
◆平成27年（2015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

2015

12/5〜6 岡⼭オープンジュニアテニストーナメント

12歳以下男⼦シングルス
中原陽 第4位

村上慈英 第5位

12歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 優勝

⽚⼭皓 準優勝

丸⼭晶帆 第12位

吉原舞 第14位

12/12〜13 ダンロップ全国選抜ジュニア県予選

12歳以下男⼦シングルス
中原陽 第３位

村上慈英 第5位

12歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 優勝

⽚⼭皓 準優勝

丸⼭晶帆 第6位

吉原舞 第13位

14歳以下⼥⼦シングルス
新⾒⼩晴 優勝

坂井愛悠 第15位

10/16〜10/18 RSK全国選抜ジュニアテニス⼤会 ⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 第10位

9/26〜10/4 広島ジュニアオープンテニス⼤会

11歳以下男⼦シングルス
村上慈英 第3位

中原陽 ベスト8

11歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 優勝

⽚⼭皓 準優勝

丸⼭晶帆 ベスト16

吉原舞 ベスト16

13歳以下⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 第3位

15歳以下男⼦シングルス ⽚⼭創 ベスト8

15歳以下⼥⼦シングルス

⽥中陽明⼦ ベスト16

今村ひまわり ベスト16

和気紀佳 ベスト16

9/21〜9/23 中国オープンTOTTORIジュニアテニス⼤会

11歳以下男⼦シングルス
村上慈英 第5位

中原陽 ベスト16

11歳以下⼥⼦シングルス

⽚⼭皓 優勝

⼤_智咲 準優勝

吉原舞 ベスト16

13歳以下⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 優勝

8/29〜30 全⽇本ジュニア選抜室内テニス選⼿権⼤会中国予選 ⼥⼦シングルス 平⽥歩 準優勝

8/8〜9 しまねオープンジュニアテニストーナメント

11歳以下男⼦シングルス
村上慈英 ベスト8

中原陽 ベスト16

11歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 優勝

⽚⼭皓 ベスト8

丸⼭晶帆 ベスト8

13歳以下⼥⼦シングルス 坂井愛悠 ベスト１６

8/1〜3 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選⼿権⼤会中国予選 ⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 優勝

7/25〜26 全国中学⽣テニス選⼿権⼤会中国予選

男⼦シングルス ⽚⼭創 ベスト16

⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 第5位

⼥⼦ダブルス ⽥中陽明⼦・新⾒⼩晴組 第4位

7/17〜23 中国ジュニア兼全⽇本テニス選⼿権⼤会中国予選

12歳以下男⼦シングルス 村上慈英 ベスト16

14歳以下男⼦シングルス ⽚⼭創 ベスト16

12歳以下⼥⼦シングルス
⽚⼭皓 ベスト16

⼤髙智咲 ベスト16

14歳以下⼥⼦シングルス
新⾒⼩晴 第3位

⽥中陽明⼦ ベスト16

16歳以下⼥⼦シングルス 平⽥歩 第3位

12歳以下⼥⼦ダブルス
⼤髙智咲・⽚⼭皓組 ベスト8

吉原舞・丸⼭晶帆組 ベスト8

14歳以下⼥⼦ダブルス ⽥中陽明⼦・新⾒⼩晴組 ベスト8

16歳以下⼥⼦ダブルス 平⽥歩・野崎梨寧組 第3位

7/4〜5 Ｕ１５全国選抜ジュニアテニス選⼿権岡⼭県予選 男⼦シングルス ⽚⼭創 第10位

⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 第5位

三好杏実 第11位

⽥中陽明⼦ 第12位



年 ⽉⽇ ⼤会名 種⽬ 選⼿ 結果

今村ひまわり 第16位

6/27〜28 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選⼿権⼤会岡⼭県予選

男⼦シングルス
村上慈英 第7位

中原陽 第13位

⼥⼦シングルス

新⾒⼩晴 優勝

⼤髙智咲 第6位

坂井愛悠 第13位

⽚⼭皓 第14位

4/26〜5/6 中国ジュニアテニス選⼿権⼤会岡⼭県予選

12歳以下男⼦シングルス
村上慈英 優勝

中原陽 第7位

12歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 第4位

⽚⼭皓 第5位

丸⼭晶帆 第11位

12歳以下男⼦ダブルス 村上慈英・中原陽組 準優勝

12歳以下⼥⼦ダブルス
⼤髙智咲・⽚⼭皓組 優勝

丸⼭晶帆・吉原舞組 第3位

14歳以下男⼦シングルス
⽚⼭創 第5位

⼭⽥和樹 第10位

14歳以下⼥⼦シングルス
⽥中陽明⼦ 第4位

今村ひまわり  

14歳以下男⼦ダブルス
⽚⼭創・⽑利海朗組 優勝

⼭⽥和樹・福⽥翔⼰組 第5位

14歳以下⼥⼦ダブルス
⽥中陽明⼦・新⾒⼩晴組 準優勝

今村ひまわり・和気紀佳組 第4位

16歳以下⼥⼦シングルス 三好杏実 第7位

16歳以下⼥⼦ダブルス
平⽥歩・野崎梨寧組 優勝

三好杏実・⽵原奈那組 第5位

5/3〜5 全国中学⽣テニス選⼿権⼤会岡⼭県予選

男⼦シングルス ⽚⼭創 第6位

⼥⼦シングルス

新⾒⼩晴 第3位

三好杏実 第9位

⽥中陽明⼦ 第11位

今村ひまわり 第12位

和気紀佳 第16位

4/4〜5 全国⼩学⽣テニス選⼿権⼤会岡⼭県予選

男⼦シングルス
村上慈英 準優勝

中原陽 第8位

⼥⼦シングルス
⼤髙智咲 第7位

⽚⼭皓 第8位

4/2〜3 中国オープンジュニア⼭⼝⼤会

12歳以下⼥⼦シングルス

⽚⼭皓 ベスト16

吉原舞 ベスト16

⼤髙智咲 ベスト16

14歳以下男⼦シングルス ⽚⼭創 ベスト8

14歳以下⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 準優勝

3/21〜22 ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選

14歳以下⼥⼦シングルス
新⾒⼩晴 第4位

⽥中陽明⼦ 第14位

14歳以下男⼦シングルス ⽚⼭創 第10位

12歳以下⼥⼦シングルス
⽚⼭皓 第8位

⼤髙千咲 第11位

12歳以下男⼦シングルス 中原陽 第12位

2/1・8 MUFG全国選抜岡⼭県予選

男⼦シングルス ⽚⼭創 第13位

⼥⼦シングルス

平⽥歩 優勝

綾部凪紗 第5位

新⾒⼩晴 第6位

三好杏実 第8位

1/24〜25 中国ジュニアウインター⼤会

12歳以下⼥⼦シングルス ⼤髙千咲 第14位

14歳以下男⼦シングルス ⽚⼭創 第6位

14歳以下⼥⼦シングルス
新⾒⼩晴 第3位

⽥中陽明⼦ 第12位

16歳以下⼥⼦シングルス 平⽥歩 準優勝

1/17〜18 岡⼭オープンジュニアテニストーナメント 12歳以下男⼦シングルス 中原陽 第11位

12歳以下⼥⼦シングルス 吉原舞 第11位

14歳以下⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 第3位



年 ⽉⽇ ⼤会名 種⽬ 選⼿ 結果

今村ひまわり 第8位


