
2022奈良県ジュニアテニス選手権秋季大会
BD 17-本戦 ※11～15シードについては、U15（16）での獲得ポイントを考慮して抽選を実施

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com
選手登録番 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
M107687 奈良学園 中村 仁哉 [1]

1 M139945 奈良育英高校 木戸 翔太郎 中村 仁哉 [1]
   木戸 翔太郎

2   Bye 1  中村 仁哉 [1]
M195377 奈良学園 川北 遼太郎  木戸 翔太郎

3 M195376 奈良学園 市木 大翔 川北 遼太郎 6-0
M144731 奈良高等学校 日下 魁人 市木 大翔  

4 M166566 奈良高等学校 髙塚 真登 6-3 中村 仁哉 [1]
    木戸 翔太郎

5   Bye 33 佐野 倖友 6-0
高円芸術高校 佐野 倖友 山田 楓雅  

6 高円芸術高校 山田 楓雅  佐野 倖友
    山田 楓雅

7   Bye 31 今村 匡輝 6-2
M108233 奈良工業高等専門学校 今村 匡輝 伊藤 友翔  

8 M139999 奈良工業高等専門学校 伊藤 友翔  中村 仁哉 [1]
M200182 奈良工業高等専門学校 吉原 快  木戸 翔太郎

9 M200183 奈良工業高等専門学校 土田 陸 吉原 快 6-3
   土田 陸  

10   Bye 17  武田 櫂斗
M178936 奈良学園 武田 櫂斗  西尾 陸杜

11 奈良学園 西尾 陸杜 武田 櫂斗 6-0
M200192 西大和学園 岡嶋 倖生 西尾 陸杜  

12 M200190 西大和学園 葛城 瑞樹  6-3 山田 壮一郎
    金尾 和

13   Bye 49 前岡 直希 6-2
奈良工業高等専門学校 前岡 直希 増井 崇  

14 奈良工業高等専門学校 増井 崇  山田 壮一郎
    金尾 和

15   Bye 15 山田 壮一郎 6-0
M97492 西大和学園 山田 壮一郎 金尾 和  

16 M97690 西大和学園 金尾 和  中村 仁哉 [1]
M178937 奈良学園 倉田 凛成 [12]  木戸 翔太郎

17 M179087 奈良学園 橋本 陽成 倉田 凛成 [12] 6-1
   橋本 陽成  

18   Bye 9  倉田 凛成 [12]
M178949 国際高校 唐木 春樹  橋本 陽成

19 M178946 国際高校 笠目 琥太郎 唐木 春樹 6-1
奈良工業高等専門学校 宮崎 蓮凰 笠目 琥太郎  

20 奈良工業高等専門学校 田口 翔大 6-0 倉田 凛成 [12]
    橋本 陽成

21   Bye 41 曽根 靖智 6-2
M166577 奈良高等学校 曽根 靖智 飯野 雄大  

22 M195080 奈良高等学校 飯野 雄大  曽根 靖智
    飯野 雄大

23   Bye 23 村上 裕真 6-3
M195398 奈良学園登美ヶ丘高等学校 村上 裕真 瀬川 悠人  

24 M139972 奈良学園登美ヶ丘高等学校 瀬川 悠人  倉田 凛成 [12]
M195641 生駒高校 水口 博統  橋本 陽成

25 M195520 生駒高校 江川 幸輝 岩見 海里 6-2
奈良高等学校 岩見 海里 稲本 醒駿  

26 奈良高等学校 稲本 醒駿 6-2 前原 颯
M166573 生駒高校 前原 颯  山田 唯楓

27 M140000 生駒高校 山田 唯楓 前原 颯 7-5
   山田 唯楓  

28   Bye 40  川村 陸 [7]
    芝辻 杏織

29   Bye 57 矢野 聖也 6-4
生駒高校 矢野 聖也 西川 峻平  

30 生駒高校 西川 峻平  川村 陸 [7]
    芝辻 杏織

31   Bye 7 川村 陸 [7] 6-0
M139947 奈良学園登美ヶ丘高等学校 川村 陸 [7] 芝辻 杏織  

32 M186698 奈良学園登美ヶ丘高等学校 芝辻 杏織  中村 仁哉 [1]
M97601 奈良学園登美ヶ丘高等学校 坂根 瑛太 [4]  木戸 翔太郎

33 M108154 一条高校 後藤 永醐 坂根 瑛太 [4] 6-1
   後藤 永醐  

34   Bye 3  坂根 瑛太 [4]
奈良高等学校 大橋 奏斗  後藤 永醐

35 M108237 奈良高等学校 田中 涼太 大橋 奏斗 6-1
   田中 涼太  

36   Bye 61  坂根 瑛太 [4]
    後藤 永醐

37   Bye 36 前田 真央 6-0
M140056 奈良工業高等専門学校 前田 真央 津田 祐磨  

38 M178944 奈良工業高等専門学校 津田 祐磨  前田 真央
    津田 祐磨

39   Bye 29 上北 真輝 6-0
M195222 高円芸術高校 上北 真輝 中島 壮琉  

40 M195223 高円芸術高校 中島 壮琉  坂根 瑛太 [4]
M179040 西大和学園 安濃田 昊暉  後藤 永醐

41 西大和学園 石津 雄大 安濃田 昊暉 6-1
   石津 雄大  

42   Bye 19  安濃田 昊暉
奈良学園 大久保 天陽  石津 雄大

43 M178940 奈良学園 日高 暁稀 辻本 陽貴 6-1
M195288 奈良高等学校 辻本 陽貴 青江 直輝  

44 M195079 奈良高等学校 青江 直輝 6-1 塩見 颯人 [15]
    石川 幹人

45   Bye 52 小野 専凱 7-5
M166495 西大和学園 小野 専凱 山門 聖七  

46 M166493 西大和学園 山門 聖七  塩見 颯人 [15]
    石川 幹人

47   Bye 13 塩見 颯人 [15] 6-1
M166497 西大和学園 塩見 颯人 [15] 石川 幹人  

48 M166494 西大和学園 石川 幹人  坂根 瑛太 [4]
M179062 東大寺 吉村 潤 [10]  後藤 永醐

49 M166502 東大寺 樫山 悠人 吉村 潤 [10] 6-3
   樫山 悠人  

50   Bye 11  吉村 潤 [10]
生駒高校 吉田 亘希  樫山 悠人

51 生駒高校 湯川 海斗 吉田 亘希 6-0
   湯川 海斗  

52   Bye 53  吉村 潤 [10]
    樫山 悠人

53   Bye 44 松下 拓磨 6-2
M195156 一条高校 松下 拓磨 橋本 七輝  

54 M195167 一条高校 橋本 七輝  石川 晴万
M139909 高円高校 石川 晴万  飯塚 晴

55 M139911 西和清陵高 飯塚 晴 石川 晴万 6-1
M179086 奈良学園登美ヶ丘高等学校 大東 奎介 飯塚 晴  

56 M178952 一条高校 隅谷 正麻 6-4 山本 翔平 [5]
国際高校 瀧 友太郎  門野 修也

57 国際高校 隅田 悠斗 瀧 友太郎 6-2
   隅田 悠斗  

58   Bye 27  瀧 友太郎
M190606 奈良女子大学附属中等教育学校 松枝 鷗祐  隅田 悠斗

59 M190613 奈良女子大学附属中等教育学校 金集 慶次郎 松枝 鷗祐 6-2
   金集 慶次郎  

60   Bye 37  山本 翔平 [5]
奈良高等学校 山木 晴仁  門野 修也

61 奈良高等学校 臼木 駿 山木 晴仁 6-1
奈良高等学校 平井 敦也 臼木 駿  

62 奈良高等学校 平石 隼大 6-1 山本 翔平 [5]
    門野 修也 渡辺 直生 [3]

63   Bye 5 山本 翔平 [5] 6-0 藤本 結優
M140001 奈良学園 山本 翔平 [5] 門野 修也  6-3,6-2

64 M139982 奈良学園登美ヶ丘高等学校 門野 修也   



M108161 奈良学園 片岡 真太郎 [6]   
65 M166512 奈良学園 飯島 拓也 片岡 真太郎 [6]  

   飯島 拓也  
66   Bye 6  片岡 真太郎 [6]

M178954 一条高校 上田 航輝  飯島 拓也
67 M139955 一条高校 森川 慶也 後藤 将仁 6-1

M166508 一条高校 後藤 将仁 黒澤 陽  
68 M108382 一条高校 黒澤 陽 6-1 片岡 真太郎 [6]

    飯島 拓也
69   Bye 38 藤岡 宏貴 6-0

M195179 一条高校 藤岡 宏貴 長谷川 修大  
70 M166504 一条高校 長谷川 修大  藤岡 宏貴

    長谷川 修大
71   Bye 28 廣田 登士 W.O

M179072 奈良女子大学附属中等教育学校 廣田 登士 松岡 昊汰  
72 M179073 奈良女子大学附属中等教育学校 松岡 昊汰  片岡 真太郎 [6]

奈良工業高等専門学校 森 圭毅  飯島 拓也
73 奈良工業高等専門学校 西岡 佑晟 森 圭毅 6-4

   西岡 佑晟  
74   Bye 22  山村 伊吹

M195607 国際高校 山村 伊吹  辰巳 和也
75 M166563 国際高校 辰巳 和也 山村 伊吹 6-1

   辰巳 和也  
76   Bye 43  三谷 海人 [9]

M195124 香芝インドアテニスクラブ 藤井 悠太朗  中村 凌人
77 M186693 テニスラウンジ奈良 関谷 樹 乾 惺太 6-0

M195168 一条高校 乾 惺太 板谷 省吾  
78 一条高校 板谷 省吾 6-4 三谷 海人 [9]

    中村 凌人
79   Bye 12 三谷 海人 [9] 6-0

M107725 奈良育英高校 三谷 海人 [9] 中村 凌人  
80 M139964 奈良育英高校 中村 凌人  渡辺 直生 [3]

M140019 奈良学園 川上 翼 [13]  藤本 結優
81 M139931 奈良学園 高松 敬 川上 翼 [13] 6-0

   高松 敬  
82   Bye 14  川上 翼 [13]

M140046 奈良国際テニスクラブ 中野 凜一  高松 敬
83 M140030 YELL Tennis Academy 布村 優森 中野 凜一 7-6(4)

   布村 優森  
84   Bye 51  川上 翼 [13]

M195178 一条高校 上田 瑛翔  高松 敬
85 M195146 一条高校 西上 宗汰 上田 瑛翔 6-2

磯城野高等学校 岡田 晃典 西上 宗汰  
86 磯城野高等学校 滝本 詠也 6-1 上田 瑛翔

   西上 宗汰
87  Bye 20 吉水 陽巳 6-1

生駒高校 吉水 陽巳 河原 響育  
88 生駒高校 河原 響育  川上 翼 [13]

M195211 高円芸術高校 井上 楓  高松 敬
89 M195233 高円芸術高校 田口 真潤 井上 楓 6-2

   田口 真潤  
90   Bye 30  山根 都羽

M107936 奈良学園 山根 都羽  緒方 秀
91 M166513 奈良学園 緒方 秀 山根 都羽 6-0

   緒方 秀  山根 都羽 渡辺 直生 [3]
92   Bye 35  緒方 秀 藤本 結優

    6-1 6-0
93   Bye 62 佐伯 駿太  

M107582 奈良高等学校 佐伯 駿太 松田 智陽  
94 M195278 奈良高等学校 松田 智陽   

     
95   Bye 4 渡辺 直生 [3]

M107480 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 渡辺 直生 [3] 藤本 結優  
96 M140017 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 藤本 結優  渡辺 直生 [3]

M166568 奈良育英高校 吉田 智紀 [8]  藤本 結優
97 M194771 奈良育英高校 田仲 柊斗 吉田 智紀 [8] 6-2

   田仲 柊斗  
98   Bye 8  吉田 智紀 [8]

奈良高等学校 堀田 悠晃  田仲 柊斗
99 奈良高等学校 河村 勇吾 堀田 悠晃 6-0

   河村 勇吾  
100   Bye 58  吉田 智紀 [8]

    田仲 柊斗
101   Bye 39 仲田 祐亮 6-0

M190612 奈良女子大学附属中等教育学校 仲田 祐亮 吉田 英資  
102 M190608 奈良女子大学附属中等教育学校 吉田 英資  仲田 祐亮

高円芸術高校 西置 悠人  吉田 英資
103 高円芸術高校 西置 拓真 片桐 朝成 7-5

M195509 生駒高校 片桐 朝成 酒井 颯汰  
104 生駒高校 酒井 颯汰 6-4 吉田 智紀 [8]

奈良工業高等専門学校 松尾 盛照  田仲 柊斗
105 奈良工業高等専門学校 谷埜 大和 松本 陽人 6-4

M179061 東大寺 松本 陽人 髙宮 圭一郎  
106 M179058 東大寺 髙宮 圭一郎 6-1 松本 陽人

M186697 奈良学園登美ヶ丘高等学校 佐々木 悠雅  髙宮 圭一郎
107 M190614 奈良学園登美ヶ丘高等学校 山本 湧大 佐々木 悠雅 6-3

   山本 湧大  
108   Bye 42  松本 陽人

    髙宮 圭一郎
109   Bye 55 杉本 英駿 7-6(4)

M195190 生駒高校 杉本 英駿 石松 翔  
110 M166564 生駒高校 石松 翔  中村 彰 [11]

    谷村 海惺
111   Bye 10 中村 彰 [11] 6-4

M179070 奈良女子大学附属中等教育学校 中村 彰 [11] 谷村 海惺  
112 M108378 奈良女子大学附属中等教育学校 谷村 海惺  竹中 大輔 [2]

M140027 奈良育英高校 松浦 聖空 [14]  粟津 陽太
113 M107971 奈良育英高校 河合 良太 松浦 聖空 [14] 6-4

   河合 良太  
114   Bye 16  松浦 聖空 [14]

M200184 奈良工業高等専門学校 川端 遼  河合 良太
115 M139932 奈良工業高等専門学校 谷山 達郎 川端 遼 6-0

   谷山 達郎  
116   Bye 50  松浦 聖空 [14]

    河合 良太
117   Bye 47 紀伊 遼平 6-1

M200179 奈良工業高等専門学校 紀伊 遼平 魚谷 健太郎  
118 M200180 奈良工業高等専門学校 魚谷 健太郎  小西 遼佑

    新治 博人
119   Bye 18 小西 遼佑 7-6(6)

国際高校 小西 遼佑 新治 博人  
120 国際高校 新治 博人  竹中 大輔 [2]

M108377 奈良学園登美ヶ丘高等学校 中田 龍馬  粟津 陽太
121 M139940 奈良学園登美ヶ丘高等学校 前波 泰司 中田 龍馬 6-3

   前波 泰司  
122   Bye 32  中原 健心

M190609 奈良女子大学附属中等教育学校 奥田 崇皓  萩原 昴
123 M190607 奈良女子大学附属中等教育学校 浦 大貴 中原 健心 6-0

M195651 西大和学園 中原 健心 萩原 昴  
124 M194782 西大和学園 萩原 昴 W.O 竹中 大輔 [2]

    粟津 陽太
125   Bye 63 夛根井 穂高 6-0

奈良高等学校 夛根井 穂高 青木 康輝  
126 奈良高等学校 青木 康輝  竹中 大輔 [2]

    粟津 陽太
127   Bye 2 竹中 大輔 [2] 6-2

M108118 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 竹中 大輔 [2] 粟津 陽太  
128 M108236 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 粟津 陽太  

※JOC関西予選出場の為日程考慮


