
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

岡島由一朗 小黒　真輝 黒田　裕人

学習院大学④ 学習院大学③ 学習院大学②

石渡　秀史 藤永　寛生 鈴木　海南斗

成蹊大学② 成蹊大学② 成蹊大学②

山野　俊樹 荒巻　健人 横尾　一輝

東京大学④ 東京大学④ 東京大学④

江坂　将一 小川　貴之 新毛　達朗 和田　　樹

慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学② 慶應義塾大学②

小野　光弘 坂部　太賀 下田　雄大 夏堀　裕大

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①

高橋　海仁 瀧田　和司 中野　陽大 尾野　武司

神奈川大学② 神奈川大学② 神奈川大学② 神奈川大学①

武松　将寛 日比　隆晶 恩田　拓哉 菅本　　魁

神奈川大学① 日本体育大学③ 日本体育大学② 日本体育大学①

佐藤　健勢 松野　　航 中野　多聞 小林光太郎

日本体育大学③ 日本体育大学① 法政大学② 法政大学①

鯨　慎之介 江夏　匡彦 平山　泰我 菅田　和也

法政大学④ 法政大学② 法政大学② 成城大学④

中井　文哉 横山　陽和 谷岡　泰丞 中村隆一朗

成城大学② 成城大学③ 成城大学② 成城大学②
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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

一志 知里 黒川　莉奈子 山口　生楽

学習院大学③ 学習院大学② 東京大学②

鈴木　慧子 森下　礼菜 武井　遼子

慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学②

高橋　真央 関　ほの花 林　　楓葉 古川　梨里香

中央学院大学① 中央学院大学① 日本女子大学③ 日本女子大学②

尾崎　りお 小森　渚 立石　胡芭留 乗竹　美帆

日本体育大学③ 日本体育大学② 日本体育大学② 日本体育大学②

渡慶次　莉子 中島　　彩 秋川　楓花 弘津　綾香

東京国際大学③ 東京国際大学③ 東京国際大学① 日本大学①

松村　茉理奈 加藤　陽 稲永　真衣 磯井　玲奈

日本大学③ 日本大学② 日本大学② 日本大学②

坂本　幹太 荒井　　陸 福島太一郎 尾関　奨乃

日本大学③ 日本大学② 日本大学② 日本大学①

田中　健太 渡邊　　尚 福田　海斗 長見　一世

日本大学① 城西大学① 城西大学① 東京国際大学①

常山　洋佑 山口　健太 樋口　貴洸 花島　和樹

東京国際大学④ 東京国際大学② 東京国際大学② 東京国際大学②

井上　雄二朗 湯浅　徹朗 新田　憲太朗 多田　寛貴

東海大学④ 東海大学④ 東海大学③ 東海大学③

大越　　拓 長根　盛勝 永谷　燦悟 古川　颯来

拓殖大学④ 拓殖大学④ 拓殖大学② 拓殖大学①
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男子
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

岡島由一朗 江夏　匡彦 黒田　健史

学習院大学④ 法政大学② 明治大学③

諸橋　　陸 立石　守廣 中野　多聞

明治大学② 学習院大学③ 法政大学②

坂部　太賀 小林光太郎 小黒　真輝 後藤　大河

中央学院大学③ 法政大学① 学習院大学③ 明治大学②

平山　泰我 飯塚　　健 下田　雄大 黒田　裕人

法政大学② 明治大学④ 中央学院大学③ 学習院大学②

勝沼　　駿 鯨　慎之介 梶本　陽平 夏堀　裕大

立教大学③ 法政大学④ 上智大学② 中央学院大学①

小野　光弘 岡田　陽太 原田　　昇 四分一　康平

中央学院大学③ 立教大学④ 慶應義塾大学① 上智大学②

沖　　将司 山本　俊太 髙岸　克冴 和田　　樹

早稲田大学① 上智大学② 立教大学③ 慶應義塾大学②

新毛　達朗 山下　隆介 菅本　　魁 竹内　亮輔

慶應義塾大学② 早稲田大学① 日本体育大学① 立教大学③

山本　光人 小川　貴之 手塚　慧優 恩田　拓哉

立教大学③ 慶應義塾大学③ 駒澤大学② 日本体育大学②

日比　隆晶 坂本　幹太 常山　洋佑 江坂　将一

日本体育大学③ 日本大学③ 東京国際大学④ 慶應義塾大学③

吉澤　一瑠 松野　　航 尾関　奨乃 樋口　貴洸

駒澤大学① 日本体育大学① 日本大学① 東京国際大学②

山口　健太 若杉　卓海 佐藤　健勢 田中　健太

東京国際大学② 駒澤大学③ 日本体育大学③ 日本大学①

荒井　　陸 長見　一世 武松　将寛 川島　理暉

日本大学② 東京国際大学① 神奈川大学① 駒澤大学③

品本　　優 尾野　武司 福島太一郎 菅田　和也

駒澤大学④ 神奈川大学① 日本大学② 成城大学④

中井　文哉 横尾　一輝 古川　颯来 花島　和樹

成城大学② 東京大学④ 拓殖大学① 東京国際大学②

永谷　燦悟 横山　陽和 漆原　理樹 中野　陽大

拓殖大学② 成城大学③ 東京大学③ 神奈川大学②

荒巻　健人 長根　盛勝 瀧田　和司 中村隆一朗

東京大学④ 拓殖大学④ 神奈川大学② 成城大学②

谷岡　泰丞 山野　俊樹 大越　　拓 高橋　海仁

成城大学② 東京大学④ 拓殖大学④ 神奈川大学②

平成29年度関東学生ゴルフ連盟７月月例会

試合組み合わせ
〈OUTスタート〉

No Time

1 7:30

2 7:38

3 7:46

4 7:54

7 8:18

8 8:26

5 8:02

6 8:10

9 8:34

10 8:42

11 8:50

15 9:22

16 9:30

12 8:58

13 9:06

14 9:14

17 9:38

18 9:46



女子・男子
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

吉田　彩水 弘津　綾香 一志 知里

明治大学② 日本大学① 学習院大学③

瀬口　　夏 青柳　果恋 磯井　玲奈

学習院大学② 明治大学② 日本大学②

伊藤　叶華 黒川　莉奈子 鈴木　カンナ 稲永　真衣

上智大学② 学習院大学② 明治大学② 日本大学②

加藤　陽 勧学　知穂 安孫子　美央 武井　遼子

日本大学② 上智大学④ 学習院大学① 慶應義塾大学②

森下　礼菜 松村　茉理奈 川田　えりか 石神　りか子

慶應義塾大学③ 日本大学③ 上智大学④ 学習院大学②

髙橋　里英 下　真由 高橋　真央 渡慶次　莉子

立教大学④ 慶應義塾大学③ 中央学院大学① 東京国際大学③

中島　　彩 中島　佳子 鈴木　慧子 関　ほの花

東京国際大学③ 立教大学③ 慶應義塾大学③ 中央学院大学①

尾崎　りお 秋川　楓花 宇田　津凛 小笠原　さや子

日本体育大学③ 東京国際大学① 立教大学③ 慶應義塾大学④

古川　佳奈 小森　渚 林　　楓葉 諸橋　伶奈

聖心女子大学③ 日本体育大学② 日本女子大学③ 立教大学③

伊藤　柚子 大浦　裕美子 立石　胡芭留 古川　梨里香

青山学院大学② 聖心女子大学③ 日本体育大学② 日本女子大学②

山口　生楽 井上　花凛 川島　あかり 乗竹　美帆

東京大学② 青山学院大学② 成蹊大学④ 日本体育大学②

渡辺　里桜 勝田　孝代 中島　明香 窪田　百合子

獨協大学③ 大東文化大学② 青山学院大学② 成蹊大学③

石渡　秀史 城倉　孝典 菊地　大悟 井上　　陸

成蹊大学② 獨協大学③ 大東文化大学④ 青山学院大学④

村山　真大 藤永　寛生 太田陽一郎 髙橋　優仁

青山学院大学③ 成蹊大学② 獨協大学③ 大東文化大学①

多田　寛貴 伊藤　　慧 鈴木　海南斗 髙澤クリストファー

東海大学③ 青山学院大学② 成蹊大学② 獨協大学①

石川　凌生 新田　憲太朗 古川　　巧 小暮　大輝

獨協大学③ 東海大学③ 青山学院大学① 東京農業大学③

一瀬　裕紀 下薗　祐介 井上　要 村松　　悠

東京農業大学② 獨協大学③ 東海大学③ 青山学院大学②

矢田　将之 上田　一哉 渡邊　　尚 湯浅　徹朗

東京電機大学② 東京農業大学① 城西大学① 東海大学④

井上　雄二朗 池田　健誠 奥山　　潤 福田　海斗

東海大学④ 明治学院大学③ 東京農業大学① 城西大学①
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