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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final
M107480 ダイヤモンドTC学園前 渡辺 直生 [1]

1 M140017 ダイヤモンドTC学園前 藤本 結優 渡辺 直生 [1]
   藤本 結優

2   Bye 1   
M179070 奈良女子大学附属 中村 彰   

3 M108378 奈良女子大学附属 谷村 海惺 植嶋 祐翔  
M107583 奈良高専 植嶋 祐翔 紀伊 遼平  

4 M200179 奈良高専 紀伊 遼平 6-0  
    植嶋 祐翔

5   Bye 33 小西 泰生 紀伊 遼平
帝塚山高等学校 小西 泰生 野田 裕生 6-1

6 帝塚山高等学校 野田 裕生  栗原 諒雅
    長谷川 知希

7   Bye 31 栗原 諒雅 6-2
M140064 西大和学園 栗原 諒雅 長谷川 知希  

8 西大和学園 長谷川 知希  夛根井 穂高
帝塚山高等学校 木下 椋太郎  青木 康輝

9 M206802 帝塚山高等学校 谷川 竣哉 木下 椋太郎 6-2
   谷川 竣哉  

10   Bye 17  木下 椋太郎
M179063 西大和学園 藤村 直輝  谷川 竣哉

11 M179065 西大和学園 馬渡 大揮 藤村 直輝 7-6(6)
   馬渡 大揮  

12   Bye 48  夛根井 穂高
    青木 康輝

13   Bye 49 夛根井 穂高 6-0
M206772 奈良高等学校 夛根井 穂高 青木 康輝  

14 M206777 奈良高等学校 青木 康輝  夛根井 穂高
    青木 康輝

15   Bye 15 倉田 凛成 [16] 6-3
M178937 奈良学園 倉田 凛成 [16] 西尾 陸杜  

16 M206790 奈良学園 西尾 陸杜   
M179062 東大寺 吉村 潤 [12]   

17 M166502 東大寺 樫山 悠人 吉村 潤 [12]  
   樫山 悠人  

18   Bye 9  吉村 潤 [12]
M107582 奈良高等学校 佐伯 駿太  樫山 悠人

19 M195278 奈良高等学校 松田 智陽 佐伯 駿太 6-0
   松田 智陽  

20   Bye 56  吉村 潤 [12]
    樫山 悠人

21   Bye 41 岩見 海里 6-1
M206781 奈良高等学校 岩見 海里 稲本 醒駿  

22 M206780 奈良高等学校 稲本 醒駿  大橋 奏斗
    田中 涼太

23   Bye 23 大橋 奏斗 6-1
M206771 奈良高等学校 大橋 奏斗 田中 涼太  

24 M108237 奈良高等学校 田中 涼太  川上 翼 [6]
M195640 生駒高校 山本 唯人  片岡 真太郎

25 M195641 生駒高校 水口 博統 前田 真央 6-4
M140056 奈良高専 前田 真央 津田 祐磨  

26 M178944 奈良高専 津田 祐磨 6-2 前田 真央
M206760 橿原学院高等学校 山下 留唯  津田 祐磨

27 M206759 橿原学院高等学校 平井 大揮 山下 留唯 6-2
   平井 大揮  

28   Bye 40  川上 翼 [6]
    片岡 真太郎

29   Bye 57 後藤 将仁 6-1
M166508 一条高校 後藤 将仁 藤岡 宏貴  

30 M195179 一条高校 藤岡 宏貴  川上 翼 [6]
    片岡 真太郎

31   Bye 7 川上 翼 [6] 6-1
M140019 奈良学園 川上 翼 [6] 片岡 真太郎  

32 M108161 奈良学園 片岡 真太郎   
M97601 奈良学園登美ヶ丘高等学校 坂根 瑛太 [4]   

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

34   Bye 3  坂根 瑛太 [4]
M98024 西大和学園 田辺 陽太  後藤 永醐

35 M143202 西大和学園 石津 雄大 田辺 陽太 6-1
   石津 雄大  

36   Bye 61  坂根 瑛太 [4]
M195211 高円芸術高校 井上 楓  後藤 永醐

37 M195233 高円芸術高校 田口 真潤 上北 真輝 6-3
M195222 高円芸術高校 上北 真輝 中島 壮琉  

38 M195223 高円芸術高校 中島 壮琉 6-2 森岡 步夢
    石松 翔

39   Bye 29 森岡 步夢 6-2
M107681 ロングウッド奈良 森岡 步夢 石松 翔  

40 M166564 生駒高校 石松 翔  坂根 瑛太 [4]
M206761 高円芸術高校 西置 悠人  後藤 永醐

41 M206762 高円芸術高校 西置 拓真 西置 悠人 6-3
   西置 拓真  

42   Bye 19  西置 悠人
帝塚山高等学校 松本 悠希  西置 拓真

43 帝塚山高等学校 高尾 颯真 松本 悠希 W.O
   高尾 颯真  

44   Bye 45  中村 凌人 [14]
    藤久保 歩夢

45   Bye 52 佐野 倖友 6-0
M206764 高円芸術高校 佐野 倖友 山田 楓雅  

46 M206763 高円芸術高校 山田 楓雅  中村 凌人 [14]
    藤久保 歩夢

47   Bye 13 中村 凌人 [14] 6-2
M139964 奈良育英高 中村 凌人 [14] 藤久保 歩夢  

48 M206769 奈良育英高 藤久保 歩夢   
M179087 奈良学園 橋本 陽成 [11]   

49 M166513 奈良学園 緒方 秀羽 橋本 陽成 [11]  
   緒方 秀羽  

50   Bye 11  橋本 陽成 [11]
M195563 帝塚山高等学校 古田 俊成  緒方 秀羽

51 M195574 帝塚山高等学校 遠藤 晴斗 古田 俊成 W.O
   遠藤 晴斗  

52   Bye 53  橋本 陽成 [11]
    緒方 秀羽

53   Bye 44 大東 奎介 6-4
M179086 奈良学園登美ヶ丘高等学校 大東 奎介 淺村 佑都  

54 M179085 奈良学園登美ヶ丘高等学校 淺村 佑都  上田 瑛翔
    西上 宗汰

55   Bye 21 上田 瑛翔 6-0
M195178 一条高校 上田 瑛翔 西上 宗汰  

56 M195146 一条高校 西上 宗汰  橋本 陽成 [11]
M206775 奈良高等学校 山木 晴仁  緒方 秀羽

57 M206779 奈良高等学校 臼木 駿 日下 魁人 6-3
M144731 奈良高等学校 日下 魁人 髙塚 真登  

58 M166566 奈良高等学校 髙塚 真登 6-0 日下 魁人
M206774 奈良高等学校 平井 敦也  髙塚 真登

59 M206776 奈良高等学校 平石 隼大 平井 敦也 6-0
   平石 隼大  

60   Bye 37  三谷 海人 [7]
    竹中 大輔

61   Bye 60 伊藤 凛貴 6-1
M195586 帝塚山高等学校 伊藤 凛貴 八木 陸渡  

62 M195585 帝塚山高等学校 八木 陸渡  三谷 海人 [7]
    竹中 大輔

63   Bye 5 三谷 海人 [7] 6-0
M107725 奈良育英高 三谷 海人 [7] 竹中 大輔  

64 M108118 奈良育英高 竹中 大輔   



M139947 奈良学園登美ヶ丘高等学校 川村 陸 [5]   
65 M139982 奈良学園登美ヶ丘高等学校 門野 修也 川村 陸 [5]  

   門野 修也  
66   Bye 6  川村 陸 [5]

M179066 西大和学園 田中 秀征  門野 修也
67 M186732 西大和学園 葉山 祐器 田中 秀征 6-0

   葉山 祐器  
68   Bye 59   

    川村 陸 [5]
69   Bye 38 辻本 陽貴 門野 修也

M195288 奈良高等学校 辻本 陽貴 青江 直輝 6-0
70 M195079 奈良高等学校 青江 直輝  辻本 陽貴

    青江 直輝
71   Bye 28 森本 大斗 6-0

西大和学園 森本 大斗 鈴木 統万  
72 西大和学園 鈴木 統万  川村 陸 [5]

M166563 国際高校 辰巳 和也  門野 修也
73 M206768 国際高校 隅田 悠斗 辰巳 和也 6-3

   隅田 悠斗  
74   Bye 22  辰巳 和也

M178940 奈良学園 日高 暁稀  隅田 悠斗
75 奈良学園 木戸 健太 日高 暁稀 7-6（3）

   木戸 健太  
76   Bye 43  山根 都羽 [10]

M195168 一条高校 乾 惺太  飯島 拓也
77 M195167 一条高校 橋本 七輝 灘 大樹 6-0

M195322 帝塚山高等学校 灘 大樹 高野 博貴  
78 M195597 帝塚山高等学校 高野 博貴 7-5 山根 都羽 [10]

    飯島 拓也
79   Bye 12 山根 都羽 [10] 6-1

M107936 奈良学園 山根 都羽 [10] 飯島 拓也  
80 M166512 奈良学園 飯島 拓也   

M140027 奈良育英高 松浦 聖空 [13]   
81 M107971 奈良育英高 河合 良太 松浦 聖空 [13]  

   河合 良太  
82   Bye 14  松浦 聖空 [13]

帝塚山高等学校 中道 玲汰  河合 良太
83 帝塚山高等学校 紺谷 伸悟 森田 幸太郎 6-0

M195410 高取国際高校 森田 幸太郎 酒井 司  
84 M206795 高取国際高校 酒井 司 W.O 松浦 聖空 [13]

    河合 良太
85   Bye 46 杉本 英駿 6-0

M195190 生駒高校 杉本 英駿 片桐 朝成  
86 M195509 生駒高校 片桐 朝成  杉本 英駿

    片桐 朝成
87   Bye 20 吉田 亘希 6-1

M206823 生駒高校 吉田 亘希 西川 峻平  
88 M206784 生駒高校 西川 峻平  上林 群 [3]

M195156 一条高校 松下 拓磨  粟津 陽太
89 M206799 一条高校 板谷 省吾 松下 拓磨 6-2

   板谷 省吾  
90   Bye 30  中野 凛一

M140046 奈良国際テニスクラブ 中野 凛一  布村 優森
91 M140030 YELL Tennis Academy 布村 優森 中野 凛一 7-5

   布村 優森  
92   Bye 35  上林 群 [3]

    粟津 陽太
93   Bye 62 曽根 靖智 6-3

M166577 奈良高等学校 曽根 靖智 飯野 雄大  
94 M195080 奈良高等学校 飯野 雄大  上林 群 [3]

    粟津 陽太
95   Bye 4 上林 群 [3] W.O

M107593 ユニークスタイルTA 上林 群 [3] 粟津 陽太  
96 M108236 ダイヤモンドTC学園前 粟津 陽太   

M195376 奈良学園 市木 大翔 [8]   
97 M139931 奈良学園 高松 敬 市木 大翔 [8]  

   高松 敬  
98   Bye 8  市木 大翔 [8]

M195377 奈良学園 川北 遼太郎  高松 敬
99 M178936 奈良学園 武田 櫂斗 前原 颯 6-3

M166573 生駒高校 前原 颯 山田 唯楓  
10 M140000 生駒高校 山田 唯楓 6-2 市木 大翔 [8]

    高松 敬
10   Bye 39 浦 大貴 7-6（3）

M190607 奈良女子大学附属 浦 大貴 金集 慶次郎  
10 M190613 奈良女子大学附属 金集 慶次郎  森川 慶也

    隅谷 正麻
10   Bye 26 森川 慶也 6-2

M139955 一条高校 森川 慶也 隅谷 正麻  
10 M178952 一条高校 隅谷 正麻  芝辻 杏織

M178954 一条高校 上田 航輝  黒澤 陽
10 M166504 一条高校 長谷川 修大 上田 航輝 6-3

   長谷川 修大  
10   Bye 24  上田 航輝

西大和学園 木谷 文哉  長谷川 修大
10 西大和学園 高橋 亮成 木谷 文哉 6-3

   高橋 亮成  
10   Bye 42  芝辻 杏織

    黒澤 陽
10   Bye 55 芝辻 杏織 6-1

M186698 奈良学園登美ヶ丘高等学校 芝辻 杏織 黒澤 陽  
11 M108382 一条高校 黒澤 陽  芝辻 杏織

    黒澤 陽
11   Bye 10 吉田 智紀 [9] 6-2

M166568 奈良育英高 吉田 智紀 [9] 田仲 柊斗  
11 M194771 奈良育英高 田仲 柊斗   

M179061 東大寺 松本 陽人 [15]   
11 M179058 東大寺 髙宮 圭一郎 松本 陽人 [15]  

   髙宮 圭一郎  
11   Bye 16  松本 陽人 [15]

M195333 高取国際高校 橋本 太朗  髙宮 圭一郎
11 M195343 高取国際高校 米田 匠太郎 橋本 太朗 6-1

   米田 匠太郎  
11   Bye 50   

    松本 陽人 [15]
11   Bye 47 中村 孔紀 髙宮 圭一郎

帝塚山高等学校 中村 孔紀 冨田 光毅 6-1
11 帝塚山高等学校 冨田 光毅  佐々木 悠雅

    青柳 僚馬
11   Bye 18 佐々木 悠雅 6-0

M186697 奈良学園登美ヶ丘高等学校 佐々木 悠雅 青柳 僚馬  
12 M179082 奈良学園登美ヶ丘高等学校 青柳 僚馬  中村 仁哉 [2]

M179064 西大和学園 谷山 拓幹  木戸 翔太郎
12 M179068 西大和学園 青木 海翔 谷山 拓幹 6-0

   青木 海翔  
12   Bye 32  谷山 拓幹

M195596 帝塚山高等学校 友井 京介  青木 海翔
12 M195564 帝塚山高等学校 栗原 瑞生 友井 京介 W.O

   栗原 瑞生  
12   Bye 34  中村 仁哉 [2]

M195355 御所実業 吉川 慶  木戸 翔太郎
12 M206782 磯城野高校 岡田 晃典 吉川 慶 6-0

M206770 奈良高等学校 河村 勇吾 岡田 晃典  
12 M206773 奈良高等学校 西川 昂希 W.O 中村 仁哉 [2]

    木戸 翔太郎
12   Bye 2 中村 仁哉 [2] 6-0

M107687 奈良学園 中村 仁哉 [2] 木戸 翔太郎  
12 M139945 奈良育英高 木戸 翔太郎  


