
第３５回　滋賀県ジュニアテニス選手権大会（平成２２年度関西ジュニアテニス選手権大会滋賀県予選）

１８才以下男子シングルス　本戦
奥田 圭都 中西 仁

(光泉高) 奥田 圭都 中西 仁 (東大津高)

水谷 駿希 80 奥田 圭都 82 本郷 拓実
(膳所高) 奥田 圭都 (光泉高) 中西 仁 (東大津高)

浅野 良祐 81 84 82 松井 慎也

(光泉高) 浅野 良祐 松井 慎也 (堅田高)

後藤 和也 81 83 森田 大毅
(栗東高) 奥田 圭都 久保 侑暉 (立命館守山中)

大谷 温巳 80 81 森 響樹

(膳所高) 中井 宏輔 森 響樹 (東大津高)

中井 宏輔 83 81 山口 凱

(東大津高) 南 久遠 久保 侑暉 (ﾃﾆｽｶﾝﾊﾟﾆｰ)

高尾 和樹 82 83 安田 勝太
(水口東高) 南 久遠 久保 侑暉 (光泉高)

南 久遠 85 83 久保 侑暉

(膳所高) 奥田 圭都 石島 知希 (栗東高)

田中 敏基 82 86 奥田 郁己

(光泉高) 田中 敏基 奥田 郁己 (光泉高)

姑射 誠佳 81 80 真嶋 教史

(東大津高) 田中 敏基 奥田 郁己 (東大津高)

南 直貴 86 83 松居 昌志

(光泉高) 南 直貴 松﨑 勝太 (伊吹高)

山本 竜平 82 80 松﨑 勝太

(伊吹高) 田中 敏基 石島 知希 (膳所高)

園田 浩平 81 82 山元 俊英
(八幡高) 池内 大道 大槻 俊介 (光泉高)

池内 大道 82 85 大槻 俊介

(米原高) 林 良雅 石島 知希 (光泉高)

中西 泰輝 85 81 今藤 峻助

(立命館守山高) 林 良雅 石島 知希 (滋賀四ノ宮)

林 良雅 86 81 石島 知希

(東大津高) (光泉高)

シード選手 1.奥田 圭都(光泉高) 2.石島 知希(光泉高) 4.久保 侑暉(栗東高)

5.奥田 郁己(光泉高) 7.中西 仁(東大津高) 8.南 久遠(膳所高)

9.園田 浩平(八幡高) 11.山本 竜平(伊吹高) #N/A

13.松﨑 勝太(膳所高)

５～８位戦 順　位
南 久遠 ３位決定戦 1 １位

(膳所高) 南 久遠 32 ２位
林 良雅 62 田中 敏基 9 ３位

(東大津高) 中西 仁 63 24 ４位
中西 仁 75 17 ５位

(東大津高) 中西 仁 8 ６位
奥田 郁己 75 25 ７位

(光泉高) 16 ８位
７～８位戦
林 良雅

(東大津高) 奥田 郁己

奥田 郁己 63
(光泉高)

田中 敏基
(光泉高)

久保 侑暉
(栗東高)

奥田 郁己(光泉高)
林 良雅(東大津高)

奥田 圭都(光泉高)
石島 知希(光泉高)
田中 敏基(光泉高)
久保 侑暉(栗東高)
中西 仁(東大津高)
南 久遠(膳所高)
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10.大谷 温巳(膳所高)

6.林 良雅(東大津高)

3.田中 敏基(光泉高)

会場：長浜ドーム 2010/02/26



順位戦（９～１０位）

１～４の２Ｒ 浅野 良祐
敗者 (光泉高) 敗者 浅野 良祐

５～８の２Ｒ 中井 宏輔 ~16位戦へ 62

敗者 (東大津高) 敗者 南 直貴

９～１２の２Ｒ 南 直貴 11~12位戦へ 60

敗者 (光泉高) 敗者 南 直貴

13～16の２Ｒ 池内 大道 ~16位戦へ 63

敗者 (米原高) 南 直貴

17～20の２Ｒ 松井 慎也 60

敗者 (堅田高) 敗者 松井 慎也

21～24の２Ｒ 森 響樹 ~16位戦へ 64

敗者 (東大津高) 敗者 大槻 俊介

25～２8の２Ｒ 松﨑 勝太 11~12位戦へ 63

敗者 (膳所高) 敗者 大槻 俊介

2９～3２の２Ｒ 大槻 俊介 ~16位戦へ 62

敗者 (光泉高)

順位戦（１３位～１４位）

中井 宏輔

(東大津高) 中井 宏輔

池内 大道 61

(米原高) 森 響樹

森 響樹 63

(東大津高) 森 響樹

松﨑 勝太 76(5)

(膳所高)

順位戦（１１－１２位）

浅野 良祐

(光泉高) 浅野 良祐

松井 慎也 75

(堅田高)

順位戦（１５－１６位）

池内 大道
(米原高) 松﨑 勝太

松﨑 勝太 63
(膳所高)

順 位
11 ９位
30 １０位
3 １１位

19 １２位
21 １３位
6 １４位

28 １５位
14 １６位
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池内 大道(米原高)

14
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浅野 良祐(光泉高)

南 直貴(光泉高)
大槻 俊介(光泉高)

松井 慎也(堅田高)
森 響樹(東大津高)
中井 宏輔(東大津高)
松﨑 勝太(膳所高)
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