
◆平成28年（2016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

2016

12/10、23 ダンロップ全国選抜県予選

11歳以下男⼦シングルス

⻘⽊佑仁 第6位

佐々⽊唯⼈ 第10位

宮本浩弥 ベスト32

⼩坂唯⽃ ベスト32

屋葺勇⼤ ベスト32

遠藤翔 ベスト32

13歳以下男⼦シングルス 村上慈英 第8位

13歳以下⼥⼦シングルス

⽚⼭皓 第4位

⼤_智咲 第7位

丸⼭晶帆 第8位

松本彩 ベスト32

12/3~4 2016 岡⼭オープンジュニアテニストーナメント（U17) 17歳以下⼥⼦シングルス
新⾒⼩晴 優勝

和気紀佳 ベスト32

11/5~6 秋季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

佐々⽊唯⼈ ベスト4

⻘⽊佑仁 ベスト16

遠藤翔 ベスト32

13歳以下男⼦シングルス 村上慈英 ベスト8

13歳以下⼥⼦シングルス
井上華琳 ベスト32

丸⼭晶帆 ベスト32

9/10 中国オープンTOTTORIジュニアテニス⼤会 8歳以下混合シングルス
村上七菜 ベスト16

丸⼭華穂 優勝

87/26〜29 U15中牟⽥杯全国選抜ジュニア中国予選
⼥⼦シングルス

新⾒⼩晴 第3位

⽥中陽明⼦ 第15位

⼥⼦ダブルス 新⾒⼩晴・⼩林⼀愛組 第3位

8/21〜24 全国中学⽣テニス選⼿権⼤会
⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 ベスト32

⼥⼦ダブルス 新⾒⼩晴・⽥中陽明⼦組 準優勝

8/2〜4 RSK全国選抜ジュニア中国予選

男⼦シングルス 村上慈英 第26位

⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 第6位

⽚⼭皓 第8位

丸⼭晶帆 第16位

8/13〜14 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

佐々⽊唯⼈ 準優勝

藤野圭汰 ベスト32

⻘⽊佑仁 ベスト32

屋葺勇⼤ ベスト64

11歳以下⼥⼦シングルス 丸⼭華穂 ベスト32

13歳以下⼥⼦シングルス 丸⼭晶帆 ベスト16

8/7〜16 全⽇本ジュニアテニス選⼿権⼤会

12歳以下男⼦シングルス 村上慈英 ベスト32

12歳以下⼥⼦シングルス
⼤髙智咲 ベスト32

⽚⼭皓 ベスト32

14歳以下⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 第3位

12歳以下男⼦ダブルス 村上慈英・中原陽組 ベスト16

12歳以下⼥⼦ダブルス ⼤髙智咲・⽚⼭皓組 ベスト32

14歳以下⼥⼦ダブルス 新⾒⼩晴・⼩林⼀愛組 ベスト16

7/23〜24 全国中学⽣テニス選⼿権中国予選
⼥⼦シングルス

新⾒⼩晴 第4位

今村ひまわり ベスト8

⼥⼦ダブルス 新⾒⼩晴・⽥中陽明⼦組 準優勝

7/16〜21 中国ジュニア兼全⽇本ジュニア中国予選

12歳以下男⼦シングルス
村上慈英 第4位

中原陽 ベスト16

12歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 準優勝

⽚⼭皓 第3位

丸⼭晶帆 ベスト16

14歳以下⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 優勝

16歳以下⼥⼦シングルス 今村ひまわり ベスト16

12歳以下男⼦ダブルス 村上慈英・中原陽組 第3位

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 ベスト8

14歳以下⼥⼦ダブルス 新⾒⼩晴・⼩林⼀愛組 優勝

16歳以下⼥⼦ダブルス ⽥中陽明⼦・⼩野遥組 ベスト8



年 ⽉⽇ ⼤会名 種⽬ 選⼿ 結果

7/2〜3 岡⼭県ジュニアテニス選⼿権（U15）

⼥⼦シングルス

新⾒⼩晴 第5位

⽥中陽明⼦ 第7位

今村ひまわり 第8位

⼤髙智咲 第11位

⽚⼭皓 第12位

丸⼭晶帆 第14位

⼥⼦ダブルス

新⾒⼩晴・⼩林⼀愛組 準優勝

今村ひまわり・和気紀佳組 第4位

⽥中陽明⼦・坂井愛悠組 第5位

6/18〜19 RSK全国選抜ジュニア岡⼭県予選

男⼦シングルス
村上慈英 第5位

中原陽 第9位

⼥⼦シングルス

⽚⼭皓 第4位

⼤髙智咲 第6位

丸⼭晶帆 第8位

6/11〜12 全国⼩学⽣テニス選⼿権⼤会中国予選

男⼦シングルス 村上慈英 準優勝

⼥⼦シングルス
⼤髙智咲 準優勝

⽚⼭皓 第3位

4/23〜5/8 中国ジュニアテニス選⼿権 岡⼭県予選

12歳以下⼥⼦シングルス
丸⼭晶帆 第3位

吉原舞 第5位

12歳以下男⼦ダブルス 村上慈英・中原陽組 優勝

12歳以下⼥⼦ダブルス 丸⼭晶帆・吉原舞組 第3位

14歳以下⼥⼦シングルス 坂井愛悠 第4位

14歳以下⼥⼦ダブルス
新⾒⼩晴・⼩林⼀愛組 優勝

坂井愛悠・藤原加那組 第5位

16歳以下男⼦シングルス 春⼭聖也 第10位

16歳以下⼥⼦シングルス

⽥中陽明⼦ 第4位

今村ひまわり 第6位

和気紀佳 第9位

16歳以下⼥⼦ダブルス
⽥中陽明⼦・⼩野遥組 第4位

今村ひまわり・和気紀佳組 第5位

4/4〜5 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 丸⼭晶帆 ベスト8

14歳以下⼥⼦シングルス ⽚⼭皓 ベスト16

16歳以下⼥⼦シングルス
今村ひまわり ベスト16

新⾒⼩晴 ベスト16

4/2〜3 全国⼩学⽣テニス選⼿権 岡⼭県予選

男⼦シングルス 村上慈英 優勝

⼥⼦シングルス

⽚⼭皓 優勝

⼤髙智咲 準優勝

丸⼭晶帆 第4位

吉原舞 第11位

3/19〜20 ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選

12歳以下男⼦シングルス
村上慈英 準優勝

中原陽 第6位

12歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 準優勝

⽚⼭皓 第3位

丸⼭晶帆 第14位

吉原舞 第13位

14歳以下⼥⼦シングルス 新⾒⼩晴 優勝

1/31・2/7 ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント県予選

男⼦シングルス ⽚⼭創 第9位

⼥⼦シングルス
⽥中陽明⼦ 第9位

今村ひまわり 第15位

1/23〜24 中国ジュニアウインター⼤会

12歳以下男⼦シングルス
村上慈英 第5位

中原陽 第6位

12歳以下⼥⼦シングルス

⼤髙智咲 準優勝

⽚⼭皓 第3位

丸⼭晶帆 第9位

吉原舞 第24位

16歳以下⼥⼦シングルス 今村ひまわり 第17位


