
回数 年度 優勝者 学校名 スコア 優勝者 学校名 スコア

1 1980

～ ～

12 1991

13 1992 安喜     豊 香川西 上本 志津佳 明徳義塾

14 1993 黒沢  恭孝 明徳義塾 濱名  優子 明徳義塾

15 1994 石丸  昌史 明徳義塾 松原  麻美 香川西

16 1995 吉田  敬三 明徳義塾 高橋  千晶 明徳義塾

17 1996 弘井  太郎 明徳義塾 諸原  弘子 明徳義塾

18 1997 中武     力 明徳義塾 諸原  弘子 明徳義塾

19 1998 川崎  政志 明徳義塾 吉田  藍子 香川西

20 1999 池田  浩二 香川西 吉田  藍子 香川西

21 2000 山本  隆允 明徳義塾 木村  有希 明徳義塾

22 2001 大藤  友理 高知 辻  恵美子 明徳義塾

23 2002 浦     大輔 明徳義塾 二宮 歌奈子 明徳義塾

24 2003 石崎     翔 明徳義塾 近藤 飛佳里 香川西

25 2004 片岡  大育 香川西 川原  仁美 明徳義塾

26 2005 片岡  大育 香川西 小川  陽子 香川西

27 2006 新田  瑠威 藤井寒川 森岡  紋加 明徳義塾

28 2007 松山  英樹 明徳義塾 145 濱本  凪紗 明徳義塾 156

29 2008 松山  英樹 明徳義塾 138 堀  奈津佳 藤井寒川 149

30 2009 山岡  成稔 香蘭 144 堀  奈津佳 藤井寒川 148

31 2010 吉田     心 明徳義塾 145 濱     美咲 生光学園 154

32 2011 中川  将太 明徳義塾 142 堀     真珠 英明 158

33 2012 遠藤  健太 藤井寒川 140 鴻上 ほの花 明徳義塾 150

34 2013 西山  大広 香川西 138 浦野  菜未 香川西 150

35 2014 小西  勇輝 藤井寒川 144 大西  樹里 高知中央 149

36 2015 杉原  大河 生光学園 140 河本     結 松山聖陵 144

37 2016 黒川  航輝 藤井寒川 74 中野  なゆ 高知中央 75

38 2017 牛塚  海斗 四学香川西 144 大西  菜生 四学香川西 145

39 2018 髙宮  千聖 明徳義塾 145 石川  夢香 今治明徳 148

40 2019 古瀬 幸一朗 四学香川西 140 濱田  珠里 松山聖陵 142

41 2020 古瀬 幸一朗 四学香川西 143 森田  彩夏 高松 151

42 2021

※第1～12回大会は、中四国地区での開催です。

四国高等学校ゴルフ選手権春季大会（全国高等学校ゴルフ選手権春季大会四国予選）

歴代優勝者
＜高校男子の部＞ ＜高校女子の部＞



回数 年度 優勝者 学校名 スコア 優勝者 学校名 スコア

1 1980

～ ～

12 1991

13 1992 吉田  敬三 城西 安山     茜 明徳義塾

14 1993 吉田  敬三 明徳義塾 安山     茜 明徳義塾

15 1994 上本  義幸 明徳義塾 安山     茜 明徳義塾

16 1995 上本  義幸 明徳義塾 三浦  弘恵 明徳義塾

17 1996 傍士     基 明徳義塾 山口  まい 大洲南

18 1997 川崎  政志 明徳義塾 吉田  藍子 上八万

19 1998 大宮  正幸 湯山 横山  倫子 三木

20 1999 古味  重威 明徳義塾 前田  陽子 坂野

21 2000 申        雄 明徳義塾 二宮 歌奈子 今治西

22 2001 笹岡  宣裕 明徳義塾 綾田  紘子 紫雲

23 2002 笹岡  宣裕 明徳義塾 綾田  紘子 紫雲

24 2003 藤原     大 明徳義塾 丑田  恵美 明徳義塾

25 2004 松山  英樹 雄新 江口  智子 明徳義塾

26 2005 峯森  完太 新居浜東 岡村     咲 大麻

27 2006 原     敏之 香南 堀  奈津佳 城西

28 2007 多田  知広 志度 149 森田     遥 付属高松 142

29 2008 原     周平 香南 148 堀  奈津佳 城西 142

30 2009 谷本  成輝 藍住東 144 鈴木     愛 三加茂 137

31 2010 中川  将太 明徳義塾 149 鈴木     愛 三加茂 149

32 2011 小野  浩久 明徳義塾 146 堀     琴音 城西 151

33 2012 東     大智 多度津 143 河本     結 久米 147

34 2013 杉原  大河 南部 148 中野  なゆ 行川 152

35 2014 加藤     渉 勝賀 143 手束     雅 坂野 149

36 2015 岡田  晃平 明徳義塾 148 石川  夢香 西条北 161

37 2016 山本  悠平 明徳義塾 78 島勝 ひなた 鴨島第一 80

38 2017 古川 惣一朗 生光学園 147 城戸  姫菜 松山東雲 157

39 2018 田村  軍馬 北条北 149 川上  知夏 旭 158

40 2019 松井 琳空海 新居浜東 139 青山 ゆずゆ 西条東 149

41 2020 松井 琳空海 新居浜東 145 森村  美優 木太 151

42 2021

※第35回から第40回の６大会は、中学１･２年生のみでの開催。

＜中学校男子の部＞ ＜中学校女子の部＞

四国中学校ゴルフ選手権春季大会（全国中学校ゴルフ選手権春季大会四国予選）

歴代優勝者


