
決勝

神谷 佳② （育英） 山村 栄一朗② （奈学）

服部 稜① （育英） 神谷・服部 山村・福嶋 福嶋 直樹② （奈学）

奥本・田中 奥本 海里① （磯城） 60 60 宮本 要① （一条）

田中 翔太郎② （磯城） 廣岡・瀬田 山本・大塚 石塚 健太① （一条）

廣岡・瀬田 廣岡 幸一郎② （生駒） 60 63 山本 高大② （奈北）

瀬田 隆悟① （生駒） 神谷・服部 山村・福嶋 大塚 啓将② （奈北）

谷脇・小東 谷脇 孝輔② （王工） 60 62 平川 佳樹② （天理）

小東 海斗① （王工） 上原・若林 高橋・國分 中尾 成孝② （天理）

上原・若林 上原 佑介① （東大） 62 61 高橋 雅紀② （高取）

若林 祐希① （東大） 神谷・服部 山村・福嶋 國分 利夢① （高取）

山本・上田 山本 侑資① (女附) 60 62 島田 純② （奈良）

上田 雄大① (女附) 山本・上田 島田・中谷 中谷 大樹② （奈良）

伊佐・梅原 伊佐地 一輝① （高円） 60 60 澤井 祐人① （教校）

梅原 大暉① （高円） 山本・上田 島田・中谷 松田 洋明① （教校）

樫原・浦野 樫原 壯② （青翔） 62 62 尾崎 渡① （奈情）

浦野 真央② （青翔） 尾崎・中井 中井 大貴① （奈情）

BY・BY BYE 64 米田 彼野人② （西京）

BYE 瀬尾・米塚 早見・清水 西 龍哉② （西京）

瀬尾 拓稀① （奈学） 60 61 早見 優哉① （奈登）

米塚 靖浩① （奈学） 神谷・服部 山村・福嶋 清水 宏峻① （奈登）

前田 将太② （奈良） 62 63 寺田 慎② （生駒）

熊野 順一② （奈良） 前田・熊野 寺田・岩坪 岩坪 健太① （生駒）

阪口・大石 阪口 玲於② （県ろう） 61 63 齊藤 雄大① （東大）

大石 勝太① （県ろう） 阪口・大石 齊藤・多田 多田 龍生① （東大）

瀬戸・岩本 瀬戸 風磨② （御実） W.O. 60 佐藤 数馬① (女附)

岩本 晃樹① （御実） 前田・熊野 寺田・岩坪 深川 韻① (女附)

森井・岸本 森井 健剛① （高取） 75 60 岡本 快① （大淀）

岸本 和磨① （高取） 森井・岸本 森本・綾井 松浦 隼斗① （大淀）

酒井・松本 酒井 仁② （西大） 61 60 森本 潔① （平城）

松本 峻弥② （西大） 橋本・中野 大野・安東 綾井 康平① （平城）

橋本・中野 橋本 舜② （平城） 63 63 竹村 和音② （王工）

中野 智貴② （平城） 橋本・中野 稲垣・宮本 中原 龍之介① （王工）

梅谷・楓井 梅谷 和飛① （登美） 60 64 稲垣 駿吾② （西大）

楓井 翔己① （登美） 橋本・中野 大野・安東 宮本 大世② （西大）

川村・幸内 川村 翔② （奈情） 64 60 貝塚 達哉① （清陵）

幸内 瑞希② （奈情） 正田・吉村 河南・澤井 松丸 宇宙① （清陵）

正田・吉村 正田 琢真① （西京） 60 64 河南 仁② （青翔）

吉村 勇人① （西京） 松井・川口 大野・安東 澤井 幸樹② （青翔）

松井 大樹② （一条） 64 61 大野 哲弥② （登美）

川口 大輝② （一条） 安東 大輝② （登美）
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準決勝

武田 渉② （平城） 太神颯馬② （登美）

神鳥 航平② （平城） 武田・神鳥 太神・梅田 梅田 樹② （登美）

佐藤・田中 佐藤 幹峻① （西京） 60 62 中井 翔太② （西京）

田中 義人① （西京） 中山・竹田 中井・福田 福田 樹矢② （西京）

中山・竹田 中山 裕之進② （西大） 75 60 中路 智成① （青翔）

竹田 颯人② （西大） 武田・神鳥 太神・梅田 花井 昭典① （青翔）

永石・小倉 永石 大輝① （登美） 60 60 米田 聖① （高円）

小倉 政輝① （登美） 鳥井・渡邉 筒井・桐山 二宮 祐貴① （高円）

鳥井・渡邉 鳥井 直樹② （王工） 61 61 筒井 勇太② （一条）

渡邉 健仁② （王工） 武田・神鳥 太神・梅田 桐山 拓也① （一条）

田中・上杉 田中 健太② （生駒） 61 60 越智 律也① （高取）

上杉 亮博② （生駒） 田中・上杉 塩見・釜矢 木村 史門① （高取）

山本・仲川 山本 瑶二① （大淀） 63 60 塩見 勇登② （奈良）

仲川 翔① （大淀） 林 ・松田 生成・栗岡 釜矢 雄介② （奈良）

東山・井手 東山 暉② （御実） 62 63 小寺 智也② （東大）

井手 海斗① （御実） 林 ・松田 生成・栗岡 山田 健一② （東大）

林 ・松田 林 健太② （清陵） 60 62 生成 諒② （奈学）

松田 涼太② （清陵） 林 ・松田 生成・栗岡 栗岡 洋大② （奈学）

井上 雄太② （奈北） 60 62 清水 登大① （西大）

長 佑亮② （奈北） 武田・神鳥 見木・西尾 浅野 真輝① （西大）

岩本 惇② （青翔） 64 63 中森 貴昭② （天理）

大橋 広明② （青翔） 岩本・大橋 光田・鎌田 西下 晴基③ （天理）

竹島・和田 竹島 寛人② （磯城） W.O. 60 川村 玲於奈① （奈登）

和田 涼太① （磯城） 竹島・和田 光田・鎌田 寺田 廉① （奈登）

芳山・吉川 芳山 幸徳② （高円） 64 60 光田 優① （平城）

吉川 亘② （高円） 寺嶋・平川 光田・鎌田 鎌田 健吾① （平城）

川野・松本 川野 禎弘② （奈情） 60 61 松石 健太② （大央）

松本 尚己② （奈情） 寺嶋・平川 石橋・吉岡 山下 学① （大央）

寺嶋・平川 寺嶋 剛史② （東大） 60 61 石橋 祐也② （清陵）

平川 大樹① （東大） 寺嶋・平川 見木・西尾 吉岡 智良② （清陵）

中村・中井 中村 圭佑① （高取） 64 62 谷口 太一② （王工）

中井 優也① （高取） 下元・澤 谷口・榎並 榎並 浩輝② （王工）

下元・澤 下元 悠我① （奈良） 61 64 森花 友侑斗① （生駒）

澤 祐哉① （奈良） 藤田・渡瀬 見木・西尾 原田 駿① （生駒）

藤田・渡瀬 藤田 陸斗① （奈学） 61 60 山本 綾人① （奈情）

渡瀬 遣太① （奈学） 藤田・渡瀬 小楠・田中 阪本 京介① （奈情）

花井・窪田 花井 順哉② （一条） 60 75 小楠 大成① （教校）

窪田 貴之② （一条） 藤田・渡瀬 見木・西尾 田中 真一① （教校）

秋山 巧士郎② （奈登） 63 61 見木 青② (女附)

北岡 直也② （奈登） 西尾 彰将② (女附)
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準決勝

田中 誠也② （一条） 宍倉 莉央② （奈学）

茅野 宏紀② （一条） 田中・茅野 宍倉・福村 福村 翼② （奈学）

市田・岩本 市田 悠真① （清陵） 60 61 原田 孝太① （教校）

岩本 航平① （清陵） 市田・岩本 植田・島川 金子 大信① （教校）

大坪・島田 大坪 克哉① （高取） 61 64 植田 大智① （御実）

島田 侑亮① （高取） 田中・茅野 宍倉・福村 島川 典士① （御実）

髙岸・廣岡 髙岸 明利① （王工） 62 62 水野 太貴② （青翔）

廣岡 賢① （王工） 今西・濱田 森田・坂田 新 雄介② （青翔）

今西・濱田 今西 加伊① （登美） 60 61 森田 竜世② （奈情）

濱田 淳史① （登美） 田中・茅野 宍倉・福村 坂田 実駿② （奈情）

堀部・今藤 堀部 健斗② （大淀） 64 62 上山 恒輝② （西京）

今藤 光② （大淀） 堀部・今藤 大橋・阪本 山田 涼介② （西京）

杉下・佐藤 杉下 弘一郎① （御実） 64 64 大橋 晟正② (女附)

佐藤 敏嗣① （御実） 大和田・堀越 田中・筒井 阪本 和音② (女附)

三原・保田 三原 健太② （生駒） 62 75 田中 慧① （奈良）

保田 時宗② （生駒） 北岸・佐々 田中・筒井 筒井 智仁① （奈良）

北岸・佐々 北岸 政樹② （東大） 60 W.O. 市村 喜彦② （天理）

佐々木 浩平② （東大） 大和田・堀越 田中・筒井 森 直樹② （天理）

大和田 祐平② （平城） 75 60 岩下 将也① （清陵）

堀越 賢人② （平城） 田中・茅野 大鳥・山根 南 俊希① （清陵）

笹脇 壮太② （奈良） 61 61 安部 直顕① （高円）

長崎 海② （奈良） 中川・今村 田中・今井 宮地 駿輔① （高円）

中川・今村 中川 洋佑① （奈情） 60 60 田中 大樹② （高取）

今村 諒① （奈情） 中川・今村 田中・今井 今井 亮② （高取）

清田・今堀 清田 翔汰② （西京） 61 75 森田 翔① （王工）

今堀 雄太② （西京） 中川・今村 奥田 陸① （王工）

兼山・宮園 兼山 凱① （西大） 61 佐藤 究② （登美）

宮園 侑門① （西大） 兼山・宮園 佐藤・藤原 藤原 裕一① （登美）

竹中・飯田 竹中 知博① （奈登） 64 60 林 和樹② （生駒）

飯田 達也① （奈登） 山本・辻本 大鳥・山根 阿部 賢吾② （生駒）

山本・辻本 山本 真大朗② （奈学） 60 62 大鳥 雄司② （東大）

辻本 和輝② （奈学） 山本・辻本 大鳥・山根 山根 悠太郎① （東大）

生野・吉本 生野 優輝① （県ろう） 60 60 竹田 絃人① （一条）

吉本 達也① （県ろう） 山本・辻本 大鳥・山根 佐橋 涼介① （一条）

堀 ・阿部 堀 智裕① （天理） 64 64 岡本 祐希② （平城）

阿部 祐真① （天理） 太田・江口 岡本・川村 川村 元喜① （平城）

太田・江口 太田 翔吾② （青翔） 62 W.O. 磯貝 一樹① （磯城）

江口 誠② （青翔） 紫藤・吉村 松永・山内 大西 俊之将① （磯城）

紫藤 健太② (女附) 61 61 松永 裕仁② （西大）

吉村 英朗② (女附) 山内 悠介② （西大）
⑭ 100 120 ⑥

99 119

98 118

97 117

96 116

95 115

94 114

93 113

92 112

91 111

90 110

89 109

88 108

87 107

86 106

85 105

84 104

83 103

82 102
田中・茅野

64

③ 81 101 ⑪

井水・小室
121（一条） （登美）

64

平成25年度 近畿高等学校テニス大会奈良県予選

男子ダブルス Ⅲ

81
田中・茅野
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井水 理寛② （登美） 萩原 星児② (女附)

小室 文孝② （登美） 井水・小室 和田・蓑輪 堀内 怜人② (女附)

野口・木村 野口 聖大① （西京） 62 64 大西 宏尚① （一条）

木村 英徳① （西京） 山﨑・中津 和田・蓑輪 藤埜 聖士① （一条）

山﨑・中津 山﨑 裕斗① （東大） 60 63 和田 穣② （平城）

中津 裕貴① （東大） 井水・小室 和田・蓑輪 蓑輪 和生② （平城）

河野・小川 河野 洋輔② （奈学） 63 60 森村 誠斗① （青翔）

小川 洋平② （奈学） 後藤・弘津 上西・新田 清原 和輝① （青翔）

後藤・弘津 後藤 旭① （一条） 64 60 上西 凱斗① （奈良）

弘津 直樹① （一条） 井水・小室 和田・蓑輪 新田 恭晟① （奈良）

宮本・田畑 宮本 龍一② （王工） 61 62 河合 宏紀② （奈情）

田畑 圭将② （王工） 宮本・田畑 大西・岩切 福田 豊② （奈情）

山下・市本 山下 航輝② （生駒） 76(7) 64 大西 遼① （奈登）

市本 晋一郎② （生駒） 高部・山野 大西・岩切 岩切 雄飛① （奈登）

佐藤・龍見 佐藤 弘尚① （奈北） 61 62 早川 智成② （磯城）

龍見 大貴① （奈北） 高部・山野 早川・松本 松本 寛仁② （磯城）

高部・山野 高部 夏雄② （天理） 61 W.O. 米田 壮汰② （御実）

山野 元暉② （天理） 高部・山野 早川・松本 川西 玄輝② （御実）

田畑 佑① （清陵） 63 60 尾上 龍司① （高円）

藤本 健紘① （清陵） 井水・小室 河野・亀井 井口 健大① （高円）

枡田 翔太① （高取） 61 75 阪本 亮① （王工）

豆越 建太① （高取） 枡田・豆越 吉岡・天野 森本 遊斗① （王工）

西川・池田 西川 誠太郎① （青翔） 60 62 BYE
池田 康介① （青翔） 西川・池田 BYE

瀬川・安田 瀬川 勝也① （大淀） 63 吉岡 侑亮① （登美）

安田 翼① （大淀） 枡田・豆越 吉岡・天野 天野 佑亮① （登美）

河西・柴田 河西 佑介① （高円） 75 63 森本 敏斗② （天理）

柴田 孝明① （高円） 中矢・大久保 藪井・森田 門田 諭② （天理）

中矢・大久保 中矢 寛之② （奈良） 60 60 藪井 雅彦② （生駒）

大久保 晴② （奈良） 水野・福島 河野・亀井 森田 匡哉② （生駒）

中 ・川端 中 崇史② （奈情） 61 61 岡田 翼② （西京）

川端 一輝② （奈情） 木下・山平 森口・木下 辻本 哲也② （西京）

木下・山平 木下 英尊① （奈登） 60 61 森口 友寿② （東大）

山平 陽亮① （奈登） 水野・福島 河野・亀井 木下 通理② （東大）

安田・野呂 安田 蓮① (女附) 62 60 楯 朋樹② （西大）

野呂 直也① (女附) 水野・福島 楯 ・早川 早川 晋平② （西大）

水野・福島 水野 将志② （平城） 61 64 戸塚 将利② （清陵）

福島 勇輔② （平城） 水野・福島 河野・亀井 吉村 洋輝② （清陵）

鈴木 秀平② （西大） 61 62 河野 慎司② （奈学）

倉員 淳志② （西大） 亀井 伽人② （奈学）

⑩ 140 160 ②
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136 156

135 155

134 154
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132 152

131 151

130 150
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127 147

126 146

125 145

124 144

123 143

122 142
井水・小室
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⑦ 121 141 ⑮

平成25年度 近畿高等学校テニス大会奈良県予選

男子ダブルス Ⅳ

井水・小室
121（平城） （登美）

62

41
武田・神鳥


