
OUT
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

水主川　大樹 矢口　宣洋 吉野　元紹 山崎　隼人

中央学院大学③ 中央学院大学③ 中央学院大学③ 中央学院大学②

宮内　大河 岩橋　和輝 北澤　利毅 小黒　真輝

中央学院大学① 東海大学④ 東京国際大学③ 学習院大学③

坂場　大希 坂場　将希 山内　一輝 仙庭　俊哉

東京国際大学④ 東京国際大学④ 東京国際大学④ 東京国際大学④

佐藤　健勢 鈴木　理央 樋口　　匠 菅本　　魁

日本体育大学③ 日本体育大学③ 日本体育大学① 日本体育大学①

川田　直人 武田　直人 平山　泰我 江夏　匡彦

法政大学③ 法政大学③ 法政大学② 法政大学②

小澤　大樹 小暮　大輝 一瀬　裕紀 上田　一哉

東京農業大学③ 東京農業大学③ 東京農業大学② 東京農業大学①

四家　佑大 角田　祐樹 矢野　圭介 金子　憲洋

成城大学④ 成城大学④ 日本大学② 日本大学①

IN
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

香川　ちよみ 関　ほの花 高橋　真央

中央学院大学① 中央学院大学① 中央学院大学①

阿部　　萌 小森　渚 立石　胡芭留

日本体育大学② 日本体育大学② 日本体育大学②

木村　　円 松原　亜美 関野　愛美

日本体育大学① 日本体育大学① 明治大学①

持田　奈穂 中島　　彩 渡慶次　莉子

東京国際大学④ 東京国際大学③ 東京国際大学③

後藤　玲来 原田　瑠璃南 大石　彩未 谷口　瑠梨

東京国際大学② 東京国際大学① 日本大学① 日本大学①

本田　瑞稀 阿見　敦美 中田　樹乃

日本大学③ 日本大学③ 日本大学②

半田　匠佳 本木　敦登 阿佐　和典

日本大学④ 日本大学④ 日本大学③

No Time

1 8:00

6 8:40

5 8:32

4 8:24

6 8:40

7 8:48

2 8:08

3

3 8:16

4 8:24

5 8:32

2 8:08

平成29年度関東学生ゴルフ連盟４月月例会

練習ラウンド組み合わせ

No Time

1 8:00

8:16

7 8:48



OUT
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

宇都　敬太 稲岡　　剣 杉本　雅之 坂場　将希

早稲田大学④ 成城大学④ 駒澤大学④ 東京国際大学④

山内　一輝 永田　耕平 四家　佑大 慶田　瑛久

東京国際大学④ 早稲田大学② 成城大学④ 駒澤大学④

手塚　慧優 仙庭　俊哉 木本　航輔 角田　祐樹

駒澤大学② 東京国際大学④ 早稲田大学① 成城大学④

半田　匠佳 樋口　航平 坂場　大希 二村　健人

日本大学④ 駒澤大学③ 東京国際大学④ 早稲田大学②

和田　　樹 本木　敦登 品本　　優 北澤　利毅

慶應義塾大学② 日本大学④ 駒澤大学④ 東京国際大学③

樋口　　匠 新毛　達朗 阿佐　和典 吉野　元紹

日本体育大学① 慶應義塾大学② 日本大学③ 中央学院大学③

宮内　大河 鈴木　理央 細谷　大河 矢野　圭介

中央学院大学① 日本体育大学③ 慶應義塾大学② 日本大学②

金子　憲洋 矢口　宣洋 佐藤　健勢 武田　大輔

日本大学① 中央学院大学③ 日本体育大学③ 慶應義塾大学③

小室　　順 相澤　直哉 山崎　隼人 菅本　　魁

慶應義塾大学③ 中央大学④ 中央学院大学② 日本体育大学①

原田　大雅 田中　健太郎 中野　貴博 水主川　大樹

山梨学院大学② 明治大学③ 中央大学③ 中央学院大学③

川田　直人 池田　佑甫 井口　隆哉 丹羽　雅彦

法政大学③ 山梨学院大学④ 明治大学② 中央大学③

朝倉　　駿 平山　泰我 金子　直矢 加藤　寛之

中央大学① 法政大学② 山梨学院大学④ 明治大学②

小川　　黎 齋藤　太稀 武田　直人 大久保　克海

明治大学② 中央大学① 法政大学③ 山梨学院大学②

岡野　哲也 後藤　大河 片岡　大士 江夏　匡彦

国際武道大学④ 明治大学② 明治学院大学② 法政大学②

青戸　遼市朗 石川　凌生 上田　一哉 佐藤　秀俊

学習院大学④ 獨協大学③ 東京農業大学① 明治学院大学③

櫻井　厚一 小黒　真輝 下園　祐介 一瀬　裕紀

明治学院大学③ 学習院大学③ 獨協大学③ 東京農業大学②

小暮　大輝 川原田　将人 坪井　晴元 吉野　真大

東京農業大学③ 明治学院大学① 学習院大学② 青山学院大学②

高橋　大貴 小澤　大樹 酒井　尚紀 松原　敬吾

青山学院大学③ 東京農業大学③ 明治学院大学③ 学習院大学②

平成 29年度関東学生ゴルフ連盟４月月例会
試合組み合わせ

No Time

1 8:00

2 8:08

3 8:16

4 8:24

5 8:32

6 8:40

7 8:48

8 8:56

9 9:04

10 9:12

11 9:20

12 9:28

13 9:36

14 9:44

15 9:52

16 10:00

17 10:08

18 10:16



IN
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

増田　七海 中島　　彩 古川　佳奈 田中　怜菜

早稲田大学② 東京国際大学③ 聖心女子大学③ 日本女子大学②

若林　真悠 深谷　琴乃 渡慶次　莉子 高木　智圭

日本女子大学② 早稲田大学① 東京国際大学③ 明治学院大学②

小林フィービー渚 荒居　梨央 川口　さらら 後藤　玲来

明治学院大学② 日本女子大学③ 早稲田大学③ 東京国際大学②

原田　瑠璃南 大石　彩未 篠田　怜衣南 川下　有咲

東京国際大学① 日本大学① 明治学院大学③ 早稲田大学③

深澤　みなみ 持田　奈穂 谷口　瑠梨 香川　ちよみ

早稲田大学④ 東京国際大学④ 日本大学① 中央学院大学①

関　ほの花 鈴木　慧子 小森　渚 中田　樹乃

中央学院大学① 慶應義塾大学③ 日本体育大学② 日本大学②

阿見　敦美 松原　亜美 三輪　優希 高橋　真央

日本大学③ 日本体育大学① 慶應義塾大学③ 中央学院大学①

押田　千菜実 本田　瑞稀 木村　　円 下　　真由

法政大学① 日本大学③ 日本体育大学① 慶應義塾大学③

荻野　遥香 岩瀨　陽子 鈴木　千晴 立石　胡芭留

慶應義塾大学② 東京大学④ 法政大学① 日本体育大学②

松岡　咲希 武井　遼子 岡見　菜生子 関根　吏理

中央大学④ 慶應義塾大学② 東京大学④ 青山学院大学②

阿部　　萌 伊藤　柚子 青柳　果恋 菊田　有紗

日本体育大学② 青山学院大学② 明治大学② 中央大学④

塩田　宵子 小野　実華 長妻　美咲 吉田　彩水

青山学院大学② 成蹊大学② 学習院大学② 明治大学②

江坂　友見 関野　愛美 吉田　由希惠 瀬口　　夏

立教大学④ 明治大学① 成蹊大学② 学習院大学②

水村　友利乃 髙橋　里英 羽仁　薫子 安藤　萌々

学習院大学② 立教大学④ 獨協大学③ 成蹊大学②

福田　　麗 山下　みなみ 槙島　　藍 渡辺　里桜

成蹊大学② 上智大学③ 立教大学④ 獨協大学③

稲村　智也 永藤　寛太郎 岩橋　和輝 岡田　陽太

國學院大學④ 成蹊大学③ 東海大学④ 立教大学④

飯田　　裕 小泉　勝史 高津　良介 金澤　将一

上智大学② 國學院大學② 成蹊大学③ 東京大学②

黒田　悠司 菅原　竹仁　 高橋　光寿 藤永　寛生

東京大学② 上智大学② 國學院大學① 成蹊大学②

No Time

1 8:00

2 8:08

3 8:16

4 8:24

5 8:32

6 8:40

7 8:48

8 8:56

9 9:04

10 9:12

11 9:20

12 9:28

13 9:36

17 10:08

18 10:16

14 9:44

15 9:52

16 10:00



 


