヤル 阿部 登羽 [8]

     阿部 登羽 [8]

50 M194969   コスパあやめ池 西森 輝知 6-1

     

51 M200133   ユニークスタイルTA 山本 悠仁

     中森 優貴

52 M194551   ＭＳＳ橿原 中森 優貴 6-1

    阿部 登羽 [8]

53   ダイヤモンドTC学園前 小野 貫太郎

    小野 貫太郎

54   まほろばテニススクール 大浦 陽希 6-4

     

55 M194783   テニスラウンジ奈良 渡部 亮弥

     中 友翔

56 M194409   ユニークスタイルTA 中 友翔 6-0

     岡野 琉 [2]

57 M194486   テニスラウンジ奈良 近藤 直太朗 6-1

     近藤 直太朗

58 M200136   奈良国際テニスクラブ 新田 将大 6-0

     

59   ユニークスタイルTA 徳冨 尊

     長瀬 恒平

60 M200146   ダイヤモンドTC学園前 長瀬 恒平 6-1

     岡野 琉 [2]

61 M200147   香芝インドアテニスクラブ 中山 大喜

     中山 大喜

62   アイル.ＴＦＣ 松田 透碧 7-6(5)

     

63 M200134   香芝インドアテニスクラブ 田中 照悟

     岡野 琉 [2]

64 M166604   YELL Tennis Academy 岡野 琉 [2] 6-0
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5、6位 ３、４位

星 郁人 一瀬 創太 [6]

猪口 玲

猪口 玲 6-1 一瀬 創太 [6]

猪口 玲 ６－１

北浦 悠翔 [7] 杉本 吏飛 [4]

阿部 登羽 [8]

阿部 登羽 [8] 6-3

7、8位

星 郁人

星 郁人

北浦 悠翔 [7] ６－４



5、6位 ３、４位

中村 雅 [5] 伊藤 更紗 [6]

中村 雅 [5] 廣田 菜々子 [2]

住友 月 [3] 6-4 廣田 菜々子 [2]

坂本 愛実 [4]

坂本 愛実 [4] 6-2

坂本 愛実 [4]

山野 楓花 [7] 6-1

7、8位

住友 月 [3]

住友 月 [3]

山野 楓花 [7] 6-0




