
５４回（1999年） 熊本 ８位タイ  ３０４ ストローク

５５回（2000年） 富山 ５位タイ  ２９３ ストローク

５６回（2001年） 宮城 ９位  ３９３ ストローク ０ point

３７９ ストローク

５７回（2002年） 高知 ４位タイ  ４４６ ストローク １２ point

４位タイ

３０位タイ

４２９ ストローク ５８位タイ

５８回（2003年） 静岡 ３位タイ  ４５５ ストローク １６.５ point

６位タイ

４０位タイ

４２８ ストローク ２５位タイ

５９回（2004年） 埼玉 ２５位  ４７３ ストローク ０ point

３８位タイ

１０９位タイ

４３７ ストローク ４７位タイ

６０回（2005年） 岡山 ６位タイ  ４４５ ストローク ７.５ point

２１位タイ

１１位タイ

４１７ ストローク ５８位タイ

６１回（2006年） 兵庫 ８位  ４６６ ストローク ３ point

３位

５４位

４４６ ストローク ３２位タイ

６２回（2007年） 秋田 １３位  ４６４ ストローク ０ point

４８位タイ

１５位タイ

４４０ ストローク ５４位タイ

片岡  大育（香川西②）

立川  佑太（香川西②）

片岡  大育（香川西③）

河野  祐輝（香川西③）

恵村  智宏（香川西③）

１５４（７７・７７）

１５７（７５・８２）

１４９（７７・７２）

１５８（７７・８１）

１４５（６９・７６）

新田  瑠威（寒   川③）

橋本  龍位（寒   川①）

国民体育大会ゴルフ競技少年男子  成績一覧

   監督 ： 三宅   喬

   監督 ： 谷口  幸司

     優勝・神奈川

１４６（７５・７１）

１５６（７５・８１）

１５３（７９・７４）

１５１（７５・７６）片岡  大育（香川西①）

國方  浩二（香川西③）

立川  佑太（香川西①）

瀬尾  拓也（香川西③）

原     敏之（寒   川①）

※第61回大会から四国ブロック予選が始まる。（少年女子の部がなくなったため）

１６９（８６・８３）

１５３（７６・７７）

１４７（７３・７４）

１４４（７１・７３）

１６５（７９・８６）

１５６（７６・８０）

山崎  太一（香川西③）

井尻  勝也（香川西③）

   選手 ： 桑村幸延③・船引隆則②・池田浩二②

   選手 ： 近藤浩紀③・池田浩二②・大西裕士②

大西  裕士（香川西③）

大宮  正幸（香川西①）

大宮  正幸（香川西②）

仁木  海渡（香川西③）

吉田幸太郎（香川西③） １５６（７４・８２）

１５７（７５・８２）

７６（７６・    ）

１６０（８１・７９）

１４０（７０・７０）

１５０（７６・７４）

※第５５回大会までは団体成績（２名のスコア）のみ

優勝・福岡

優勝・茨城

監督 ： 谷口  幸司

優勝・福岡

仁木  海渡（香川西②）

大宮  正幸（香川西③）

監督 ： 谷口  幸司

優勝・高知

監督 ： 谷口  幸司

優勝・千葉

優勝・千葉

監督 ： 谷口  幸司

監督 ： 谷口  幸司

監督 ： 谷口  幸司

監督 ： 谷口  幸司



６３回（2008年） 大分 ５位  ４４４ ストローク １２ point

５３位タイ

２位

４３０ ストローク ４１位タイ

６４回（2009年） 新潟 １２位  ４５７ ストローク ０ point

４１位タイ

３７位タイ

４４３ ストローク ２１位タイ

６５回（2010年） 千葉 ６位  ２２１ ストローク ９ point

７６ ４３位タイ

７５ ３２位タイ

２１６ ストローク ７０ ２位

６６回（2011年） 山口 １４位  ４５７ ストローク ０ point

３２位タイ

２６位タイ

４３０ ストローク ５４位タイ

６７回（2012年） 岐阜 １位  ４１８ ストローク ２４ point

１２位タイ

６位タイ

４１８ ストローク ６位タイ

６８回（2013年） 東京 ２６位  ４５７ ストローク ０ point

５９位タイ

７８位タイ

４２１ ストローク ６１位タイ

６９回（2014年） 長崎 ５位  ２２５ ストローク １２ point

７３ １０位タイ

７７ ３３位タイ

２１７ ストローク ７５ １９位タイ

７０回（2015年） 和歌山 １２位  ４３９ ストローク ０ point

３５位タイ

２１位タイ

４２２ ストローク ３５位タイ

悪天候によ
り、２日目中

止。

亀代  順哉（香川西②） １５１（８１・７０）

原     周平（寒   川③） １５０（７４・７６）

釜須  雄基（香川西②）

石徳  俊樹（香川西①）

監督 ： 筒井  宏充

１３７（７１・６６）

１５２（７７・７５）

原     敏之（寒   川②）

木下  稜介（香川西②）

遠藤  健太（寒   川③）

西山  大広（香川西③） １４７（７４・７３）

三倉  誠生（寒   川①） １４５（７０・７５）

永田翔太郎（香川西②） １５０（８０・７０）

坂本  将規（香川西②）

板東  篤司（香川西②）

亀代  順哉（香川西③） １３９（６８・７１）

吉田  泰基（香川西①） １４９（７７・７２）

加藤     翔（寒   川②） １５８（８０・７８）

釜須  雄基（香川西③） １５６（７８・７８）

１５４（７１・８３）

１５３（７４・７９）

１５０（７１・７９）

１５５（７４・８１）

監督 ： 筒井  宏充

優勝・茨城

監督 ： 筒井  宏充

優勝・高知

監督 ： 筒井  宏充

優勝・兵庫

池上憲士郎（香川西①）

監督 ： 森     茂幸

木下  稜介（香川西③）

廣田  悠輔（香川西③）

池上憲士郎（香川西②）

池上憲士郎（香川西③）

優勝・岡山

石徳  俊樹（香川西③）

遠藤  健太（寒   川①）

監督 ： 筒井  宏充

優勝・宮崎

優勝・千葉

監督 ： 森     茂幸

小西  勇輝（寒  川③） １４７（７４・７３）

台風19号接
近のため、１
日目中止。

優勝・香川

監督 ： 筒井  宏充

優勝・福岡

１４０（７０・７０）

１３９（７０・６９）



７１回（2016年） 岩手 １７位  ４６１ ストローク ０ point

１６位タイ

３９位タイ

４３６ ストローク ７５位タイ

７2回（2017年） 愛媛 point

４４３ ストローク

７3回（2018年） 福井 ３位  ４４２ ストローク １８ point

２２位タイ

１７位タイ

４３４ ストローク １７位タイ

７4回（2019年） 茨城 １０位  ４４５ ストローク ０ point

 １５位タイ

３９位タイ

４２２ ストローク ３０位タイ

７5回（2020年） 鹿児島 point

ストローク

国体開催予定の都道府県

76：三重・77：栃木・78：佐賀・79：滋賀･80：青森･81：宮崎･82：長野･83：群馬･84：島根

四国ブロック予選敗退

優勝・京都

監督 ： 森口    亮

優勝・福岡
石川  大翔（寒   川②） １４５（７４・７１）

行正  怜恩（寒   川①） １５１（７７・７４）

香川  凜央（香川西③） １４９（７４・７５）

優勝・福井
牛塚  海斗（香川西③） １４８（７３・７５）

落合    凌（高松北③） １４７（７６･７１）

加藤    渉（寒   川③） １４７（７２･７５）

監督 ： 森     茂幸

優勝・大阪
黒川  航輝（寒  川②） １４８（７４・７４）

加藤    渉（寒   川①） １５３（７４・７９）

丸山     翼（寒  川③） １６０（７９・８１）

監督 ： 森     茂幸


