
OUT

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

田中　佑季 堀内　美希 福田　凪砂

大手前大学③ 近畿大学③ 近畿大学④

関根　梓 中村　若菜 中西　麻奈

大阪学院大学④ 大阪学院大学③ 岡山商科大学③

松熊　理子 永江　　綾 蔵座　一華

日本経済大学② 東海大九州① 東海大九州②

田中　佳叡 青井 麻瑚 円角　有希

至誠館大学④ 中部学院大学① 中部学院大学②

深谷　琴乃 藤田　桃香 佐久間　梨々子

早稲田大学② 東北福祉大学③ 東北福祉大学②

黒田　光理 小西　瑞穂 向井　七海

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学①

野呂　　涼 長谷川　大晃 関　　将太

東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 東北福祉大学③

久保田　皓也 宮城　慎太郎 片岡　尚之

東北福祉大学③ 東北福祉大学① 東北福祉大学③

今野　　匠 石崎　真央 上田　敦士

東北福祉大学② 東北福祉大学③ 名古屋大学③

作田　大地 織田　信亮 横井　優星

金沢学院大学③ 福井工業大学① 福井工業大学②

生源寺　龍憲 今村　裕也 高倉　　健

同志社大学② 大手前大学④ 大手前大学④

鈴木　慶太 富永　暁登 岩田　大河

大阪学院大学② 大阪学院大学③ 大阪学院大学①

若原　亮太 吉行　直人 葛城　史馬

大阪学院大学② 大阪学院大学② 大阪学院大学③

富本　虎希 砂川　公佑 中村　鎌大

大阪学院大学② 大阪学院大学② 関西学院大学③

平本　世中 松本　幹久 櫛山　勝弘

専修大学① 専修大学② 専修大学③

11 8:30

12 8:36

13 8:42

14 8:48

15 8:54

第37回/第1回　文部科学大臣杯争奪第学生ゴルフ王座決定戦　練習ラウンド

No. Time

1 7:30

2 7:36

6 8:00

7 8:06

8 8:12

3 7:42

4 7:48

5 7:54

9 8:18

10 8:24



IN

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

松原　亜美 岡地　里香 木村　　円

日本体育大学② 日本体育大学② 日本体育大学②

川口　莉歩 花渕　里帆 関野　愛美

愛知学院大学① 明治大学① 明治大学②

酒井　里奈 大島　桃果 浦山　真実

愛知大学② 専修大学① 札幌学院大学④

原田　瑠璃南 金岡　杏実 森　はな

東京国際大学② 日本大学② 日本大学②

星川　ひなの 横山　稀理 田中　のどか

日本大学① 日本大学③ 日本大学③

松本　正樹 吉田　泰基 永井　直樹

日本大学③ 日本大学③ 日本大学④

児玉　和生 木村　太一 岩崎　亜久竜

日本大学① 日本大学② 日本大学③

伊藤　優太 桂川　有人 植木　祥多

日本大学③ 日本大学② 日本大学①

吉田　好輝 清水　大成 眞山　龍太郎

日本大学① 日本大学② 日本大学①

吉田　隼人 本間　佑 塚本　岳

日本大学④ 明治大学③ 明治大学②

岩渕　隆作 水田　竜昇 金子　優将

中部学院大学④ 中部学院大学① 中部学院大学③

三島　泰哉 中山　絹也 大内　智文

中部学院大学③ 中部学院大学③ 中部学院大学④

朝倉　　駿 百目鬼　光紀 関　　皐太

中央大学② 中央学院大学③ 岡山商科大学②

高尾　淳仁 渡辺　弘泰 安部　寛章

至誠館大学① 長崎国際大学③ 長崎国際大学③

大村　浩輔 稲田　愛篤 坂本　隆一 菅　　卓人

東海大九州① 東海大九州② 東海大九州③ 東海大九州③

13 8:42

14 8:48

15 8:54

10 8:24

11 8:30

12 8:36

7 8:06

8 8:12

9 8:18
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4 7:48

5 7:54

6 8:00

2 7:36

3 7:42

1 7:30

No. Time



OUT

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

大島　桃果 向井　七海 円角　有希

専修大学① 東北福祉大学① 中部学院大学②

青井 麻瑚 関野　愛美 藤田　桃香

中部学院大学① 明治大学② 東北福祉大学③

佐久間　梨々子 永江　　綾 花渕　里帆

東北福祉大学② 東海大九州① 明治大学①

木村　　円 小西　瑞穂 浦山　真実

日本体育大学② 東北福祉大学② 札幌学院大学④

蔵座　一華 岡地　里香 黒田　光理

東海大九州② 日本体育大学② 東北福祉大学②

松原　亜美 原田　瑠璃南 深谷　琴乃

日本体育大学② 東京国際大学② 早稲田大学②

渡辺　弘泰 生源寺　龍憲 葛城　史馬

長崎国際大学③ 同志社大学② 大阪学院大学③

大内　智文 安部　寛章 田中　伸乃輔

中部学院大学④ 長崎国際大学③ 同志社大学①

関　　皐太 三島　泰哉 富本　虎希

岡山商科大学② 中部学院大学③ 大阪学院大学②

野呂　　涼 富永　暁登 岩渕　隆作

東北福祉大学③ 大阪学院大学③ 中部学院大学④

伊藤　優太 若原　亮太 米澤　　蓮

日本大学③ 大阪学院大学② 東北福祉大学①

横井　優星 岩崎　亜久竜 櫛山　勝弘

福井工業大学② 日本大学③ 専修大学③

平本　世中 関　　将太 清水　大成

専修大学① 東北福祉大学③ 日本大学②

吉田　好輝 片岡　尚之 織田　信亮

日本大学① 東北福祉大学③ 福井工業大学①

坂本　隆一 松本　幹久 吉田　泰基

東海大九州③ 専修大学② 日本大学③

眞山　龍太郎 作田　大地 菅　　卓人 上田　敦士

日本大学① 金沢学院大学③ 東海大九州③ 名古屋大学③

8 8:12

11 8:30

12 8:36

13 8:42

8:48

15 8:54

16 9:00

2 7:36

3 7:42

4 7:48

No. Time

1 7:30

第37回/第1回　文部科学大臣杯争奪第学生ゴルフ王座決定戦　初日

9 8:18

10 8:24

5 7:54

6 8:00

7 8:06

14



IN

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

川口　莉歩 中村　若菜 田中　のどか

愛知学院大学① 大阪学院大学③ 日本大学③

森　はな 酒井　里奈 田中　佑季

日本大学② 愛知大学② 大手前大学③

関根　梓 星川　ひなの 中西　麻奈

大阪学院大学④ 日本大学① 岡山商科大学③

田中　佳叡 堀内　美希 金岡　杏実

至誠館大学④ 近畿大学③ 日本大学②

横山　稀理 松熊　理子 福田　凪砂

日本大学③ 日本経済大学② 近畿大学④

水田　竜昇 中村　鎌大 鈴木　理央

中部学院大学① 関西学院大学③ 日本体育大学④

本間　佑 中山　絹也 久保田　皓也

明治大学③ 中部学院大学③ 東北福祉大学③

石崎　真央 塚本　岳 金子　優将

東北福祉大学③ 明治大学② 中部学院大学③

砂川　公佑 今野　　匠 吉田　隼人

大阪学院大学② 東北福祉大学② 日本大学④

桂川　有人 鈴木　慶太 宮城　慎太郎

日本大学② 大阪学院大学② 東北福祉大学①

伊藤　泰良 児玉　和生 岩田　大河

明治大学① 日本大学① 大阪学院大学①

長谷川　大晃 吉行　直人 木村　太一

東北福祉大学③ 大阪学院大学② 日本大学②

永井　直樹 高倉　　健 朝倉　　駿

日本大学④ 大手前大学④ 中央大学②

大村　浩輔 植木　祥多 今村　裕也

東海大九州① 日本大学① 大手前大学④

高尾　淳仁 稲田　愛篤 松本　正樹 百目鬼　光紀

至誠館大学① 東海大九州② 日本大学③ 中央学院大学③

9 8:18

10 8:24

11 8:30

6 8:00

7 8:06

8 8:12

3

2 7:36

No. Time

1 7:30

15 8:54

第37回/第1回　文部科学大臣杯争奪第学生ゴルフ王座決定戦　初日

4 7:48

5 7:54

12 8:36

13 8:42

14 8:48

7:42


