
金川　雄斗 佐藤　卓郎

津田学園高等学校③ 金川　雄斗 佐藤　卓郎 佐野日本大学高等学校②

城　　尚輝 津田学園高等学校③ 佐野日本大学高等学校② 松岡　遼馬

早稲田実業高等学校③ 中嶋　太造 佐藤　卓郎 滝川第二高等学校③

上平　曹太 福井工業大学附属福井高等学校② 佐野日本大学高等学校② 神田　悠貴

如水館高等学校② 中嶋　太造 岩﨑　大地 浜松日体中学校③

中嶋　太造 福井工業大学附属福井高等学校② 雲南市立三刀屋中学校③ 岩﨑　大地
福井工業大学附属福井高等学校② 和田　良太 梅田　恭生 雲南市立三刀屋中学校③

和田　良太 山形県立鶴岡北高等学校③ 福井工業大学附属福井高等学校③ 松岡　龍也

山形県立鶴岡北高等学校③ 和田　良太 梅田　恭生 関西高等学校③

美甘　漣音 山形県立鶴岡北高等学校③ 福井工業大学附属福井高等学校③ 梅田　恭生

明徳義塾中学校② 和田　良太 梅田　恭生 福井工業大学附属福井高等学校③

佐藤　佑斗 山形県立鶴岡北高等学校③ 福井工業大学附属福井高等学校③ 橋本　拓英

滝沢市立滝沢南中学校③ 古川　創大 橋本　拓英 津市立南が丘中学校①

古川　創大 日章学園中学校③ 津市立南が丘中学校① 福岡　侑希

日章学園中学校③ 森薗　大河 香川　大樹 北海学園札幌高等学校②

平井伸乃輔 鹿児島城西高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② 田辺　　虎

熊本国府高等学校③ 平井伸乃輔 田辺　　虎 日本大学三島高等学校③

松岡翔大郎 熊本国府高等学校③ 日本大学三島高等学校③ 柴田　悠介

興國高等学校③ 森薗　大河 香川　大樹 佐野日本大学高等学校③

森薗　大河 鹿児島城西高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② 平井　大雅

鹿児島城西高等学校② 森薗　大河 香川　大樹 広島県瀬戸内高等学校②

鈴木　慶士 鹿児島城西高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② 香川　大樹

岩見沢市立光陵中学校① 森薗　大河 香川　大樹 四国学院大学香川西高等学校②

菅野　義稀 鹿児島城西高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② 皿木　大智

拓殖大学紅陵高等学校② 辻　圭一郎 和田　良太 三位 皿木　大智 岸和田市立光陽中学校学校②

辻　圭一郎 星稜高等学校③ 山形県立鶴岡北高等学校③ 梅田　恭生 岸和田市立光陽中学校学校② 菊池　悠斗

星稜高等学校③ 島戸　太一 梅田　恭生 福井工業大学附属福井高等学校③ 野田倫汰郎 興國高等学校③

赤石　拓斗 沖学園高等学校② 福井工業大学附属福井高等学校③ 四位 高松中央高等学校③ 野田倫汰郎

八戸工業大学第一高等学校② 島戸　太一 和田　良太 野田倫汰郎 高松中央高等学校③

島戸　太一 沖学園高等学校② 山形県立鶴岡北高等学校③ 高松中央高等学校③ 尾崎　敬也

沖学園高等学校② 大阪学院大学高等学校③

順位決定戦

中嶋　太造

中嶋　太造 福井工業大学附属福井高等学校② 島戸　太一

七位 福井工業大学附属福井高等学校② 島戸　太一 沖学園高等学校② 五位
野田倫汰郎 沖学園高等学校② 佐藤　卓郎

高松中央高等学校③ 佐藤　卓郎 佐野日本大学高等学校②

八位 野田倫汰郎 佐野日本大学高等学校② 佐藤　卓郎 六位
中嶋　太造 高松中央高等学校③ 野田倫汰郎 佐野日本大学高等学校② 島戸　太一

福井工業大学附属福井高等学校② 高松中央高等学校③ 沖学園高等学校②

1up 2up

5and4

1up

3and2
大 野 純 子大会競技委員長

6and5

2and1 2and1

4and3

1up

1up 2and1 4and2三位決定戦

3and2

5and4 6and4

7and5

19thHole 4and3

1up 20thHole

5and4

二位 森薗　大河
4and2

20thHole 鹿児島城西高等学校② 2and1 7and5

4and3

5and4

1up

8and7

2and1 四国学院大学香川西高等学校②

2up

優勝 香川　大樹

3and2
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河野あずみ 中島　　凛

敬徳高等学校③ 仲西　美波 中島　　凛 星城中学校③

仲西　美波 浜松日体高等学校③ 星城中学校③ 中村　春菜

浜松日体高等学校③ 仲西　美波 榎本　杏果 仙台市立松陵中学校③

村上　陽菜 浜松日体高等学校③ 共立女子第二高等学校① 榎本　杏果

如水館高等学校① 高木　美咲 榎本　杏果 共立女子第二高等学校①

高木　美咲 近畿大学附属新宮高等学校③ 共立女子第二高等学校① 藤原　侑奈

近畿大学附属新宮高等学校③ 仲西　美波 榎本　杏果 初芝橋本高等学校②

鈴木　姫琉 浜松日体高等学校③ 共立女子第二高等学校① 秋田　　藍

麗澤中学校① 鈴木　姫琉 半田　乙姫 大阪学院大学高等学校②

桒原　愛果 麗澤中学校① 学校法人石川高等学校② 半田　乙姫

広島国際学院高等学校③ 三瀬　舞凛 町田　理奈 学校法人石川高等学校②

三瀬　舞凛 帝京第五高等学校③ 長﨑県立長崎明誠高等学校③ 高橋　夢羽

帝京第五高等学校③ 三瀬　舞凛 町田　理奈 神奈川県立厚木北高等学校③

西山　星空 帝京第五高等学校③ 長﨑県立長崎明誠高等学校③ 町田　理奈

三豊市立高瀬中学校③ 佐藤　杏莉 榎本　杏果 長﨑県立長崎明誠高等学校③

竹原　美悠 麗澤高等学校② 共立女子第二高等学校① 小川　羅々

熊本国府高等学校① 中村　好花 田口　蘭名 福山市立東中学校③

中村　好花 福井工業大学附属福井高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② 田口　蘭名

福井工業大学附属福井高等学校② 山川　　遥 田口　蘭名 四国学院大学香川西高等学校②

山川　　遥 京都文教中学校③ 四国学院大学香川西高等学校② 久保　青空

京都文教中学校③ 山川　　遥 木下　　遥 麗澤高等学校③

鈴木　愛佳 京都文教中学校③ 中部大学第一高等学校③ 木下　　遥

学校法人石川高等学校② 佐藤　杏莉 田口　蘭名 中部大学第一高等学校③

鈴木うらら 麗澤高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② 岡﨑　穂夏

北海学園札幌高等学校② 鈴木うらら 仲西　美波 三位 細田　詩織 山陽女子高等学校②

欠場 北海学園札幌高等学校② 浜松日体高等学校③ 仲西　美波 滝川第二高等学校② 細田　詩織

00 佐藤　杏莉 田口　蘭名 浜松日体高等学校③ 細田　詩織 滝川第二高等学校②

佐藤　杏莉 麗澤高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② 四位 滝川第二高等学校② 林　希莉奈

麗澤高等学校② 佐藤　杏莉 田口　蘭名 林　希莉奈 ルネサンス高等学校①

足立　　響 麗澤高等学校② 四国学院大学香川西高等学校② ルネサンス高等学校① 井馬ひなた

大分中学校③ 音更町立下音更中学校③

順位決定戦

三瀬　舞凛

三瀬　舞凛 帝京第五高等学校③ 山川　　遥

七位 帝京第五高等学校③ 山川　　遥 京都文教中学校③ 五位
町田　理奈 京都文教中学校③ 細田　詩織

長﨑県立長崎明誠高等学校③ 町田　理奈 滝川第二高等学校②

八位 町田　理奈 長﨑県立長崎明誠高等学校③ 細田　詩織 六位
三瀬　舞凛 長﨑県立長崎明誠高等学校③ 細田　詩織 滝川第二高等学校② 山川　　遥

帝京第五高等学校③ 滝川第二高等学校② 京都文教中学校③
大会競技委員長 大 野 純 子

2and1

19thHole 5and3

4and3

4and3

6and4 3and2 7and5

7and5

2and1 19thHole

3and2

3and2

5and4

不戦勝 3and1 三位決定戦

4and2

5and4 1up 4and2

3and2

二位 佐藤　杏莉
2and1

6and4 麗澤高等学校②

3and2
1up 21stHole

5and4

1up

5and4

優勝 榎本　杏果
6and5

4and3

共立女子第二高等学校①

ＩＳＰＳハンダ　令和元年度（第１回）

全国中学校高等学校選抜チャレンジゴルフマッチプレー選手権大会　《最終女子結果》

2019年8月31日

4and2 3and2 4and3

ピートダイゴルフクラブVIPコース

4and3

4and2


