
ローテーション：キングコース男子OUT-IN

NO TIME
氏名・学年

大学名
氏名・学年

大学名
氏名・学年

大学名
氏名・学年

大学名

桂川　有人 三島　泰哉 熊本　侑三

日本大学② 中部学院大学③ 関西学院大学②

木村　太一 金子　優将 藤山　大耀

日本大学② 中部学院大学③ 関西学院大学②

清水　大成 中山　絹也 安森　一貴

日本大学② 中部学院大学③ 関西学院大学③

大澤　和也 大内　智文 中村　鎌大

日本大学④ 中部学院大学④ 関西学院大学③

今野　大喜 岩渕　隆作 山本　敬三

日本大学④ 中部学院大学④ 関西学院大学①

赤澤　亜樹斗 本間　佑 篠原　仕師命

至誠館大学④ 明治大学③ 東海大学九州②

高尾　淳仁 鈴木　海斗 中村　志凪

至誠館大学① 明治大学③ 東海大学九州②

増田　湧希 伊藤　泰良 菅　　卓人

至誠館大学① 明治大学① 東海大学九州③

濱崎　恵虎 鄭　多仁 坂本　隆一

至誠館大学② 明治大学② 東海大学九州③

東　　大智 塚本　岳 古川　雄大

至誠館大学③ 明治大学② 東海大学九州③

北野　貴哉 白石　大和 坂本　柊人

愛知工業大学③ 大阪学院大学④ 中央学院大学②

林　　大貴 岩田　大河 大沼　竜也

愛知工業大学① 大阪学院大学① 中央学院大学③

小田　将吾 小寺　健大 仁木　卓磨

愛知工業大学③ 大阪学院大学③ 中央学院大学①

服部　真浩 砂川　公佑 柿澤　大輝

愛知工業大学④ 大阪学院大学② 中央学院大学④

河合　和眞 玉城　海伍 西村　涼

愛知工業大学④ 大阪学院大学④ 中央学院大学④

岩崎　亜久竜 水田　竜昇 門田　虎之

日本大学③ 中部学院大学① 関西学院大学③

井上　俊樹 北村　征大 稲田　愛篤

至誠館大学① 明治大学④ 東海大学九州校②

佐野　琢朗 若原　亮太 百目鬼　光紀

愛知工業大学③ 大阪学院大学② 中央学院大学③
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全国大学ゴルフ対抗戦 初日
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ローテーション：キングコース　男子IN-OUT

NO TIME
氏名・学年

大学名
氏名・学年

大学名
氏名・学年

大学名
氏名・学年

大学名

杉原　大河 小関　泰生 山本　将也

東北福祉大学② 東京農業大学オホーツク④ 岡山商科大学④

米澤　　蓮 小西　隼平 宗田　幸稀

東北福祉大学① 東京農業大学オホーツク③ 岡山商科大学②

関　　将太 小松　晃大 森﨑　公也

東北福祉大学③ 東京農業大学オホーツク③ 岡山商科大学②

久保田　皓也 腰越　岳 田中　一輝

東北福祉大学③ 東京農業大学オホーツク③ 岡山商科大学②

金谷　拓実 関　　皐太

東北福祉大学② 岡山商科大学②

大輪　大 三倉　誠生 平本　世中

日本経済大学③ 甲南大学① 専修大学①

吉田　祐貴 秋山　利王 櫛山　勝弘

日本経済大学③ 甲南大学② 専修大学③

上原　大紀 藤原　大 馬渡　清也

日本経済大学④ 甲南大学② 専修大学③

藤田　亜久里 福井　保憲 松本　幹久

日本経済大学③ 甲南大学③ 専修大学②

吉元　大将 駒澤　賢一郎 加藤　勇希

日本経済大学④ 甲南大学③ 専修大学④

林　侃汰朗 丸山　颯太 大薗　総祐

山梨学院大学④ 福井工業大学① 大手前大学③

池田　春樹 清田　雄大 上田　純也

山梨学院大学② 福井工業大学① 大手前大学③

原田　大雅 大社　宥雅 髙倉　健

山梨学院大学③ 福井工業大学④ 大手前大学④

五十嵐　瑠亜 福山　功太 近藤　玲央

山梨学院大学① 福井工業大学① 大手前大学③

園田　昂生 織田　信亮 今村　裕也

山梨学院大学③ 福井工業大学① 大手前大学④

片岡　尚之 合掌　正貴 佐藤　領馬

東北福祉大学③ 日本経済大学② 甲南大学④

小澤　玲央 横井　優星 徳光　祐哉 井上　格太朗

山梨学院大学② 福井工業大学② 専修大学④ 大手前大学④
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