
回数 年度 優勝者 学校名 スコア 優勝者 学校名 スコア
1 1992 村木     剛 香川西 81 安山     茜 明徳義塾中 87
2 1993 浅野  祥規 香川西
3 1994 石丸  昌史 明徳義塾 75 安山     茜 明徳義塾中 79
4 1995 佐竹  将吾 明徳義塾 71 安山     茜 明徳義塾 79
5 1996 笠井  敬介 香川西 74 安山     茜 香川西 78
6 1997 上本  義幸 明徳義塾 75 高松     聖 香川西 74
7 1998 池田  浩二 香川西 72 杉原  良美 香川西 77
8 1999 近藤  浩紀 香川西 74 滋野  さき 明徳義塾 78
9 2000 大西  裕士 香川西 71 横山  倫子 香川西 72
10 2001 大宮  正幸 香川西 69 辻  恵美子 明徳義塾 71
11 2002 恩田  脩平 明徳義塾 71 横峰 さくら 明徳義塾 75
12 2003 笹岡  宣裕 明徳義塾 35 木村  麻希 明徳義塾 39
13 2004 前田  和宏 明徳義塾 70 木村  麻希 明徳義塾 71
14 2005 谷川  泰輔 明徳義塾 70 小橋 絵利子 香川西 72
15 2006 新田  瑠威 藤井寒川 71 森岡  紋加 明徳義塾 75
16 2007 皆本  祐介 藤井寒川 73 世古  麻由 明徳義塾 78
17 2008 原     敏之 藤井寒川 66 世古  麻由 明徳義塾 70
18 2009 杉山  知靖 明徳義塾 70 堀  奈津佳 藤井寒川 71
19 2010 早藤  将太 明徳義塾 67 堀     琴音 城西中 69
20 2011 亀代  順哉 香川西 68 安藤  京佳 新居浜東中 36
21 2012 中川  将太 明徳義塾 71 森田     遥 高松中央 70
22 2013 西山  大広 香川西 67 後藤田 寧々 羽ノ浦中 70
23 2014 吉田  泰基 香川西 69 辻岡  愛理 香川西 72
24 2015 河本     力 松山聖陵 71 黒田  光理 高松中央 72
25 2016 牛塚  海斗 四学香川西 69 松原  果音 四学香川西 72
26 2017
27 2018 香川  凜央 四学香川西 72 中田  寧々 明徳義塾 77
28 2019 福住     将 明徳義塾 62 都     玲華 生光学園 70
29 2020

※高校女子の部は、22回大会まで中学女子と同じカテゴリーで開催。

四国ジュニアゴルフ選手権新人戦（秋季大会）

歴代優勝者

＜高校男子の部＞ ＜高校女子の部＞

台風21号接近のため中止



回数 年度 優勝者 学校名 スコア 優勝者 学校名 スコア
1 1992 吉田  敬三 城西 83 安山     茜 明徳義塾中 87
2 1993
3 1994 上本  義幸 明徳義塾 71 安山     茜 明徳義塾中 79
4 1995 上本  義幸 明徳義塾 70 安山     茜 明徳義塾 79
5 1996 西村  匡史 明徳義塾 76 安山     茜 香川西 78
6 1997 河平  英克 明徳義塾 74 高松     聖 香川西 74
7 1998 河平  英克 明徳義塾 75 杉原  良美 香川西 77
8 1999 大宮  正幸 湯山 75 滋野  さき 明徳義塾 78
9 2000 大宮  正幸 湯山 73 横山  倫子 香川西 72
10 2001 前田  真秀 八万 74 辻  恵美子 明徳義塾 71
11 2002 笹岡  宣裕 明徳義塾 75 横峰 さくら 明徳義塾 75
12 2003 谷川  泰輔 明徳義塾 35 木村  麻希 明徳義塾 39
13 2004 原     敏之 香南 68 木村  麻希 明徳義塾 71
14 2005 原     敏之 香南 65 小橋 絵利子 香川西 72
15 2006 松山  英樹 明徳義塾 69 森岡  紋加 明徳義塾 75
16 2007 亀代  順哉 鷲敷 75 世古  麻由 明徳義塾 78
17 2008 亀代  順哉 鷲敷 70 世古  麻由 明徳義塾 70
18 2009 板東  拓也 鳴門第一 72 堀  奈津佳 藤井寒川 71
19 2010 香川  奈鷹 三野津 71 堀     琴音 城西中 69
20 2011 香川  奈鷹 三野津 33 安藤  京佳 新居浜東中 36
21 2012 西山  大広 高瀬 70 森田     遥 高松中央 70
22 2013 栗本  和博 豊中 72 後藤田 寧々 羽ノ浦中 70
23 2014 岡田  晃平 明徳義塾 71 岡     初紀 協和 77
24 2015 弘内     秀 明徳義塾 72 手束     雅 坂野 74
25 2016 竹川 加寿斗 高松第一 69 吉本  早織 飯山 73
26 2017
27 2018 松岡 翔眞 明徳義塾 76 都     玲華 生光学園 74
28 2019 松井 琳空海 新居浜東 72 成松  優羽 小松島 74
29 2020

※中学女子の部は、22回大会まで高校女子と同じカテゴリーで開催。

台風21号接近のため中止

＜中学男子の部＞ ＜中学女子の部＞

四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会

歴代優勝者


