
テニス                                     令和4年度　　第73回　奈良県民体育大会 女子 No2
男子 No2

日　　　　時 2022年7月　3日(日) 午前９時　競技開始 試合順 壮年男子
会　　　　場 奈良県立橿原公苑明日香庭球場 女子 No1

男子 No1
1R 2R

生駒市
生駒市　50

生駒市 香芝市
香芝市　32 坂江・今井 61 山田・濱浦

香芝市 桜井市 阪口・西垣 62 井口・上村
山田・濱浦 06 岡本・宮里 米澤・石田 64 森岡・山田
井口・上村 76(3) 原田・林 住友・中園 60 日下・坂口
森岡・山田 36 浜・岡本 中園・黒田 60 南・生田
日下・坂口 75 池田・森
南・生田 62 藤本・岡崎

大和郡山市　50
大和郡山市 高市郡
赤松・森花 60 吉川・松村
鈴江・前田 61 南和範・島田 大和高田市　30
早部・新井 60 米田・南庸吉 大和郡山市 大和高田市
栗田・岸本 63 福田・西 赤松・森花 16 門地・永井
稲津・森花 60 花井・鍵田 岸本・瀧川 16 黒田・木村

後田・中辻 67(4) 藤井・岡本
大和高田市　32 大野・岸本 吉村・浅田

大和高田市 生駒郡 前田・森花 松田・浅田
吉村・浅田 46 松本・溝部
黒田・増田 61 原田・浪崎
藤井・岡本 62 向井・狩野
門地・永井 06 山崎・吉村
浅田・松田 61 片岡・野中

北葛城郡　32
葛城市 北葛城郡
池田・堀田沙 16 岡井・新谷
津田・河合 75 塩谷・守屋星 橿原市　31
中・堀田 62 金井・守屋賢 北葛城郡 橿原市
堀田明・平野 67(4) 塩谷・林 岡井・新谷 46 石井・加藤
川俣・高橋 16 北村・畑 畑・守屋翔 60 阪本・鎌田

金井・守屋賢 36 井上・豊田
橿原市　50 林・塩谷 長田・豊田

五條市 橿原市 原田・守屋星 16 前田・狭間
正木・水掫 06 石井・山下
上田・山本 26 金森・鎌田
中垣・坂上 06 豊田・田ノ上
江戸・増谷 06 長田・加藤
今岡・市平 16 横山・奥井

磯城郡　WO
奈良市　50

磯城郡 奈良市
安井・金水 06 伊丹・鈴木
栗原・西村 36 眞城・中野
林越・堀江 26 濱田・岩佐

奈良市　41 田守・鶴田 06 吉岡・西
天理市 奈良市 正木・佐藤 16 高木・荒堀
浅田・鈴木 67(1) 吉岡・亀井
及川・木谷 36 高木・荒堀
大國・吉備 16 濱田・佐々木
上内・松岡 63 伊丹・西
岩林・中村 06 中野・宮西

11 五條市

12 橿原市

16 奈良市

13 宇陀市

14 磯城郡

15 天理市

9 葛城市

4 桜井市

10 北葛城郡

生駒郡8

6 高市郡

大和郡山市5

1 生駒市

3 香芝市

7 大和高田市

BYE2



SF F
生駒市　40

1 生駒市 生駒市 大和高田市
7 大和高田市 坂江・今井 63 吉村・浅田 優勝

阪口・黒田 61 増田・木村 生駒市　31
米澤・河合 61 藤井・岡本 生駒市 奈良市
住友・中園 62 門地・永井 住友・中園 61 吉岡・亀井
中園・西垣 松田・浅田 黒田・中園 61 高木・荒堀

米澤・石田 36 佐々木・岩佐
奈良市　32 坂江・今井 63 伊丹・西

12 橿原市 橿原市 奈良市 阪口・西垣 宮西・中野
16 奈良市 石井・加藤 16 吉岡・亀井

前田・狭間 64 宮西・中野
豊田・田ノ上 26 佐々木・岩佐
長田・豊田 75 伊丹・西
金森・鎌田 16 高木・荒堀

2022 令和4年度 優勝 生駒市

準優勝 奈良市

3位 大和高田市

3位 橿原市


