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1 山根 鎌田 160

（東大） 平川 光田 （平城）

3決

山根 悠太郎② （東大） 67 原 上田 120 上野 稔明② （平城）

平川 大樹② （東大） 山根・平川 （奈学） 吉村 山本 （女附） 清水・早見 薄井 萌木地② （平城）

木村 英徳② （西京） 60 76(3) 清水 宏峻② （奈登）

白田 明良① （西京） 木村・白田 清水・早見 早見 優哉② （奈登）

伊佐地 一輝② （高円） 61 W.O. 岩沖 真輝人① （高取）

柴田 孝明② （高円） 山根・平川 筒井・田中 森田 一希① （高取）

森田 裕紀② （天理） 60 61 筒井 智仁② （奈良）

堀 智裕② （天理） 佐野・佐藤 筒井・田中 田中 慧② （奈良）

佐野 立樹① （奈北） 61 64 大西 海人② （橿学）

佐藤 弘尚② （奈北） 山根・平川 米塚・瀬尾 堀田 直人② （橿学）

山田 幸志郎② （生駒） 64 62 山崎 雄也① （帝塚）

平 康幸② （生駒） 今村・中川 米塚・瀬尾 奥野 翔太① （帝塚）

今村 諒② （奈情） 63 60 米塚 靖浩② （奈学）

中川 洋佑② （奈情） 今村・中川 米塚・瀬尾 瀬尾 拓稀② （奈学）

金山 昇平② （王工） 61 60 伊藤 駿② （東大）

足立 壮規② （王工） 石塚・桐山 大久 一樹② （東大）

BYE 60 石塚 健太② （一条）

BYE 佐藤・杉下 石塚・桐山 桐山 拓也② （一条）

佐藤 敏嗣② （御実） 62 60 浦久保 達也① （奈情）

杉下 弘一郎② （御実） 山根・平川 米塚・瀬尾 平野 翔也① （奈情）

大西 康太② （奈学） 63 61 井手 海斗② （御実）

岡橋 雅弥② （奈学） 岸本・森井 井手・宮下 宮下 真之介① （御実）

大西 哲郎① （一条） 61 60 加藤 慶弘① （天理）

菅 航太① （一条） 岸本・森井 加藤・渡辺 渡辺 翼① （天理）

岸本 和磨② （高取） 60 W.O. 梅本 卓哉① （磯城）

森井 健剛② （高取） 岸本・森井 永長・岡田 瀧石 龍馬① （磯城）

近藤 伊士利② （奈良） 64 62 小川 文也① （西京）

澤 祐哉② （奈良） 天野・山口 永長・岡田 太田 匠① （西京）

天野 佑亮② （登美） 62 63 永長 敬弘② （西大）

山口 光盛① （登美） 岸本・森井 永長・岡田 岡田 太郎② （西大）

山脇 豊久② （教校） 75 64 細木 和輝② （生駒）

窪田 和也① （教校） 土田・斧 細木・大島 大島 歩② （生駒）

土田 啓貴① （奈登） 64 62 瀬川 勝也② （大淀）

斧 優貴① （奈登） 森田・中嶋 梅谷・小倉 冨上 誠五① （大淀）

内海 駿一① （西大） 61 63 板原 彰宏① (女附)

藤原 良樹① （西大） 内海・藤原 第1位 （東大） 梅谷・小倉 中村 裕登① (女附)

薬師寺 遼② （帝塚） 76(6) 第3位 （女附） 63 梅谷 和飛② （登美）

川西 汰虎② （帝塚） 森田・中嶋 第4位 （奈学） 梅谷・小倉 小倉 政輝② （登美）

森田 基嗣② （平城） 60 61 奥田 陸② （王工）

中嶋 泰悠② （平城） 八窪 知弥② （王工）
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1 平川・山根
８２

120 上田・山本
53

61

山根・平川

第2位 鎌田・光田 （平城）

山根・平川

原・吉村

上田・山本



SF

1 山根 原 67

（東大） 平川 吉村 （奈学）

SF

野呂 直也② (女附) 120 上田 鎌田 160 村上 充起② （青翔）

南 知希② (女附) 野呂・南 （女附） 山本 光田 （平城） 津田 ・七滝 南條 広人② （青翔）

生野 優輝② （県ろう） 61 75 宮本 要② （一条）

吉本 達也② （県ろう） 生野・吉本 津田 ・七滝 佐橋 涼介② （一条）

東 克哉① （奈情） 63 61 津田 明知② （西大）

上野 智矢① （奈情） 野呂・南 別所・峰田 七滝 康佑② （西大）

原 統稀弥① （高取） 60 62 岩本 晃樹② （御実）

福本 陸司① （高取） 伊藤・山田 別所・峰田 薬師寺 直也① （御実）

伊藤 智亮① （帝塚） W.O. 62 別所 優斗① （東大）

山田 晃久① （帝塚） 大西・山平 原・吉村 峰田 貴弘① （東大）

花谷 風優人① （青翔） 63 64 吉川 晃弘① （帝塚）

厚東 槙之介① （青翔） 花谷・厚東 原 ・吉村 大野木 志洸① （帝塚）

岩本 航平② （清陵） 75 60 原 隆太① （奈学）

髙岡 秀人① （清陵） 大西・山平 原 ・吉村 吉村 彰洋① （奈学）

中澤 将大② （奈学） 62 60 阿部 祐真② （天理）

栁田 陽平② （奈学） 大西・山平 田畑・藤本 上田 理人① （天理）

大西 遼② （奈登） 76(4) 60 田畑 佑② （清陵）

山平 陽亮② （奈登） 大西・山平 田畑・藤本 藤本 健紘② （清陵）

鈴木 裕也② （生駒） 60 62 原田 駿② （生駒）

山口 慧生② （生駒） 岸・濱野 原・吉村 山口 颯太② （生駒）

武呂 大和① （東大） 75 61 亀川 豊① （奈情）

森本 貴之① （東大） 上西・新田 川村・角井 山口 泰輝① （奈情）

上西 凱斗② （奈良） 62 63 江藤 千真① （王工）

新田 恭晟② （奈良） 上西・新田 川村・角井 向井 拓実① （王工）

新美 諒② （西大） 75 60 川村 元喜② （平城）

清水 登大② （西大） 上西・新田 川村・角井 角井 達哉② （平城）

嘉屋 陽光① （一条） 62 62 寺田 廉② （奈登）

寺岡 優輝① （一条） 楓井・吉岡 寺田・川村 川村 玲於奈② （奈登）

楓井 翔己② （登美） 63 63 松田 洋明② （教校）

吉岡 侑亮② （登美） 岸・濱野 今西・濱田 澤田 喜信② （教校）

岸 祐太① （平城） 63 61 相部 剛司① (女附)

濱野 秀① （平城） 岸 ・濱野 宮地・秦泉 井上 響① (女附)

原 秀郎① （高円） 60 75 宮地 純平② （奈良）

宮﨑 悠太① （高円） 岸 ・濱野 今西・濱田 秦泉寺 湧太② （奈良）

池田 侑一郎① （西京） 62 62 國分 利夢② （高取）

鹿野 伊吹① （西京） 杉本・中川 第5位 （平城） 國分・枡田 枡田 翔太② （高取）

杉本 貴仁① （王工） 61 第7位 （奈登） 63 小林 孝樹① （高円）

中川 晴貴① （王工） 杉本・中川 今西・濱田 林 領末① （高円）

松浦 隼斗② （大淀） 61 64 今西 加伊② （登美）

安田 翼② （大淀） 濱田 淳史② （登美）
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1 山根・平川
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岸・濱野

第6位 西垣・後藤 （一条）

岩切・木下



5位決定戦

24 西垣 岸 56

（一条） 後藤 濱野 （平城）

7位決定戦

藤田 陸斗② （奈学） 27 米塚 岩切 100 大谷 和眞② （帝塚）

渡瀬 遣太② （奈学） 藤田・渡瀬 （奈学） 瀬尾 木下 （奈登） 吉田・新 犬塚 研斗① （帝塚）

吉村 勇人② （西京） 63 61 真鍋 和志① （奈学）

佐藤 幹峻② （西京） 吉村・佐藤 吉田・新 渡邉 康平① （奈学）

越智 律也② （高取） 62 60 吉田 隼人② （生駒）

中井 優也② （高取） 藤田・渡瀬 吉田・新 新 直也② （生駒）

日髙 奏① （奈良） 62 60 田中 祐人① （大淀）

中嶋 健太① （奈良） 日髙・中嶋 田中・西川 西川 雄太① （大淀）

和田 光司② （西大） 63 62 鹽見 昌亮① （橿学）

竹下 明宏② （西大） 藤田・渡瀬 吉田・新 木村 優一① （橿学）

梅原 大暉② （高円） 60 62 今中 昭太朗① （高円）

尾上 龍司② （高円） 梅原・尾上 川口・大原 新 司① （高円）

西村 勇亮① （帝塚） 60 62 川口 大貴① （奈情）

薬師寺 陽介① （帝塚） 梅原・尾上 阪口・大萩 大原 泉毅① （奈情）

辰巳 瑠伊② （王工） 76(6) 60 竹部 稜② （青翔）

阪口 勇稀② （王工） 辰巳・阪口 上村・橋本 池田 康介② （青翔）

井上 佳成② （天理） 76(4) 61 上村 洸瑠② （奈良）

永井 宇宙② （天理） 辰巳・阪口 阪口・大萩 橋本 公平② （奈良）

山口 涼介① （奈情） 62 76(12) 阪口 恵崇① （奈登）

中西 士拳① （奈情） 岩切・木下 上田・山本 大萩 和貴① （奈登）

貝塚 達哉② （清陵） 64 60 西脇 拓真② （一条）

市田 悠真② （清陵） 片桐・川本 松尾・綾井 藤江 亮之介① （一条）

片桐 立博① （一条） 64 62 松尾 尚徳② （平城）

川本 大志① （一条） 片桐・川本 松尾・綾井 綾井 康平② （平城）

鬼塚 睦② （生駒） 75 61 森本 遊斗② （王工）

生島 宏行② （生駒） 上原・若林 浅野・梶原 印南 拓栄② （王工）

上原 佑介② （東大） 61 62 大坪 克哉② （高取）

若林 祐希② （東大） 上原・若林 浅野・梶原 島田 侑亮② （高取）

石田 明宣① （平城） 61 61 浅野 真輝② （西大）

阿部 孝哉② （平城） 岩切・木下 上田・山本 梶原 陸① （西大）

井上 晴輝① （登美） 63 60 美保 佑樹① （奈北）

貞森 建輝① （登美） 井上・貞森 池口・多田 小泉 直哉① （奈北）

蕗 隆平② （青翔） 64 60 池口 達海② （東大）

坂口 大樹② （青翔） 岩切・木下 上田・山本 多田 龍生② （東大）

小野 郭也① （御実） 60 64 平高 舜也① （登美）

鎌田 貴史① （御実） 小野・鎌田 平高・田村 田村 楽都① （登美）

井上 善也② （教校） 64 60 中川 雅也① （天理）

田中 真一② （教校） 岩切・木下 上田・山本 長瀬 成喜① （天理）

岩切 雄飛② （奈登） 62 63 上田 雄大② (女附)

木下 英尊② （奈登） 山本 侑資② (女附)

平成26年度 近畿高等学校テニス大会奈良県予選
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安田 蓮② (女附) 永井 康裕① （登美）

木俣 健① (女附) 安田・木俣 佐藤・熊野 小松 郁斗① （登美）

米田 友哉① （奈情） 75 62 佐藤 数馬② (女附)

尾崎 渡② （奈情） 豆越・木村 佐藤・熊野 熊野 翔① (女附)

豆越 健太② （高取） 64 61 澤井 祐人① （教校）

木村 史門② （高取） 西垣・後藤 河野・斎藤 生田 涼真① （教校）

西垣 毅駿① （一条） 62 64 上村 優馬① （磯城）

後藤 旭② （一条） 西垣・後藤 河野・斎藤 谷阪 弘樹① （磯城）

中原 龍之介② （王工） 60 63 河野 翔太② （東大）

髙岸 明利② （王工） 西垣・後藤 山中・島川 斎藤 雄大② （東大）

山本 瑶二② （大淀） 61 60 鯉住 拓未② （帝塚）

仲川 翔② （大淀） 河東・兼山 安部・米田 加藤 悠介② （帝塚）

河東 佑樹① （西大） 61 61 安部 直顕② （高円）

兼山 凱② （西大） 河東・兼山 山中・島川 米田 聖② （高円）

上杉 智哉② （奈良） 62 61 奥村 隆② （橿学）

川端 涼太② （奈良） 上杉・川端 奥村・柿元 柿元 崇快① （橿学）

藤木 大悟① （青翔） 63 63 木下 貴文① （清陵）

朝田 拓海① （青翔） 上杉・川端 山中・島川 上田 祥也① （清陵）

奥本 海里② （磯城） 62 75 山中 智貴② （奈学）

大橋 拓朗① （磯城） 西垣・後藤 鎌田・光田 島川 颯② （奈学）

山岡 周平① （奈学） 62 63 正田 琢真② （西京）

島野 幸典① （奈学） 藤原・永石 正田・安田 安田 渓人① （西京）

中筋 ひなた① （奈登） 76(8) 60 大西 宏尚② （一条）

西岡 慧悟① （奈登） 藤原・永石 矢倉・松下 米田 祐揮② （一条）

藤原 裕一② （登美） 62 63 矢倉 和真② （西大）

永石 大輝② （登美） 藤原・永石 正田・安田 松下 敦紀② （西大）

森本 潔② （平城） 60 64 下元 悠我② （奈良）

宮下 翔伍① （平城） 森本・宮下 下元・奈良 奈良 光① （奈良）

森本 健太② （帝塚） 61 61 寛紀 葵① （高取）

大原 俊輝② （帝塚） 藤原・永石 鎌田・光田 山本 明英① （高取）

島川 典士② （御実） 64 63 瀬田 隆悟② （生駒）

植田 大智② （御実） 島川・植田 瀬田・早部 早部 隆② （生駒）

中津 裕貴② （東大） W.O. 61 中辻 拓哉① （奈登）

山崎 裕斗② （東大） 岩坪・森花 鎌田・光田 松野 秀俊① （奈登）

二宮 祐貴② （高円） 60 62 山岡 洸太① （奈情）

井口 健大② （高円） 岩坪・森花 小東・森田 佐野 圭一朗① （奈情）

岩坪 健太② （生駒） 61 60 小東 海斗② （王工）

森花 友侑斗② （生駒） 岩坪・森花 鎌田・光田 森田 翔② （王工）

東 璃久② （天理） 62 62 鎌田 健吾② （平城）

橋詰 元和② （天理） 光田 優② （平城）
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