
優　勝 2　位 3　位 優　勝 2　位 3　位

1 H12 西原A 西原B 那　国 ／ ／ ／

2 H13 西原A 宮　古 ／ ／ ／ ／

3 H14 沖　尚 宮古A 西　原 ／ ／ ／

4 H15 沖尚A 名　護 沖尚B ／ ／ ／

5 H16 沖尚B 沖尚A 名　商 ／ ／ ／

6 H17 沖尚A 名　護 興　南 沖　尚 興　南 ／

7 H18 興南A 宮　古 本　部 本部(認定） ／ ／

8 H19 興南A 宮　古 沖　尚 本　部 沖　尚 ／

9 H20 興　南 宮　古 本　部 本　部 沖　尚 ／

10 H21 興　南 沖尚A 首　里 沖商(認定） ／ ／

11 H22 本　部 興　南 名　護 ／ ／ ／

12 H23 本　部 興　南 沖　尚 本　部 名　護 浦　添

13 H24 本　部 名　護 宜野座 名護(認定） ／ ／

14 H25 首　里 本　部 沖　尚 興南(認定） ／ ／

15 H26 宜野座 ／ ／ ／ ／ ／

16 H27 興　南 宜野座 ／ 興南(認定） ／ ／

17 H28 興　南 宜野座 ／ 宜野座 興　南 ／

18 H29 ／ ／ ／ 興　南 宜野座 ／

19 H30 興　南 宜野座 普天間 宜野座 興　南 ／

20 R1 興　南 ／ ／ 興　南 宜野座 ／

21 R2 興　南 ／ ／ 興　南 宜野座 ／

22 R3

沖縄県高等学校総合体育大会ゴルフ競技　栄光の足跡

男　　　　子 女　　　　子

【　団　体　】

年度回



優　勝 2　位 3　位 優　勝 2　位 3　位

正岡竜二 前川明勝 山内雅人 金井智子 真栄平美紀

(西原） (西原） (西原） （首里東） (首里東）

山内雅人 永田吉秀 正岡竜二 金井智子 真栄平美紀

(西原） (西原） (西原） （首里東） (首里東）

池田祐介 新里幸之輔 上間　匡 池田玲奈 仲宗根春美 神里梨恵

(名護） (宮古A) (沖尚） (陽明） (昭薬附） (糸満）

垣花俊晃 比嘉拓也 小田秀明 神里梨恵 川満陽香理 池田玲奈

(沖尚A) （名商） (西原） (糸満） (昭薬附） (陽明）

小田秀明 上間　匡 花城高奈史 照屋冷奈 川満陽香理 上原美希

(西原） (沖尚） (沖尚） （沖尚） (昭薬附） (沖尚）

大城大地 与那嶺雅也 饒平名知尚 宮里美香 上原美希 川満陽香理

（沖尚B) (沖尚B) (名護） (興南） (沖尚） (昭薬附）

儀保　和 富村真治 玉城優馬 上原美希 照屋冷奈 崎原絵奈美

(首里） （興南） (興南） (沖尚） （沖尚） (興南）

伊良部裕馬 富村真治 嘉数光倫 垣花彩那 大城さつき 山里　愛

（宮古） （興南） （名護） （本部） （沖尚） （沖尚）

富村真治 大城康孝 玉城大地 与那嶺真代 大城ちはる 与那嶺未来

（興南） （沖尚） （首里東） （本部） （沖尚） （沖尚）

玉城大地 渡真利健人 森　勇人 澤田沙都子 山口春歌 大城ちはる

（首里東） （豊見城） （名護） （興南） （沖尚） （沖尚）

兼城　大 伊佐川紘治 池原恭平 山城奈々 比嘉真美子 大城ちはる

（本部A) （本部A) （本部B) (浦添） (本部） （沖尚）

兼城　大 古波栄一 古波津　柊 比嘉真美子 饒平名まなみ 伊波杏莉

（本部) (本部） (普天間） (本部） （名護） (読谷）

与儀聖夏 古波津　柊 滝口雅雄 宮城茉希 饒平名まなみ 津波古味寿乃

(沖尚） (普天間） (豊見城南） (浦添） （名護） （名護）

玉城海伍 比嘉一貴 出口　斉 伊波杏莉 翁長由佳 玉寄妃那子

（首里） （本部） （沖尚） (読谷） (興南） (糸満）

玉城元気 玉城海伍 河崎　将 伊敷樹里亜 比嘉梨沙 花城美久

（宜野座） （首里） （浦商） （糸満） （宜野座） （宜野湾）

富本虎希 玉城元気 三浦春樹 花城美久 金城和歌奈 伊敷樹里亜

（興南） （宜野座） （宜野座） （宜野湾） （糸満） （糸満）

富本虎希 与那嶺龍仁 齋藤耕太 新城莉李亜 新垣比奈 仲西菜摘

（興南） （宜野座） （名護） （宜野座） (興南） （宜野座）

山城太優 大島優久也 宮里海翔 金城和歌奈 佐渡山理莉 仲西菜摘

（名護） （沖カト） （興南） （糸満） （名護） （宜野座）

山城太優 宮里海翔 新城ﾃﾞｭﾗﾝ唯人 佐渡山理莉 新城莉李亜 宮城夕夏乃

（名護） （興南） （宜野座） （名護） （宜野座） （宜野座）

新城ﾃﾞｭﾗﾝ唯人 又吉鷹丸 我如古隼涼 比嘉里緖菜 宮城　杏 石原果楓

（宜野座） (興南） (興南） (興南） (興南） （宜野座）

仲宗根祥仁 米須清幸 新城ﾃﾞｭﾗﾝ唯人 比嘉里緖菜 高里由貴子 石原渚裟

（宜野座） (興南） （宜野座） (興南） （沖カト） （宜野座）

．

1 H12

【　個　人　】

回 年度
男　　　　子 女　　　　子

2 H13

3 H14

4 H15

5 H16

6 H17

7 H18

8 H19

9 H20

10 H21

15 H26

16 H27

11 H22

12 H23

13 H24

／

／

21 R2

R322

R120

17 H28

18 H29

19 H30

14 H25


