
決勝

濱野 秀② （平城） 平高 舜也② （登美）

岸 祐太② （平城） 濱野・岸 平高・田村 田村 楽都② （登美）

川崎 和也① （高取） 60 61 森本 貴之② （東大）

森塚 雄太① （高取） 川崎・森塚 石田・藤田 武呂 大和② （東大）

森脇 秀弥① （青翔） 64 61 石田 明宣② （平城）

細川 優太① （青翔） 濱野・岸 平高・田村 藤田 瑞己① （平城）

　
小林 直喜① （西京） 61 60 宇野 世射哉① （女附）

渡邊 一世① （西京） 岡本・伊藤 竹内・松井 衣川 竜世① （女附）

岡本 卓巳① （高円） 60 75 竹内 亮介② （生駒）

伊藤 大樹① （高円） 濱野・岸 平高・田村 松井 大和② （生駒）

玄田 貴之① （東大） 61 60 宮下 真之介② （御実）

吉田 悠人① （東大） 竹口・村上 保田・奥田 藤木 翔平① （御実）

竹口 昂樹① （登美） 75 W.O. 保田 悠佑① （西京）

村上 一稀① （登美） 岡田・清水 真鍋・渡邉 奥田 峻史① （西京）

岡田 慧一郎① （奈学） 62 W.O. 村下 雅哉② （帝塚）

清水 伸晃① （奈学） 真鍋・渡邉 吉田 浩太朗② （帝塚）

BYE 60 真鍋 和志② （奈学）

BYE 岡田・清水 真鍋・渡邉 渡邉 康平② （奈学）

山口 涼介② （奈情） 76（5） 61 佐野 立樹② （奈北）

東 克哉② （奈情） 濱野・岸 美保 佑樹② （奈北）

柿元 崇快② （橿学） 60 辰巳 隆一郎① （王工）

鹽見 昌亮② （橿学） 柿元・鹽見 石井・福山 澤井 翔① （王工）

林田 幸輝① （清陵） 63 61 福本 航② （奈登）

井藤 良樹① （清陵） 米田・牛尾 石井・福山 宗石 尚典② （奈登）

米田 勝太① （王工） 63 63 石井 花昇① （高円）

牛尾 将也① （王工） 日高・松原 北脇・枡重 福山 翔太① （高円）

日髙 奏② （奈良） 60 62 北脇 真一① （高取）

松原 一稀② （奈良） 日高・松原 北脇・枡重 舛重 晃大① （高取）

中辻 拓哉② （奈登） 61 62 岡野 怜央② （奈良）

松野 秀俊② （奈登） 日高・松原 河東・島本 福島 力也② （奈良）

堀内 雄統① （帝塚） 61 76（4） 菅 航太② （一条）

石田 和樹① （帝塚） 小林・田村 菅・廣谷 廣谷 慎太郎② （一条）

小林 明日飛② （生駒） 75 76（5） 米田 昌矢① （青翔）

田村 颯太② （生駒） 川合・川本 河東・島本 森田 省吾① （青翔）

井上 響② （女附） 63 62 宮本 裕也② （奈情）

相部 剛司② （女附） 川合・川本 宮本・西口 西口 恭生② （奈情）

川合 一輝② （一条） 62 76（5） 大村 陽嬉① （天理）

川本 大志② （一条） 川合・川本 河東・島本 大國 航輝① （天理）

華岡 輝青② （西大） 63 60 河東 佑樹② （西大）

岩坂 卓潔② （西大） 島本 敏和② （西大）
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平成27年度　近畿高等学校テニス大会奈良県予選

男子ダブルス　Ⅰ

101

82

宮下・鶴田
（平城）

41
八木・奥本

（平城）
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1　岸・濱野

1 位 44 八木・奥本 （平城） 

2 位 101 宮下・鶴田 （平城） 

3 位 121 峰田・別所 （東大） 

4 位 1 濱野・岸 （平城） 

5 位 21 平高・田村 （登美） 

6 位 100 金森・今井 （東大） 

7 位 80 吉村・原 （奈学） 

8 位 141 松尾・堀井 （奈学） 

 



準決勝

八木 優征① （平城） 末浪 好一郎① （登美）

奥本 健太郎① （平城） 八木・奥本 末浪・貞森 貞森 建輝② （登美）

狩山 一郎① （西大） 62 60 高畠 駿一① （西大）

上田 隼輔① （西大） 狩山・上田 高畠・朝田 朝田 晃司① （西大）

薬師寺 直也② （御実） 61 63 林 稜太① （清陵）

石田 結人① （御実） 八木・奥本 末浪・貞森 久郷 玲遠① （清陵）

下田 司② （東大） 62 61 山田 晃久② （帝塚）

玉木 駿多② （東大） 下田・玉木 岩橋・谷 奥野 翔太② （帝塚）

木津 崚太② （生駒） 60 63 岩橋 拓② （東大）

藤井 聡史② （生駒） 八木・奥本 末浪・貞森 谷 和樹② （東大）

大里 晃平① （一条） 61 61 小野 郭也② （御実）

嘉屋 陽光② （一条） 坂下・和田 小野・吉川 吉川 翔人① （御実）

坂下 遼太① （奈学） 61 61 鹿野 伊吹② （西京）

和田 圭一郎① （奈学） 坂下・和田 小野・吉川 小野 将文① （西京）

大塚 聡① （奈登） 63 61 萩本 流泉① （王工）

阪本 涼太朗① （奈登） 大塚・阪本 萩本・岩崎 岩﨑 達也① （王工）

山﨑 雄也② （帝塚） 61 64 平野 翔也② （奈情）

玉手 大智① （帝塚） 榎並・上島 萩本・岩崎 浦久保 達也② （奈情）

榎並 玲音① （奈良） 62 63 今井 優生② （一条）

上島 謙信② （奈良） 八木・奥本 吉村・原 谷野 稜太② （一条）

源 菖伍② （清陵） 63 60 新 司② （高円）

畑﨑 太地① （清陵） 東岡・大塚 名下・宮脇 久下 将磨② （高円）

木村 優一② （橿学） 64 61 名下 宥佑② （奈良）

山脇 純太② （橿学） 東岡・大塚 名下・宮脇 宮脇 隆一② （奈良）

東岡 修人① （西京） 64 60 中川 雅也② （天理）

大塚 健吾① （西京） 佐野・上野 阿部・森 渡辺 翼② （天理）

檜垣 渉① （王工） 63 60 花谷 風優人② （青翔）

中村 元紀① （王工） 佐野・上野 阿部・森 後藤 祐樹② （青翔）

佐野 圭一朗② （奈情） 64 60 阿部 翔太② （平城）

上野 智矢② （奈情） 田畑・山根 吉村・原 森 友輔② （平城）

窪田 和也② （教校） 60 60 土田 啓貴② （奈登）

小倉 伸善① （教校） 中村・板原 土田・中筋 中筋 ひなた② （奈登）

中村 裕登② （女附） 61 60 一ノ瀬 海斗② （生駒）

板原 彰宏② （女附） 田畑・山根 吉村・原 井上 開斗② （生駒）

角田 成① （青翔） 61 61 蓑上 直輝① （磯城）

山中 郁弥① （青翔） 岩沖・福本 森本・千葉 松村 拓歩① （磯城）

岩沖 真輝人② （高取） 60 63 森本 規宏① （高取）

福本 陸司② （高取） 田畑・山根 吉村・原 千葉 雅音① （高取）

田畑 朗① （登美） 60 60 吉村 彰洋② （奈学）

山根 一真① （登美） 原 隆太② （奈学）
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準決勝

島野 幸典② （奈学） 宮下 翔伍② （平城）

山岡 周平② （奈学） 島野・山岡 宮下・鶴田 鶴田 敦也① （平城）

大野木 志洸② （帝塚） 63 60 宮本 優作① （西京）

吉川 晃弘② （帝塚） 山田・山口 宮本・勝島 勝島 洲① （西京）

山田 達也② （奈情） 63 60 萩本 怜真① （一条）

山口 泰輝② （奈情） 島野・山岡 宮下・鶴田 井村 優介① （一条）

久森 史輝② （奈登） 63 61 田伏 史弥② （西大）

榎本 光志② （奈登） 安田・白田 磯兼・中塚 中塚 真貴② （西大）

安田 渓人② （西京） 60 76（6） 礒兼 大吾① （生駒）

白田 明良② （西京） 島野・山岡 宮下・鶴田 若林 楽人① （生駒）

生田 涼真② （教校） 63 60 世古口 峻輔① （奈良）

金森 旬祐① （教校） 平石・クラーク 世古口・市野 市野 諒也① （奈良）

平石 祥大① （奈良） 60 W.O. 米田 友哉② （奈情）

クラーク ディーン① （奈良） 小松・梅森 高尾・松本 山岡 洸太② （奈情）

小松 郁斗② （登美） 62 63 羽田野 仁史① （天理）

梅森 啓史② （登美） 今中・原 西本 海斗① （天理）

BYE 62 今中 昭太朗② （高円）

BYE 小松・梅森 高尾・松本 原 秀郎② （高円）

杉岡 恭伍② （御実） 60 63 高尾 佳樹① （帝塚）

諏訪 友優① （御実） 金森・今井 宮下・鶴田 松本 史弥① （帝塚）

岩井 涼太② （橿学） 62 75 渡辺 嵩大② （東大）

宮城 勝① （橿学） 寺岡・片桐 鎌田・板東 谷口 雄生② （東大）

寺岡 優輝② （一条） 60 60 鎌田 貴史② （御実）

片桐 立博② （一条） 寺岡・片桐 鎌田・板東 板東 庄悟① （御実）

岩垂 薫① （女附） 60 62 栗本 恵多① （王工）

寄嶋 大翔① （女附） 平西・岩井 厚東・藤木 大住 健太① （王工）

平西 拓馬② （平城） 76（5） 76（2） 阪口 恵崇② （奈登）

岩井 勇斗② （平城） 平西・岩井 厚東・藤木 森 晴紀① （奈登）

内海 駿一② （西大） 63 75 厚東 槙之介② （青翔）

合田 啓真② （西大） 金森・今井 木俣・石崎 藤木 大悟② （青翔）

西川 雄太② （大淀） 60 61 植田 大希② （高取）

冨上 誠五② （大淀） 朝田・植村 白石・九鬼 太田 大地② （高取）

朝田 拓海② （青翔） 64 61 白石 雅也② （登美）

植村 秀平① （青翔） 金森・今井 木俣・石崎 九鬼 駿哉① （登美）

岸 純矢② （生駒） 60 60 栗田 修次郎② （奈学）

井ノ上 圭吾① （生駒） 吉川・澤 栗田・吉田 吉田 康祐① （奈学）

吉川 貴己② （高取） 64 61 宇都口 俊介① （清陵）

澤田 郷② （高取） 金森・今井 木俣・石崎 甲田 陽世① （清陵）

金森 悠介① （東大） 60 62 木俣 健② （女附）

今井 悠裕① （東大） 石﨑 慎弥① （女附）
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峰田 貴弘② （東大） 松尾 征一郎① （奈学）

別所 優斗② （東大） 別所・峰田 松尾・堀井 堀井 樹① （奈学）

橋本 色① （青翔） 61 60 森本 雄大① （教校）

扇谷 駿将① （青翔） 池田・田渕 上田・山崎 森 幸大① （教校）

池田 侑一郎② （西京） 63 60 上田 祥也② （清陵）

田渕 一斗① （西京） 別所・峰田 松尾・堀井 山崎 都夢① （清陵）

橋野 裕空① （一条） 63 61 宮﨑 悠太② （高円）

佐藤 恭祐① （一条） 永井・山口 杉本・中川 藤澤 我久① （高円）

永井 康裕② （登美） 62 62 杉本 貴仁② （王工）

山口 光盛② （登美） 別所・峰田 松尾・堀井 中川 晴貴② （王工）

太田 智久② （平城） 60 61 上田 将貴② （青翔）

窪田 拓斗① （平城） 大田・窪田 上田・能美 能美 海夢② （青翔）

吉宗 大輝① （生駒） 60 61 橋本 壮平① （西大）

上田 悠介① （生駒） 太田・窪田 小嶋・西野 川口 浩明① （西大）

奈良 光② （奈良） 63 62 浦嶋 朋哉① （東大）

中嶋 健太② （奈良） 奈良・中嶋 小川・堺 黄 健良① （東大）

中西 士拳② （奈情） W.O. 62 小川 文也② （西京）

大原 泉毅② （奈情） 奈良・中嶋 小嶋・西野 堺 洋斗① （西京）

鮫島 勇生① （橿学） W.O. 62 小嶋 晃平② （生駒）

黒川 滉翔① （橿学） 峰田・別所 松尾・堀井 西野 大賀② （生駒）

竹内 航希② （西大） 63 76（6） 松尾 織遠① （帝塚）

西村 尚弘② （西大） 西岡・町田 河合・柏原 拝郷 亮太① （帝塚）

寛紀 葵② （高取） 62 61 BYE
山本 明英② （高取） 西岡・町田 BYE

西岡 慧悟② （奈登） 75 河合 央樹② （女附）

町田 智哉① （奈登） 西岡・町田 河合・柏原 柏原 嘉毅① （女附）

加藤 慶弘② （天理） 63 63 辰巳 侑司① （奈良）

上田 理人② （天理） 小林・林 辰巳・喜井 喜井 大誠① （奈良）

小林 孝樹② （高円） 60 62 亀川 豊② （奈情）

林 領末② （高円） 田島・谷川 西垣・藤江 川口 大貴② （奈情）

福永 和浩② （御実） 62 61 中川 敦史① （登美）

元田 達也① （御実） 福永・元田 本田・橋本 富永 健斗① （登美）

三宅 龍哉① （王工） 63 60 本田 直裕② （平城）

鷺坂 朋紀① （王工） 田島・谷川 西垣・藤江 橋本 拓歩② （平城）

川端 康暉② （帝塚） 60 64 栢木 武琉② （高取）

薬師寺 陽介② （帝塚） 川端・薬師寺 斧・大萩 枡田 史也② （高取）

梅本 卓哉② （磯城） 64 61 斧 優貴② （奈登）

西嶋 悌① （磯城） 田島・谷川 西垣・藤江 大萩 和貴② （奈登）

田島 由一郎② （奈学） 61 61 西垣 毅駿② （一条）

谷川 泰亮② （奈学） 藤江 亮之介② （一条）
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平成27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

3位決定戦
岸・濱野 峰田・別所

121
（平城） （東大）

53

64

121　峰田・別所
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