
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

千北　嘉太 榎本　翔汰 竹内　　秀

神奈川大学③ 神奈川大学④ 神奈川大学②

百目鬼　光紀 宇野　信宏 河野　祐弥 柿澤　大輝

中央学院大学② 中央学院大学③ 中央学院大学④ 中央学院大学③

鈴木　貴之 小野　耕平 増田　耕平 西村　　涼

中央学院大学③ 中央学院大学③ 中央学院大学② 中央学院大学③

金田　直之 夏堀　裕大 須藤　啓太 竹田　綾人

中央学院大学④ 中央学院大学① 中央学院大学② 中央学院大学②

篠崎　嘉音 赤出川　周亮 大家　光世 伊藤　良輔

駒澤大学② 駒澤大学③ 駒澤大学② 駒澤大学④

吉本　裕貴 蛭田　玲於 今野　　匠 蛯名　大和

東北福祉大学③ 東北福祉大学④ 東北福祉大学① 東北福祉大学④

高野　碧輝 山路　　幹 岩瀬　　光 遠藤　健太

東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 東北福祉大学④ 東北福祉大学③

植竹　勇太 比嘉　一貴 坂本　一馬 久保田　皓也

東北福祉大学④ 東北福祉大学④ 東北福祉大学③ 東北福祉大学②

西山　大広 野呂　　涼 長谷川　大晃 関　　将太

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学②

岡村　　了 大塚　大樹 小西　勇輝 石崎　真央

東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 東北福祉大学② 東北福祉大学②

三浦　大河 山下　将司 片岡　尚之 竹川　雄喜

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学①

金谷　拓実 坂本　雄介 笹村　　心

東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学①

木庭　　輝 濱宮　勇樹 園田　昂生 原田　大雅

日本体育大学② 東京国際大学① 山梨学院大学② 山梨学院大学②

加治屋　舜介 寺尾　利爾枝 池田　春樹 吉野　達也

山梨学院大学④ 山梨学院大学② 山梨学院大学① 山梨学院大学④

小川　詠次郎 森田　匠海 大久保　克海 池田　佑甫

山梨学院大学② 山梨学院大学② 山梨学院大学② 山梨学院大学④

13 9:36

14 9:44

15 9:52

関東学生ゴルフ選手権　指定練習日組合せ

NO TIME

1 8:00

2 8:08

3

8 8:56

9 9:04

8:16

4 8:24

10 9:12

11 9:20

12 9:28

5 8:32

6 8:40

7 8:48



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

北村　征大 斉藤　史晶 片岡　徳幸

明治大学③ 明治大学③ 明治大学②

本間　　佑 鈴木　海斗 梶原　正吾 塚本　岳

明治大学② 明治大学② 明治大学③ 明治大学①

武田　大輔 小室　順 須山　祐介 田　修成

慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学①

呉　　英彪 松本　幹久 齊藤　耕太 櫛山　勝弘

専修大学① 専修大学① 専修大学① 専修大学②

奥田　創志 寺岡　颯太 小椋　啓貴 山田　大晟

専修大学③ 専修大学④ 専修大学④ 専修大学④

加藤　勇希 徳光　祐哉 富岡　拓夢 芹川　　諒

専修大学③ 専修大学③ 専修大学④ 立教大学③

朝倉　　駿 齋藤　太稀 長谷川　和市 押田　凌太郎

中央大学① 中央大学① 早稲田大学④ 早稲田大学②

遠藤　一生 武田　直人 押尾　玲音 尾関　奨乃

法政大学② 法政大学③ 日本大学① 日本大学①

橋本　竜摩 石原　航輝 竹内　大 本木　敦登

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学④

澤瀬　遼馬 永浦　吏杜睦 吉田　歩生 松本　正樹

日本大学③ 日本大学④ 日本大学② 日本大学②

小泉　正樹 岩崎　亜久竜 矢野　圭介 伊藤　優太

日本大学④ 日本大学② 日本大学② 日本大学②

大澤　和也 今野　大喜※ 吉田　泰基 大岩　龍一

日本大学③ 日本大学③ 日本大学② 日本大学②

櫻井　伽伯良 吉田　隼人 荒井　陸 阿佐　和典

日本大学③ 日本大学③ 日本大学② 日本大学③

勝俣　陵 半田　匠佳 松村　本盛 石塚　祥成

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学④

清水　大成 木村　太一 桂川　有人 金子　憲洋

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学①

14 9:44

15 9:52

11 9:20

12 9:28

13 9:36

8 8:56

9 9:04

10 9:12

6 8:40

7 8:48

2 8:08

3 8:16

4 8:24

1 8:00

5 8:32

関東学生ゴルフ選手権　指定練習日組合せ

NO TIME



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

尾関　奨乃 河野　祐弥 千北　嘉太

日本大学① 中央学院大学④ 神奈川大学③

山路　　幹 押尾　玲音 西村　　涼 竹内　　秀

東北福祉大学③ 日本大学① 中央学院大学③ 神奈川大学②

篠崎　嘉音 長谷川　大晃 桂川　有人 須藤　啓太

駒澤大学② 東北福祉大学② 日本大学① 中央学院大学②

金田　直之 大家　光世 大塚　大樹 松本　正樹

中央学院大学④ 駒澤大学② 東北福祉大学③ 日本大学②

岩崎　亜久竜 小野　耕平 小室　順 石崎　真央

日本大学② 中央学院大学③ 慶應義塾大学③ 東北福祉大学②

片岡　尚之 矢野　圭介 夏堀　裕大 武田　大輔

東北福祉大学② 日本大学② 中央学院大学① 慶應義塾大学③

木庭　　輝 金谷　拓実 吉田　歩生 芹川　　諒

日本体育大学② 東北福祉大学① 日本大学② 立教大学③

田　修成 鶴田　貴也 今野　　匠 橋本　竜摩

慶應義塾大学① 日本体育大学④ 東北福祉大学① 日本大学④

永浦　吏杜睦 須山　祐介 山田　大晟 蛯名　大和

日本大学④ 慶應義塾大学③ 専修大学④ 東北福祉大学④

比嘉　一貴 櫻井　伽伯良 梶原　正吾 櫛山　勝弘

東北福祉大学④ 日本大学③ 明治大学③ 専修大学②

小椋　啓貴 関　　将太 吉田　隼人 吉野　達也

専修大学④ 東北福祉大学② 日本大学③ 山梨学院大学④

池田　佑甫 本間　　佑 小西　勇輝 石塚　祥成

山梨学院大学④ 明治大学② 東北福祉大学② 日本大学④

吉田　泰基 池田　春樹 齊藤　耕太 三浦　大河

日本大学② 山梨学院大学① 専修大学① 東北福祉大学②

笹村　　心 石原　航輝 寺尾　利爾枝 片岡　徳幸

東北福祉大学① 日本大学④ 山梨学院大学② 明治大学②

斉藤　史晶 富岡　拓夢 澤瀬　遼馬 加治屋　舜介

明治大学③ 専修大学④ 日本大学③ 山梨学院大学④

関東学生ゴルフ選手権　1日目組合せ

15 9:22

12 8:58

13 9:06

14 9:14

11 8:50

9 8:34

10 8:42

6 8:10

7 8:18

8 8:26

3 7:46

4 7:54

5 8:02

NO TIME

1 7:30

2 7:38



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

蛭田　玲於 柿澤　大輝 木村　太一

東北福祉大学④ 中央学院大学③ 日本大学①

濱宮　勇樹 坂本　一馬 増田　耕平 清水　大成

東京国際大学① 東北福祉大学③ 中央学院大学② 日本大学①

金子　憲洋 榎本　翔汰 山下　将司 宇野　信宏

日本大学① 神奈川大学④ 東北福祉大学② 中央学院大学③

百目鬼　光紀 伊藤　優太 伊藤　良輔 坂本　雄介

中央学院大学② 日本大学② 駒澤大学④ 東北福祉大学①

西山　大広 鈴木　貴之 大岩　龍一 赤出川　周亮

東北福祉大学② 中央学院大学③ 日本大学② 駒澤大学③

長谷川　和市 野呂　　涼 竹田　綾人 荒井　陸

早稲田大学④ 東北福祉大学② 中央学院大学② 日本大学②

今野　大喜※ 押田　凌太郎 植竹　勇太 遠藤　一生

日本大学③ 早稲田大学② 東北福祉大学④ 法政大学②

加藤　勇希 半田　匠佳 武田　直人 岡村　　了

専修大学③ 日本大学④ 法政大学③ 東北福祉大学③

久保田　皓也 寺岡　颯太 阿佐　和典 齋藤　太稀

東北福祉大学② 専修大学④ 日本大学③ 中央大学①

朝倉　　駿 高野　碧輝 奥田　創志 松村　本盛

中央大学① 東北福祉大学③ 専修大学③ 日本大学④

勝俣　陵 園田　昂生 岩瀬　　光 松本　幹久

日本大学④ 山梨学院大学② 東北福祉大学④ 専修大学①

徳光　祐哉 大澤　和也 小川　詠次郎 竹川　雄喜

専修大学③ 日本大学③ 山梨学院大学② 東北福祉大学①

塚本　岳 遠藤　健太 小泉　正樹 森田　匠海

明治大学① 東北福祉大学③ 日本大学④ 山梨学院大学②

原田　大雅 鈴木　海斗 吉本　裕貴 竹内　大

山梨学院大学② 明治大学② 東北福祉大学③ 日本大学④

本木　敦登 大久保　克海 北村　征大 呉　　英彪

日本大学④ 山梨学院大学② 明治大学③ 専修大学①

関東学生ゴルフ選手権　1日目組合せ

8 8:26

9 8:34

7 8:18

5 8:02

6 8:10

4 7:54

1 7:30

2 7:38

3 7:46

NO TIME

13 9:06

14 9:14

15 9:22

10 8:42

11 8:50

12 8:58



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

本木　敦登 大久保　克海 北村　征大 呉　　英彪

日本大学④ 山梨学院大学② 明治大学③ 専修大学①

原田　大雅 鈴木　海斗 吉本　裕貴 竹内　大

山梨学院大学② 明治大学② 東北福祉大学③ 日本大学④

塚本　岳 遠藤　健太 小泉　正樹 森田　匠海

明治大学① 東北福祉大学③ 日本大学④ 山梨学院大学②

徳光　祐哉 大澤　和也 小川　詠次郎 竹川　雄喜

専修大学③ 日本大学③ 山梨学院大学② 東北福祉大学①

勝俣　陵 園田　昂生 岩瀬　　光 松本　幹久

日本大学④ 山梨学院大学② 東北福祉大学④ 専修大学①

朝倉　　駿 高野　碧輝 奥田　創志 松村　本盛

中央大学① 東北福祉大学③ 専修大学③ 日本大学④

久保田　皓也 寺岡　颯太 阿佐　和典 齋藤　太稀

東北福祉大学② 専修大学④ 日本大学③ 中央大学①

加藤　勇希 半田　匠佳 武田　直人 岡村　　了

専修大学③ 日本大学④ 法政大学③ 東北福祉大学③

今野　大喜※ 押田　凌太郎 植竹　勇太 遠藤　一生

日本大学③ 早稲田大学② 東北福祉大学④ 法政大学②

長谷川　和市 野呂　　涼 竹田　綾人 荒井　陸

早稲田大学④ 東北福祉大学② 中央学院大学② 日本大学②

西山　大広 鈴木　貴之 大岩　龍一 赤出川　周亮

東北福祉大学② 中央学院大学③ 日本大学② 駒澤大学③

百目鬼　光紀 伊藤　優太 伊藤　良輔 坂本　雄介

中央学院大学② 日本大学② 駒澤大学④ 東北福祉大学①

金子　憲洋 榎本　翔汰 山下　将司 宇野　信宏

日本大学① 神奈川大学④ 東北福祉大学② 中央学院大学③

濱宮　勇樹 坂本　一馬 増田　耕平 清水　大成

東京国際大学① 東北福祉大学③ 中央学院大学② 日本大学①

蛭田　玲於 柿澤　大輝 木村　太一

東北福祉大学④ 中央学院大学③ 日本大学①

関東学生ゴルフ選手権　2日目組合せ

NO TIME

1 7:30

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10

7 8:18

8 8:26

9 8:34

10 8:42

11 8:50

12 8:58

13 9:06

14 9:14

15 9:22



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

斉藤　史晶 富岡　拓夢 澤瀬　遼馬 加治屋　舜介

明治大学③ 専修大学④ 日本大学③ 山梨学院大学④

笹村　　心 石原　航輝 寺尾　利爾枝 片岡　徳幸

東北福祉大学① 日本大学④ 山梨学院大学② 明治大学②

吉田　泰基 池田　春樹 齊藤　耕太 三浦　大河

日本大学② 山梨学院大学① 専修大学① 東北福祉大学②

池田　佑甫 本間　　佑 小西　勇輝 石塚　祥成

山梨学院大学④ 明治大学② 東北福祉大学② 日本大学④

小椋　啓貴 関　　将太 吉田　隼人 吉野　達也

専修大学④ 東北福祉大学② 日本大学③ 山梨学院大学④

比嘉　一貴 櫻井　伽伯良 梶原　正吾 櫛山　勝弘

東北福祉大学④ 日本大学③ 明治大学③ 専修大学②

永浦　吏杜睦 須山　祐介 山田　大晟 蛯名　大和

日本大学④ 慶應義塾大学③ 専修大学④ 東北福祉大学④

田　修成 鶴田　貴也 今野　　匠 橋本　竜摩

慶應義塾大学① 日本体育大学④ 東北福祉大学① 日本大学④

木庭　　輝 金谷　拓実 吉田　歩生 芹川　　諒

日本体育大学② 東北福祉大学① 日本大学② 立教大学③

片岡　尚之 矢野　圭介 夏堀　裕大 武田　大輔

東北福祉大学② 日本大学② 中央学院大学① 慶應義塾大学③

岩崎　亜久竜 小野　耕平 小室　順 石崎　真央

日本大学② 中央学院大学③ 慶應義塾大学③ 東北福祉大学②

金田　直之 大家　光世 大塚　大樹 松本　正樹

中央学院大学④ 駒澤大学② 東北福祉大学③ 日本大学②

篠崎　嘉音 長谷川　大晃 桂川　有人 須藤　啓太

駒澤大学② 東北福祉大学② 日本大学① 中央学院大学②

山路　　幹 押尾　玲音 西村　　涼 竹内　　秀

東北福祉大学③ 日本大学① 中央学院大学③ 神奈川大学②

尾関　奨乃 河野　祐弥 千北　嘉太

日本大学① 中央学院大学④ 神奈川大学③

関東学生ゴルフ選手権　2日目組合せ

NO TIME

1 7:30

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10

12 8:58

13 9:06

14 9:14

15 9:22

7 8:18

8 8:26

9 8:34

10 8:42

11 8:50







　

　




