
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

木村　隆司 小室　　圭 佐藤　大河 那須　由基

慶應義塾大学④ 慶應義塾大学② 慶應義塾大学② 成蹊大学②

田村　祐樹 青木　潤平 平松　廣大 小林　史弥

東海大学② 東海大学② 一橋大学④ 玉川大学④

吉原　拓海 竹下　洋平 久米　大地 石渡　漱眞

玉川大学③ 玉川大学③ 玉川大学② 玉川大学①

小黒　真輝 森田　健太郎 八重樫　将弥 木嶋　俊介

学習院大学④ 学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学②

仲道　利樹 新藤　冴 丸山　翼 森崎　　怜

日本大学③ 日本大学③ 日本大学② 日本大学①

安河内　蓮 安達　賢都 佐藤　将吾 竹花　和将

日本大学① 桜美林大学③ 城西大学③ 帝京大学①

大久保　崇太 小野　広貴 澤田　康弘 田中　博崇

青山学院大学① 上智大学④ 明治薬科大学③ 成城大学①

中井　文哉 竜崎　世一 森岡　紀貴 俵田　桂太

成城大学③ 成城大学② 成城大学① 成城大学①

有村　隆之介 大橋　　蓮 梅田　泰司 龍山　秀道

東京国際大学③ 東京国際大学② 東京国際大学① 東京国際大学①

秋田　将太朗 藤原　　黎 宮崎　将太朗 斉藤　啓介

八戸学院大学② 八戸学院大学① 東京都市大学③ 東京都市大学②

坂本　雅道 奥山　　潤 上田　一哉 田畑　　穣

東京農業大学③ 東京農業大学② 東京農業大学② 東京農業大学③

橋村　暁裕 漆原　理樹 中村　遼斗 星合　将

東京大学② 東京大学④ 東京大学③ 東京大学②

10 9:24

8 9:10

11 9:31

12 9:38

6 8:35

7 9:03

9 9:17

3 8:14

4 8:21

5 8:28

2 8:07

平成30年度関東学生ゴルフ連盟8月月例会
練習ラウンド組み合わせ

No Time

1 8:00



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

稲永　真衣 大石　彩未 亀田　うらら

日本大学③ 日本大学② 日本大学②

杉下　　舞 尾崎　なお 伏見　春香

日本大学② 日本大学① 共立女子大学①

石神　りか子 瀬口　　夏 長妻　美咲

学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学③

藤江　理紗 水村　友利乃 大倉　聖香 高坂　綾乃

学習院大学③ 学習院大学③ 成城大学④ 成城大学③

勝沼　智子 入江　星愛 西村　寧々 庄司　美柚

成城大学④ 成城大学④ 成城大学③ 成蹊大学①

矢口　愛理 関根　吏理 伊藤　柚子 稲岡　　栞

専修大学③ 青山学院大学③ 青山学院大学③ 青山学院大学③

武田　桜子 増永　みなみ 山口　生楽 峯岸　佑奈

青山学院大学② 上智大学③ 東京大学③ 東京大学②

稲田　安希 小林　渓都 山中　優菜 千明　万佑子

日本女子大学④ 日本女子大学④ 日本女子大学④ 日本女子大学②

大浦　裕美子 田島　千夏 若月　杏奈 香川　安曇

聖心女子大学④ 聖心女子大学③ 聖心女子大学③ 東京国際大学①

入交　佐紀 鈴木　慧子 柴田　佳乃 森下　礼菜

慶應義塾大学④ 慶應義塾大学④ 慶應義塾大学④ 慶應義塾大学④

大吉　友輝 鴨野　勝 鶴谷　光基 國澤　宗真

山梨学院大学① 山梨学院大学① 東京理科大学③ 東京理科大学③

小椋　俊明 池内　喬 江本　拓未 髙橋　優仁

山梨学院大学① 大東文化大学② 大東文化大学① 大東文化大学②

No Time

1 8:00

2 8:07

3 8:14

4 8:21

5 8:28

6 8:35

12 9:24

8 8:56

9 9:03

10 9:10

7 8:49

11 9:17



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

市邨　直教 小室　　圭 新田　憲太郎 漆原　理樹

横浜国立大学② 慶應義塾大学② 東海大学④ 東京大学④

中村　遼斗 森　　大賀 木村　隆司 田村　祐樹

東京大学③ 横浜国立大学② 慶應義塾大学④ 東海大学②

青木　潤平 星合　将 佐藤　克哉 佐藤　大河

東海大学② 東京大学② 横浜国立大学④ 慶應義塾大学②

井上　達希 若山　秀太郎 勝沼　　駿 細貝　幸平

東京大学① 慶應義塾大学② 立教大学④ 横浜国立大学①

中井　健人 橋村　暁裕 山本　世那 髙岸　克冴

横浜国立大学① 東京大学② 慶應義塾大学① 立教大学④

渡邉　文弥 仲道　利樹 中井　文哉 安達　賢都

立教大学④ 日本大学③ 成城大学③ 桜美林大学③

田中　孟丈 芝﨑　昌平 新藤　冴 竜崎　世一

桜美林大学① 立教大学③ 日本大学③ 成城大学②

森岡　紀貴 阿部　智伎 鶴田　宙大 丸山　翼

成城大学① 中央大学② 立教大学③ 日本大学②

森崎　　怜 俵田　桂太 竹田　悠人 東野　優也

日本大学① 成城大学① 中央大学① 東京国際大学④

有村　隆之介 安河内　蓮 田中　博崇 佐藤　将吾

東京国際大学③ 日本大学① 成城大学① 城西大学③

村山　真大 大橋　　蓮 阪堂　和也 竹花　和将

青山学院大学④ 東京国際大学② 成蹊大学④ 帝京大学①

宮崎　将太朗 古川　　巧 梅田　泰司 高津　良介

東京都市大学③ 青山学院大学② 東京国際大学① 成蹊大学④

長谷川　聖 斉藤　啓介 野田　豊明 龍山　秀道

成蹊大学③ 東京都市大学② 青山学院大学② 東京国際大学①

矢田　将之 谷村　拓哉 澤田　康弘 大木　慎二郎

東京電機大学③ 成蹊大学② 明治薬科大学③ 青山学院大学②

大久保　崇太 岡田　一希 那須　由基

青山学院大学① 立正大学① 成蹊大学②

小林　史弥 中臺　瞭太 清水　恵 吉原　拓海

玉川大学④ 大東文化大学③ 立正大学① 玉川大学③

竹下　洋平 國澤　宗真 髙橋　優仁 平松　廣大

玉川大学③ 東京理科大学③ 大東文化大学② 一橋大学④

木嶋　俊介 久米　大地 鶴谷　光基 池内　喬

学習院大学② 玉川大学② 東京理科大学③ 大東文化大学②

江本　拓未 八重樫　将弥 石渡　漱眞 芹澤　龍飛

大東文化大学① 学習院大学③ 玉川大学① 東京理科大学①
19 10:06

16 9:45

17 9:52

18 9:59

13 9:24

14 9:31

15 9:38

10 9:03

11 9:10

12 9:17

7 8:42

8 8:49

9 8:56

4 8:21

5 8:28

6 8:35

2 8:07

3 8:14

平成 ３０年度関東学生ゴルフ連盟8月月例会
試合組み合わせ

No Time

1 8:00



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

入交　佐紀 稲田　安希 大浦　裕美子

慶應義塾大学④ 日本女子大学④ 聖心女子大学④

田島　千夏 鈴木　慧子 小林　渓都

聖心女子大学③ 慶應義塾大学④ 日本女子大学④

山中　優菜 若月　杏奈 柴田　佳乃 峯岸　佑奈

日本女子大学④ 聖心女子大学③ 慶應義塾大学④ 東京大学②

松尾　杏奈 千明　万佑子 増永　みなみ 森下　礼菜

東京大学② 日本女子大学② 上智大学③ 慶應義塾大学④

下　　真由 山口　生楽 澤　　眞子 清水　　愛

慶應義塾大学④ 東京大学③ 早稲田大学① 上智大学②

前島　美桜 入江　星愛 松尾　　奏 尾崎　なお

上智大学② 成城大学④ 早稲田大学① 日本大学①

稲永　真衣 井上　海椰 西村　寧々 庄司　美柚

日本大学③ 上智大学② 成城大学③ 成蹊大学①

矢口　愛理 大石　彩未 塩田　空礼 勝沼　智子

専修大学③ 日本大学② 成蹊大学① 成城大学④

高坂　綾乃 福田　麗 亀田　うらら

成城大学③ 成蹊大学③ 日本大学②

生井　香菜子 大倉　聖香 杉下　　舞 吉田　由希恵

立教大学④ 成城大学④ 日本大学② 成蹊大学③

小野　実華 武田　桜子 水村　友利乃 諸橋　伶奈

成蹊大学③ 青山学院大学② 学習院大学③ 立教大学④

石神　りか子 香川　安曇 伊藤　柚子 中島　佳子

学習院大学③ 東京国際大学① 青山学院大学③ 立教大学④
瀬口　　夏 伏見　春香 尾花　日向子 稲岡　　栞

学習院大学③ 共立女子大学① 立教大学③ 青山学院大学③
大脇　加子 長妻　美咲 関根　吏理 大澤　　花
立教大学④ 学習院大学③ 青山学院大学③ 東京農業大学①
塩田　宵子 島崎　理子 大山　夏子 藤江　理紗

青山学院大学③ 鶴見大学① 東京農業大学① 学習院大学③
小黒　真輝 小野　広貴 坂本　雅道 小椋　俊明

学習院大学④ 上智大学④ 東京農業大学③ 山梨学院大学①
大吉　友輝 矢作　将太郎 長澤　　敬 奥山　　潤

山梨学院大学① 学習院大学④ 上智大学③ 東京農業大学②
上田　一哉 秋田　将太朗 森田　健太郎 梶本　陽平

東京農業大学② 八戸学院大学② 学習院大学③ 上智大学③
四分一　康平 田畑　　穣 藤原　　黎 鴨野　勝
上智大学③ 東京農業大学③ 八戸学院大学① 山梨学院大学①

19 10:06

16 9:45

17 9:52

18 9:59

13 9:24

14 9:31

15 9:38

10 9:03

11 9:10

12 9:17

7 8:42

8 8:49

9 8:56

4 8:21

5 8:28

6 8:35

2 8:07

3 8:14

No Time

1 8:00


