
年 度 氏 名 所 属 ＲＡＮＫ 氏 名 所 属 ＲＡＮＫ 氏 名 所 属 氏 名 順 位
1 黒川 昌祐 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南 49 横江 泰司 琴平C 行正 怜恩 ３位
2 谷本伊知郎 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞC 49 西山 幸男 琴平C 松原 将太 ７位

＊51・54 楠本 守 志度Ｃ 3 黒川 博之 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞC 49 黒木 五朗 満濃ﾋﾙｽﾞC 谷本伊知郎 １５位
５６ 茨 真人 高松Ｃ 4 行正 怜恩 屋島ＣＣ 49 保井 徹也 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞC 加藤 將 １５位
５８ 永井 栄司 小豆島Ｃ 4 新田 瑠威 志度C 49 中村 一博 ｱﾙﾌｧ津田C 田村 泰治 １７位
５９ 吉田 正勝 詫間Ｃ 4 小峰 昌訓 志度C 49 前谷 貴之 琴平C 加藤 渉 ２０位
６０ 林 昭徳 志度Ｃ 7 加藤 將 屋島C 49 森井 修平 琴平C 岡﨑 和真 ２３位
６１ 石井 幹男 琴平Ｃ 8 島村 修 琴平C 49 雉尾 誠治 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南 亀井 壮汰 ２８位

＊６２ 山下 孝喜 高松スポーツ振興 9 尾島 克典 ｻﾝﾗｲｽﾞC 57 清水 護 屋島C 黒川 博之 ３０位
６３ 小河 功義 屋島Ｃ 9 眞部幸一郎 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞC 57 福井 誠司 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞC

平成元年 林 昭徳 志度Ｃ 11 三宅 勇輝 満濃ﾋﾙｽﾞC 57 内田 佳二 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南

２ 坂井 幸博 ロイヤル高松Ｃ 11 穴吹 大和 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南

＊ ３ 山下 孝喜 高松スポーツ振興 11 古瀬幸一朗 満濃ﾋﾙｽﾞC
４ 木村 幹雄 志度Ｃ 14 大西 晴来 ｴﾘｴｰﾙG
５ 山下 周二 讃岐Ｃ 14 松原 将太 讃岐C

＊ ６ 三好 学 琴平Ｃ 16 石川 雄一 志度C
７ 小峰 尚宏 志度Ｃ 17 池田 優己 小豆島G
８ 小峰 尚宏 志度Ｃ 17 谷中 覚 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞC

９ 谷口 幸司 琴平Ｃ 17 落合 一朗 屋島C 対象 3
１０ 唐津 正二 高松Ｃ 20 大西 秀昭 琴平C
１１ 宮﨑 員也 屋島Ｃ 20 佐々木紀文 ｱﾙﾌｧ津田C

＊１２ 三好 学 琴平Ｃ 20 山田 佳樹 満濃ﾋﾙｽﾞC
＊１３ 高木 佳紀 琴平Ｃ 20 小峰 尚宏 志度C
１４ 唐津 正二 高松Ｃ 24 曽我部和幸 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南

１５ 小峰 尚宏 志度Ｃ 25 眞鍋 晄生 琴平C 氏 名 優勝年度

＊１６ 大宮 正幸 詫間Ｃ 25 近藤 満広 屋島C 加藤 渉 2017
１７ 島村 修 坂出Ｃ 25 岩﨑 研吾 高松C
１８ 宮﨑 員也 高松Ｃ 28 宮本 直樹 詫間C

＊１９ 片岡 大育 詫間Ｃ 28 眞田 雅任 讃岐C
２０ 三木 一外 こんぴらレイク 28 中村 哲也 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞC 対象 0
２１ 谷本伊知郎 屋島Ｃ 28 小松 裕司 讃岐C

＊２２ 池上憲士郎 詫間Ｃ 28 井上 新司 満濃ﾋﾙｽﾞC
＊２３ 原 敏之 タカガワ新琴南 33 溝渕 将人 志度C
２４ 三木 一外 こんぴらレイク 33 朝原 洋輔 鮎滝C

＊２５ 仲盛 将司 詫間Ｃ 33 工藤 寶照 鮎滝C 氏 名 順 位
２６ 谷本伊知郎 高松グランドＣ 33 森 英治郎 ｴﾘｴｰﾙG 該当者なし

＊２７ 吉田 泰基 小豆島Ｇ 33 藤井 英孝 高松C 髙橋 和浩
２８ 谷本伊知郎 高松グランドＣ 33 守屋 直人 ｴﾘｴｰﾙG
２９ 吉本 翔雄 高松ゴールドＣ 33 滑田 友紀 志度C
３０ 加藤 渉 屋島Ｃ 33 藤川 和宣 讃岐C
３１ 行正 怜恩 屋島Ｃ 41 森 智大 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞC

令和２年 黒川 昌祐 タカガワ新琴南 41 藤川 厚史 琴平C
対象 20 41 榊原 信治 ｱﾙﾌｧ津田C

41 小野 和弘 高松C
1 酒井 光生 琴平Ｃ 41 安田 強 詫間C
2 清水 重行 ｻﾝﾗｲｽﾞC 46 二川 俊昭 満濃ﾋﾙｽﾞC
3 大西 哲生 琴平Ｃ 46 三谷 和士 ｱﾙﾌｧ津田C 対象 0
4 白井 啓三 ｻﾝﾗｲｽﾞC 46 道井 泰弘 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞC

5 白川 武士 ｻﾝﾗｲｽﾞC
6 大久保太朗 琴平Ｃ
7 都築 以長 丸亀Ｐ
8 丸本 文昭 琴平Ｃ 氏 名 順 位
9 鈴木 佑也 琴平Ｃ 該当者なし
10 石川 和也 詫間Ｃ
11 綾 英昭 琴平Ｃ
12 髙橋 和浩 ロイヤル高松Ｃ

13 谷藤 真斗 ｴﾘｴｰﾙG
14 増田 忠司 琴平Ｃ
15 平井 賢治 屋島Ｃ

対象 15 対象 54 対象 0

合計 92

白抜き は重複選手

３０位タイまで

2020第46回 香川県アマ選手権並びに対象競技結果

＊50他
計4回

田中 純 高松Ｃ

2021年度 第47回 香川県アマチュアゴルフ選手権競技シード選手

歴代優勝者 2020香川県アマチュアゴルフ選手権 2019四国アマ（2020シード）

2020県民大会上位１５名 男子年齢部門より
香川県該当なし

2019西日本アマチュアゴルファーズ

各競技会開催当時の所属を明記

優勝（四国アマシード）
２位３位（県アマシード）

四国アマ優勝者(３年間シード)

2019四国ジュニア


