
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

永田　裕紀 田村　祐樹 岡田　裕

東海大学① 東海大学② 東海大学③

加藤　政和 山本　雄太 髙橋　真央

早稲田大学④ 早稲田大学④ 早稲田大学①

斉藤　史晶 北村　征大 杉山　健太

明治大学④ 明治大学④ 明治大学①

井口　隆哉 小川　　黎 伊藤　泰良

明治大学③ 明治大学③ 明治大学①

岩富　凱也 諸橋　陸 本間　佑 片岡　徳幸

明治大学① 明治大学③ 明治大学③ 明治大学③

清水　優太 齋藤　太稀 吉田　大雅 長崎　拓実

中央大学③ 中央大学② 中央大学① 中央大学③

丹羽　雅彦 吉村　勇輝 長谷川　聖 藤永　寛生

中央大学④ 学習院大学① 成蹊大学③ 成蹊大学③

小室　圭 佐藤　大河 田　修成 原田　　昇

慶應義塾大学②慶應義塾大学②慶應義塾大学②慶應義塾大学②

木庭　　輝 樋口　　匠 野口　裕太 清水　文弥

日本体育大学③日本体育大学②日本体育大学①日本体育大学①

佐藤　健勢 鹿島　裕樹 平井　汰一 鈴木　理央

日本体育大学④日本体育大学③日本体育大学①日本体育大学④

鶴田　宙大 金　煕謙 宮下　敏弥

立教大学③ 立教大学③ 立教大学①

金澤　圭祐 竹次　智優 安尾　英修 井上　達希

東京大学② 東京大学② 東京大学② 東京大学①

竹川　雄喜 佐伯部　竜也 上松　佑平 黒川　逸輝

東北福祉大学②東北福祉大学②東北福祉大学①東北福祉大学①

黒川　航輝 芹澤　慈眼 園田　一海 宮城　慎太郎

東北福祉大学①東北福祉大学①東北福祉大学①東北福祉大学①

吉田　歩生 浮田　愛斗 楳山　雄真 岡部　雄斗

日本大学③ 日本大学② 日本大学② 日本大学②

仲道　利樹 福島　太一朗 松本　正樹 矢野　圭介

日本大学③ 日本大学③ 日本大学③ 日本大学③

櫻井　伽伯良 澤瀬　遼馬 永井　直樹 鈴木　祥一郎

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学③

森　　大賀 細貝　幸平 井口　　俊 木村　太次郎

横浜国立大学②横浜国立大学① 城西大学② 城西大学①

中村　隆一朗 竜崎　世一 石川　凌生 高澤クリストファー

成城大学③ 成城大学② 獨協大学④ 獨協大学②

第６５回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会

練習ラウンド　１０月１日

OUT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東・押立

NO TIME

1 7:30

2 7:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

12 9:20

13 9:30

14 9:40

15 9:50

16 10:00

17 10:10

18 10:20

19 10:30



IN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東・入山東・押立

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

齋藤　耕太 大澤　　優 平本　世中

専修大学② 専修大学① 専修大学①

櫛山　勝弘 蔡　政儒 呉　　英彪

専修大学③ 専修大学② 専修大学②

加藤　勇希 徳光　祐哉 佐藤　　瑛 田中　慎之介

専修大学④ 専修大学④ 専修大学④ 専修大学④

赤出川　周亮 川島　理暉 渡辺　健斗 村岡　侑哉

駒澤大学④ 駒澤大学④ 駒澤大学③ 駒澤大学①

江口　裕輔 大和田　泰雅 菊池　晃成

帝京大学③ 帝京大学② 帝京大学①

武田　直人 中野　多聞 川田　直人

法政大学④ 法政大学③ 法政大学④

鎌田　宗一郎 平野　雅也 長見　一世 島田　航汰

法政大学④ 法政大学③ 東京国際大学②東京国際大学②

出口　友将 濱宮　勇樹 生駒　怜児 野口　拓斗

東京国際大学③東京国際大学②東京国際大学②東京国際大学②

黒岩　　輝 五十嵐　将矢 小椋　俊明

山梨学院大学③山梨学院大学①山梨学院大学①

原田　大雅 濱津　拓真 小澤　玲央 小川　詠次郎

山梨学院大学③山梨学院大学④山梨学院大学②山梨学院大学③

島田　康成 園田　昂生 前山　海翔 武松　将寛

山梨学院大学③山梨学院大学③ 神奈川大学② 神奈川大学②

小川　龍清 斎藤　瑞己 宮澤　拓夢

神奈川大学③ 神奈川大学③ 神奈川大学②

小井土　峡太 坂本　一馬 高野　碧輝 仲盛　貴明

東北福祉大学④東北福祉大学④東北福祉大学④東北福祉大学④

山路　　幹 佐藤　広大 西山　大広 野呂　涼

東北福祉大学④東北福祉大学③東北福祉大学③東北福祉大学③

村上　拓海 安河内　蓮 横溝　武蔵 吉田　好輝

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学①

鈴木　大哉 中村　光希 原　　龍馬 林田　卓也

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学①

尾関　奨乃 宮下　大周 宗形　啓吾 白石　星南

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学①

古川　　巧 大久保　崇太 高橋　佑一郎 三上　和也

青山学院大学②青山学院大学① 東洋大学③ 東洋大学③

安田　操平 穐山　陸歩 永谷　燦悟 古川　颯来

国士舘大学② 国士舘大学② 拓殖大学③ 拓殖大学②

第６５回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会

練習ラウンド　１０月１日

NO TIME

1 7:30

2 7:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

12 9:20

13 9:30

14 9:40

15 9:50

16 10:00

17 10:10

18 10:20

10:3019



氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

平井　汰一 鶴田　宙大 小室　圭 石川　凌生

日本体育大学① 立教大学③ 慶應義塾大学② 獨協大学④

高澤クリストファー 野口　裕太 金　煕謙 佐藤　大河

獨協大学② 日本体育大学① 立教大学③ 慶應義塾大学②

宮下　敏弥 田　修成 鹿島　裕樹 竹川　雄喜

立教大学① 慶應義塾大学②日本体育大学③東北福祉大学②

松本　正樹 佐伯部　竜也 原田　　昇 木庭　　輝

日本大学③ 東北福祉大学②慶應義塾大学②日本体育大学③

鈴木　理央 澤瀬　遼馬 園田　一海 黒田　裕人

日本体育大学④ 日本大学④ 東北福祉大学① 学習院大学③

吉村　勇輝 樋口　　匠 鈴木　祥一郎 宮城　慎太郎

学習院大学① 日本体育大学② 日本大学③ 東北福祉大学①

黒川　逸輝 坪井　晴元 佐藤　健勢 永井　直樹

東北福祉大学① 学習院大学③ 日本体育大学④ 日本大学④

仲道　利樹 上松　佑平 本間　佑 清水　文弥

日本大学③ 東北福祉大学① 明治大学③ 日本体育大学①

片岡　徳幸 吉田　歩生 芹澤　慈眼 永田　裕紀

明治大学③ 日本大学③ 東北福祉大学① 東海大学①

岡田　裕 伊藤　泰良 浮田　愛斗 黒川　航輝

東海大学③ 明治大学① 日本大学② 東北福祉大学①

清水　優太 田村　祐樹 梶原　正吾 矢野　圭介

中央大学③ 東海大学② 明治大学④ 日本大学③

岡部　雄斗 齋藤　太稀 森　　大賀 北村　征大

日本大学② 中央大学② 横浜国立大学② 明治大学④

小川　　黎 楳山　雄真 吉田　大雅 細貝　幸平

明治大学③ 日本大学② 中央大学① 横浜国立大学①

中村　隆一朗 杉山　健太 福島　太一朗 長崎　拓実

成城大学③ 明治大学① 日本大学③ 中央大学③

金澤　圭祐 竜崎　世一 斉藤　史晶 櫻井　伽伯良

東京大学② 成城大学② 明治大学④ 日本大学④

山本　雄太 井上　達希 丹羽　雅彦 井口　隆哉

早稲田大学④ 東京大学① 中央大学④ 明治大学③

岩富　凱也 東　優真 安尾　英修 藤永　寛生

明治大学① 早稲田大学② 東京大学② 成蹊大学③

木村　太次郎 諸橋　陸 髙橋　真央 竹次　智優

城西大学① 明治大学③ 早稲田大学① 東京大学②

長谷川　聖 井口　　俊 田村　祐二 加藤　政和

成蹊大学③ 城西大学② 明治大学④ 早稲田大学④

第６５回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会

１日目　１０月２日

OUT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東・押立

NO TIME

1 7:30

2 7:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

12 9:20

13 9:30

14 9:40

15 9:50

16 10:00

17 10:10

18 10:20

19 10:30



氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

五十嵐　将矢 江口　裕輔 長見　一世 川田　直人

山梨学院大学① 帝京大学③ 東京国際大学② 法政大学④

中野　多聞 島田　航汰 大和田　泰雅 小椋　俊明

法政大学③ 東京国際大学② 帝京大学② 山梨学院大学①

菊池　晃成 鎌田　宗一郎 野口　拓斗 野呂　涼

帝京大学① 法政大学④ 東京国際大学②東北福祉大学③

仲盛　貴明 小川　詠次郎 武田　直人 白石　星南

東北福祉大学④山梨学院大学③ 法政大学④ 日本大学①

宗形　啓吾 高野　碧輝 小澤　玲央 生駒　怜児

日本大学② 東北福祉大学④山梨学院大学②東京国際大学②

出口　友将 中村　光希 坂本　一馬 平野　雅也

東京国際大学③ 日本大学① 東北福祉大学④ 法政大学③

濱津　拓真 濱宮　勇樹 安河内　蓮 小井土　峡太

山梨学院大学④東京国際大学② 日本大学① 東北福祉大学④

佐藤　広大 黒岩　　輝 齋藤　耕太 鈴木　大哉

東北福祉大学③山梨学院大学③ 専修大学② 日本大学①

吉田　好輝 山路　　幹 島田　康成 蔡　政儒

日本大学① 東北福祉大学④山梨学院大学③ 専修大学②

呉　　英彪 林田　卓也 西山　大広 園田　昂生

専修大学② 日本大学① 東北福祉大学③山梨学院大学③

原田　大雅 大澤　　優 原　　龍馬 古川　　巧

山梨学院大学③ 専修大学① 日本大学① 青山学院大学②

大久保　崇太 武松　将寛 田中　慎之介 尾関　奨乃

青山学院大学① 神奈川大学② 専修大学④ 日本大学②

宮下　大周 高橋　佑一郎 前山　海翔 佐藤　　瑛

日本大学② 東洋大学③ 神奈川大学② 専修大学④

徳光　祐哉 村上　拓海 三上　和也 小川　龍清

専修大学④ 日本大学① 東洋大学③ 神奈川大学③

赤出川　周亮 加藤　勇希 横溝　武蔵 古川　颯来

駒澤大学④ 専修大学④ 日本大学① 拓殖大学②

市川　省太 永谷　燦悟 櫛山　勝弘 村岡　侑哉

神奈川大学④ 拓殖大学③ 専修大学③ 駒澤大学①

渡辺　健斗 宮澤　拓夢 穐山　陸歩 平本　世中

駒澤大学③ 神奈川大学② 国士舘大学② 専修大学①

斎藤　瑞己 川島　理暉 高津　良介 安田　操平

神奈川大学③ 駒澤大学④ 成蹊大学④ 国士舘大学②

第６５回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会

１日目　１０月２日

IN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東・押立

NO TIME

1 7:30

2 7:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

12 9:20

13 9:30

14 9:40

15 9:50

16 10:00

17 10:10

18 10:20



OUT

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

斎藤　瑞己 川島　理暉 高津　良介 安田　操平

神奈川大学③ 駒澤大学④ 成蹊大学④ 国士舘大学②

渡辺　健斗 宮澤　拓夢 穐山　陸歩 平本　世中

駒澤大学③ 神奈川大学② 国士舘大学② 専修大学①

市川　省太 永谷　燦悟 櫛山　勝弘 村岡　侑哉

神奈川大学④ 拓殖大学③ 専修大学③ 駒澤大学①

赤出川　周亮 加藤　勇希 横溝　武蔵 古川　颯来

駒澤大学④ 専修大学④ 日本大学① 拓殖大学②

徳光　祐哉 村上　拓海 三上　和也 小川　龍清

専修大学④ 日本大学① 東洋大学③ 神奈川大学③

宮下　大周 高橋　佑一郎 前山　海翔 佐藤　　瑛

日本大学② 東洋大学③ 神奈川大学② 専修大学④

大久保　崇太 武松　将寛 田中　慎之介 尾関　奨乃

青山学院大学① 神奈川大学② 専修大学④ 日本大学②

原田　大雅 大澤　　優 原　　龍馬 古川　　巧

山梨学院大学③ 専修大学① 日本大学① 青山学院大学②

呉　　英彪 林田　卓也 西山　大広 園田　昂生

専修大学② 日本大学① 東北福祉大学③山梨学院大学③

吉田　好輝 山路　　幹 島田　康成 蔡　政儒

日本大学① 東北福祉大学④山梨学院大学③ 専修大学②

佐藤　広大 黒岩　　輝 齋藤　耕太 鈴木　大哉

東北福祉大学③山梨学院大学③ 専修大学② 日本大学①

濱津　拓真 濱宮　勇樹 安河内　蓮 小井土　峡太

山梨学院大学④東京国際大学② 日本大学① 東北福祉大学④

出口　友将 中村　光希 坂本　一馬 平野　雅也

東京国際大学③ 日本大学① 東北福祉大学④ 法政大学③

宗形　啓吾 高野　碧輝 小澤　玲央 生駒　怜児

日本大学② 東北福祉大学④山梨学院大学②東京国際大学②

仲盛　貴明 小川　詠次郎 武田　直人 白石　星南

東北福祉大学④山梨学院大学③ 法政大学④ 日本大学①

菊池　晃成 鎌田　宗一郎 野口　拓斗 野呂　涼

帝京大学① 法政大学④ 東京国際大学②東北福祉大学③

中野　多聞 島田　航汰 大和田　泰雅 小椋　俊明

法政大学③ 東京国際大学② 帝京大学② 山梨学院大学①

五十嵐　将矢 江口　裕輔 長見　一世 川田　直人

山梨学院大学① 帝京大学③ 東京国際大学② 法政大学④

第６５回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会

２日目　１０月３日

東・押立

NO TIME

1 7:30

2 7:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

12 9:20

13 9:30

14 9:40

15 9:50

16 10:00

17 10:10

18 10:20



IN　 東・押立

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

長谷川　聖 井口　　俊 田村　祐二 加藤　政和

成蹊大学③ 城西大学② 明治大学④ 早稲田大学④

木村　太次郎 諸橋　陸 髙橋　真央 竹次　智優

城西大学① 明治大学③ 早稲田大学① 東京大学②

岩富　凱也 東　優真 安尾　英修 藤永　寛生

明治大学① 早稲田大学② 東京大学② 成蹊大学③

山本　雄太 井上　達希 丹羽　雅彦 井口　隆哉

早稲田大学④ 東京大学① 中央大学④ 明治大学③

金澤　圭祐 竜崎　世一 斉藤　史晶 櫻井　伽伯良

東京大学② 成城大学② 明治大学④ 日本大学④

中村　隆一朗 杉山　健太 福島　太一朗 長崎　拓実

成城大学③ 明治大学① 日本大学③ 中央大学③

小川　　黎 楳山　雄真 吉田　大雅 細貝　幸平

明治大学③ 日本大学② 中央大学① 横浜国立大学①

岡部　雄斗 齋藤　太稀 森　　大賀 北村　征大

日本大学② 中央大学② 横浜国立大学② 明治大学④

清水　優太 田村　祐樹 梶原　正吾 矢野　圭介

中央大学③ 東海大学② 明治大学④ 日本大学③

岡田　裕 伊藤　泰良 浮田　愛斗 黒川　航輝

東海大学③ 明治大学① 日本大学② 東北福祉大学①

片岡　徳幸 吉田　歩生 芹澤　慈眼 永田　裕紀

明治大学③ 日本大学③ 東北福祉大学① 東海大学①

仲道　利樹 上松　佑平 本間　佑 清水　文弥

日本大学③ 東北福祉大学① 明治大学③ 日本体育大学①

黒川　逸輝 坪井　晴元 佐藤　健勢 永井　直樹

東北福祉大学① 学習院大学③ 日本体育大学④ 日本大学④

吉村　勇輝 樋口　　匠 鈴木　祥一郎 宮城　慎太郎

学習院大学① 日本体育大学② 日本大学③ 東北福祉大学①

鈴木　理央 澤瀬　遼馬 園田　一海 黒田　裕人

日本体育大学④ 日本大学④ 東北福祉大学① 学習院大学③

松本　正樹 佐伯部　竜也 原田　　昇 木庭　　輝

日本大学③ 東北福祉大学②慶應義塾大学②日本体育大学③

宮下　敏弥 田　修成 鹿島　裕樹 竹川　雄喜

立教大学① 慶應義塾大学②日本体育大学③東北福祉大学②

高澤クリストファー 野口　裕太 金　煕謙 佐藤　大河

獨協大学② 日本体育大学① 立教大学③ 慶應義塾大学②

平井　汰一 鶴田　宙大 小室　圭 石川　凌生

日本体育大学① 立教大学③ 慶應義塾大学② 獨協大学④

第６５回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会

２日目　１０月３日

NO TIME

1 7:30

2 7:40

8:50

3 7:50

4 8:00

5 8:10

18 10:20

19 10:30

14 9:40

15 9:50

17 10:10

10 9:00

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9

11 9:10

12 9:20

16 10:00

13 9:30




