
◆平成21年（2009年） ジュニア選⼿育成コース ⼤会出場成績

年 ⽉⽇ ⼤会名 種⽬ 選⼿ 結果

2009 12/19・20 ダンロップ全国選抜ジュニア 岡⼭県予選 14歳以下男⼦シングルス 平⽥ 智輝 第3位

12歳以下 ⼥⼦シングルス
平⽥ 歩 優勝

綾部 凪紗 第3位

10/30・31 U-15中牟⽥杯全国選抜ジュニア 男⼦S ⻑保 駿 出場

9/26 TOTTORI 皆⽣ジュニアテニス⼤会 U11男⼦S 寺⽥ 悠祐 ベスト8

U11⼥⼦S
平⽥ 歩 ベスト16

綾部 凪紗 ベスト16

9/5・6・12・13 広島オープンジュニア U11⼥⼦S 平⽥ 歩 ベスト8

U13男⼦S
平⽥ 智輝 ベスト8

所司 雄⼤ ベスト16

8/27・28 U-15全国選抜ジュニアテニス選⼿権⼤会 
中国予選 男⼦S ⻑保 駿 第4位

8/25・26 RSK全国選抜ジュニアテニス選⼿権⼤会 
中国予選⼤会 男⼦S 平⽥ 智輝 第6位

8/2 全⽇本ジュニアテニス選⼿権⼤会 
全国 ⼤阪 U12,14,16,18

U18男⼦D 服部・上村組（関⻄⾼校） ベスト16

U12男⼦S 新⾒ ⼤晴 出場

U12男⼦D 新⾒・所司組 出場

8/2 しまねオープンジュニアテニストーナメント 
地域 島根 U13

男⼦S 平⽥ 智輝 準優勝

U11男⼦S
寺⽥ 悠祐 ベスト16

桃⾕ 涼 ベスト16

7/20〜7/24 中国ジュニアテニス選⼿権 
地域 広島 U12,14,16,18

男⼦S18歳以下 服部 貴史 第6位

男⼦D18歳以下 服部・上村組（関⻄⾼校） 準優勝

男⼦S14歳以下 平⽥ 智輝 第7位

男⼦S12歳以下

新⾒ ⼤晴 第4位

川井 章宏 第6位

所司 雄⼤ 第9位

板倉 司季 第13位

男⼦D12歳以下
所司・新⾒組 優勝

川井・板倉組 第4位

 全国⼩学⽣テニス選⼿権 男⼦S 新⾒ ⼤晴 出場

7/11・12 RSK全国選抜岡⼭県予選 県 岡⼭ U13

男⼦S

平⽥ 智輝 第4位

所司 雄⼤ 第7位

新⾒ ⼤晴 第11位

⾼⽊ 裕⽂ 第12位

板倉 司季 第14位

⼥⼦S
太⽥ 万結 第9位

平⽥ 歩 第12位

7/4・5 岡⼭県ジュニアテニス選⼿権 U15

男⼦S

⻑保 駿 第4位

平⽥ 智輝 第6位

⼤⻄ 遥 第10位

⼥⼦S ⼤⻄ 唯 第14位

 全国⾼校総合体育⼤会 県予選 男⼦D 服部・上村（関⻄⾼校） 準優勝

6/6〜7 全国⼩学⽣テニス選⼿権 中国地区予選

男⼦S

新⾒ ⼤晴 第4位

川井 章宏 第6位

所司 雄⼤ 第9位

板倉 司季 第13位

⼥⼦S 太⽥ 万結 第20位

 全国⾼校総合体育⼤会 県予選 男⼦D 服部・上村（関⻄⾼校） 準優勝

5/3〜5 全国中学⽣⼤会 県予選
男⼦S

⻑保 駿 準優勝

⼤⻄ 遥 第4位

男⼦D
⻑保・平⽥組 第3位

⼤⻄・⼆階堂組 第5位

⼥⼦D ⼤⻄・岡崎組 第5位

4/25〜5/17 中国ジュニアテニス選⼿権 岡⼭県予選 
U12,14,16,18

男⼦S18歳以下 服部 貴史 第8位

男⼦D18歳以下 服部・上村組 準優勝

男⼦S16歳以下

⻑保 駿 第6位

⼤⻄ 遥 第9位

平松 聖⽮ 第14位



年 ⽉⽇ ⼤会名 種⽬ 選⼿ 結果

男⼦D16歳以下 ⻑保・平松組 第5位

⼥⼦D16歳以下 服部・河本組（JFTC） 準優勝

男⼦S14歳以下

平⽥ 智輝 第6位

⾼⽊ 裕⽂ 第12位

⼆階堂 瑞希 第16位

男⼦D14歳以下
平⽥・前崎組（MIYAKEJr⾼屋TC） 第3位

⾼⽊・⼆階堂組 第7位

男⼦S12歳以下

新⾒ ⼤晴 第4位

川井 章宏 第6位

所司 雄⼤ 第9位

板倉 司季 第13位

男⼦D12歳以下

川井・板倉組 準優勝

所司・新⾒組 第4位

寺⽥・辻組 第7位

⼥⼦S12歳以下

太⽥ 万結 準優勝

平⽥ 歩美 第7位

綾部 凪紗 第8位

横⼭ 祥⼦ 第10位

⼥⼦D12歳以下

太⽥・室⼭組（たけなみTC） 優勝

平⽥・綾部組 第3位

横⼭・三好組 第6位

⼥⼦S14歳以下
⼤⻄ 唯 第8位

岡崎 莉奈 第11位

⼥⼦D14歳以下 ⼤⻄・岡崎組 第5位

4/18・19 全国⼩学⽣テニス選⼿権 岡⼭県予選

男⼦S

新⾒ ⼤晴 第3位

板倉 司季 第5位

川井 章宏 第6位

所司 雄⼤ 第7位

辻 郁也 第13位

安森 章 第16位

⼥⼦S

太⽥ 万結 第3位

平⽥ 歩美 第7位

綾部 凪紗 第11位

4/1・2 中国オープンジュニア⼭⼝⼤会 地域 ⼭⼝ 
U12,14,16

男⼦S16歳以下 ⼤⻄ 遥 ベスト16

⼥⼦S14歳以下 ⽥村 奈津季 ベスト8

男⼦S14歳以下 平⽥ 智輝 ベスト8

男⼦S12歳以下

所司 雄⼤ ベスト8

新⾒ ⼤晴 ベスト8

板倉 司季 ベスト16

⼥⼦S12歳以下 太⽥ 万結 ベスト16

2/11、2/14 トヨタジュニアテニストーナメント 岡⼭県予選

男⼦シングルス

⻑保 駿 第4位

⼤⻄ 遥 第10位

⽯⽥ 弘樹 第13位

平⽥ 智輝 第15位

⼥⼦シングルス 種⾕ 綾 第16位

1/31〜2/1 中国ジュニアウィンター⼤会
16歳以下 男⼦シングルス

⻑保 駿 第6位

⼤⻄ 遥 第8位

14歳以下 男⼦シングルス 平⽥ 智輝 第6位

12歳以下 男⼦シングルス

新⾒ ⼤晴 準優勝

所司 雄⼤ 第4位

川井 章宏 第8位

板倉 司季 第9位

1/31〜2/1 中国ジュニアオープンテニス岡⼭⼤会 14歳以下 男⼦シングルス 平⽥ 智輝 第6位

14歳以下 ⼥⼦シングルス ⽥村 奈津季 第8位

12歳以下 男⼦シングルス 所司 雄⼤ 第6位


