
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

押田　凌太郎 木本　航輔 沖　　将司

早稲田大学④ 早稲田大学③ 早稲田大学③

髙橋　怜央 横井　捷人 栁澤　聡一郎

早稲田大学② 早稲田大学② 早稲田大学③

中島　拓人 鈴木　海斗 馬場　裕康 脇田　英稔

明治大学③ 明治大学④ 明治大学② 明治大学②

後藤　大河 土屋　崚 加藤　寛之

明治大学④ 明治大学③ 明治大学④

川瀬　貴弘 田　龍宝 一瀬　裕紀 坂本　雅道

明治大学③ 明治大学① 東京農業大学④ 東京農業大学④

高山　勇悟 前山　海翔 須藤　吏城 吉田　真也

神奈川大学④ 神奈川大学③ 神奈川大学② 神奈川大学②

大沼　竜也 西村　　隼 沼田　　凌 坂本　柊人

中央学院大学④ 中央学院大学③ 中央学院大学③ 中央学院大学②

岩崎　亜久竜 荒井　陸 吉田　歩生 岡部　雄斗

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学③

加藤　剛 宮下　大周 森　　幹太

日本大学③ 日本大学③ 日本大学③

佐藤　紘士朗 鈴木　大哉 菊地　紀嘉 廣田　拓也

日本大学② 日本大学② 東北学院大学③ 東北学院大学②

岡田　　裕 田村　祐樹 野本　未世夢

東海大学④ 東海大学③ 東海大学②

小室　圭 加茂　雅也 佐藤　壱洸 安保　勇希

慶應義塾大学③ 慶應義塾大学② 慶應義塾大学① 慶應義塾大学①

灘波　綜一 棚橋　杏太郎 奥山　大地 高梨　涼介

東洋大学③ 東洋大学② 駒澤大学① 駒澤大学①

斉藤　優作 横田　光 渡辺　竜真

駒澤大学③ 駒澤大学③ 駒澤大学②

鹿島　裕樹 木庭　輝 石川　　航

日本体育大学④ 日本体育大学④ 日本体育大学②

河本　力 野口　裕太 深尾　健太

日本体育大学② 日本体育大学② 日本体育大学①

細谷　朋生 溝口　　丞 安田　操平 中西　　圭

日本体育大学① 日本体育大学① 国士舘大学③ 国士館大学①

佐藤　将吾 安藤　宏起 清水　恵

城西大学④ 城西大学① 立正大学②

9:40

18 9:48

第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第１会場）
指定練習日組み合わせ　6月24日

ローテーション　OUT-IN

NO TIME

1 7:32

2 7:40

3 7:48

4 7:56

5 8:04

6 8:12

7 8:20

8 8:28

9 8:36

10 8:44

11 8:52

12 9:00

13 9:08

14 9:16

15 9:24

16 9:32

17



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

中野　多聞 小林　光太郎 黒川　大輝

法政大学④ 法政大学③ 法政大学③

大脇　海都 梅津　慶土 篠﨑　勇真

法政大学③ 法政大学① 法政大学①

西片　太一 中村　　竜 齋藤　太稀 吉田　大雅

中央大学① 中央大学① 中央大学③ 中央大学②

島田　航汰 篠崎　　響 長見　一世

東京国際大学③ 東京国際大学③ 東京国際大学③

岡部　祐太 澤田　響 市邨　直教 細貝　幸平

東京国際大学① 東京国際大学① 横浜国立大学③ 横浜国立大学②

森田　健太郎 五木田　彪 吉村　勇輝

学習院大学④ 学習院大学② 学習院大学②

渡辺　真悟 倉持　　翔 秋田　将太朗 藤原　黎

常磐大学② 常磐大学① 八戸学院大学③ 八戸学院大学②

板東　寿匡 柚木　将吾 佐藤　飛鳥 杉田　龍英

日本大学② 日本大学② 日本大学① 日本大学①

豊田　龍生 原　悠太郎 古川　龍之介

日本大学① 日本大学① 日本大学①

白井　陸 千葉　楽 五十嵐　将矢 大川　勢矢

山梨学院大学① 山梨学院大学① 山梨学院大学② 山梨学院大学③

小澤　玲央 小川　詠次郎 島田　康成 原田　大雅

山梨学院大学③ 山梨学院大学④ 山梨学院大学④ 山梨学院大学④

今野　　匠 伊藤　刻矢 上野　　陸 黒川　逸輝

東北福祉大学③ 東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学②

黒川　航輝 芹澤　慈眼 竹山　昂成

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学②

大磯　　駿 草彅　也一 植田　晃大

東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学①

鈴木　晃祐 田所　翔太 矢野　辰典

東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学①

橋本　英治 安藤　大威賀 吉田　翔

成蹊大学① 専修大学④ 専修大学④

丸一　千紘 呉　　英彪 松本　健太郎 中原　秀馬

専修大学③ 専修大学③ 専修大学③ 専修大学②

田邊　隆一 岡田　大輔 澤田　新

専修大学② 専修大学② 専修大学①

菊池　晃成 高野　壮登 江口　裕輔

帝京大学② 帝京大学③ 帝京大学④
19 9:56

2 7:40

3 7:48

4 7:56

指定練習日組み合わせ　6月24日
ローテーション　IN-OUT

7:32

8:04

1

NO TIME

第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第１会場）

8:20

8 8:28

5

9 8:36

10 8:44

11 8:52

6 8:12

7

12 9:00

13 9:08

14 9:16

15 9:24

16 9:32

17 9:40

18 9:48



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

野口　裕太 小室　圭 粟山　　尚

日本体育大学② 慶應義塾大学③ 立教大学④

鶴田　宙大 深尾　健太 加茂　雅也 菊池　晃成

立教大学④ 日本体育大学① 慶應義塾大学② 帝京大学②

佐藤　壱洸 堀川　秀隆 細谷　朋生 高野　壮登

慶應義塾大学① 立教大学② 日本体育大学① 帝京大学③

安保　勇希 中島　拓人 溝口　　丞 江口　裕輔

慶應義塾大学① 明治大学③ 日本体育大学① 帝京大学④

中野　多聞 安藤　大威賀 鈴木　海斗 灘波　綜一

法政大学④ 専修大学④ 明治大学④ 東洋大学③

棚橋　杏太郎 小林　光太郎 吉田　翔 馬場　裕康

東洋大学② 法政大学③ 専修大学④ 明治大学②

脇田　英稔 竹山　昂成 黒川　大輝 丸一　千紘

明治大学② 東北福祉大学② 法政大学③ 専修大学③

呉　　英彪 後藤　大河 植田　晃大 岩崎　亜久竜

専修大学③ 明治大学④ 東北福祉大学① 日本大学④

荒井　陸 澤田　新 齋藤　太稀 大磯　　駿

日本大学④ 専修大学① 中央大学③ 東北福祉大学①

草彅　也一 吉田　歩生 島田　航汰 吉田　大雅

東北福祉大学① 日本大学④ 東京国際大学③ 中央大学②

西片　太一 鈴木　晃祐 岡部　雄斗 篠崎　　響

中央大学① 東北福祉大学① 日本大学③ 東京国際大学③

長見　一世 中村　　竜 田所　翔太 加藤　剛

東京国際大学③ 中央大学① 東北福祉大学① 日本大学③

宮下　大周 森田　健太郎 一瀬　裕紀 矢野　辰典

日本大学③ 学習院大学④ 東京農業大学④ 東北福祉大学①

五木田　彪 森　　幹太 原田　大雅 坂本　雅道

学習院大学② 日本大学③ 山梨学院大学④ 東京農業大学④

菊地　紀嘉 吉村　勇輝 佐藤　紘士朗 島田　康成

東北学院大学③ 学習院大学② 日本大学② 山梨学院大学④

横井　捷人 小川　詠次郎 廣田　拓也 中西　　圭

早稲田大学② 山梨学院大学④ 東北学院大学② 国士館大学①

小澤　玲央 安田　操平 髙橋　怜央

山梨学院大学③ 国士舘大学③ 早稲田大学②

秋田　将太朗 沖　　将司 橋本　英治

八戸学院大学③ 早稲田大学③ 成蹊大学①

栁澤　聡一郎 藤原　黎 清水　恵

早稲田大学③ 八戸学院大学② 立正大学②

4

8

ローテーション　OUT-IN

1

NO

試合日第１日目組み合わせ　6月２５日

8:28

9

2 7:40

TIME

7:32

9:56

7 8:20

7:56

5 8:04

6 8:12

3 7:48

第6７回関東学生ゴルフ選手権予選会（第１会場）

8:36

10 8:44

11 8:52

12 9:00

13 9:08

14 9:16

15 9:24

16 9:32

17

18 9:48

19

9:40



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

鹿島　裕樹 岡田　　裕 斉藤　優作

日本体育大学④ 東海大学④ 駒澤大学③

奥山　大地 木庭　輝 田村　祐樹

駒澤大学① 日本体育大学④ 東海大学③

野本　未世夢 横田　光 石川　　航

東海大学② 駒澤大学③ 日本体育大学②

高梨　涼介 河本　力 黒田　悠司

駒澤大学① 日本体育大学② 東京大学④

竹次　智優 渡辺　竜真 土屋　崚 大脇　海都

東京大学③ 駒澤大学② 明治大学③ 法政大学③

加藤　寛之 金澤　圭祐 梅津　慶土 松本　健太郎

明治大学④ 東京大学③ 法政大学① 専修大学③

安尾　英修 川瀬　貴弘 篠﨑　勇真 中原　秀馬

東京大学③ 明治大学③ 法政大学① 専修大学②

田邊　隆一 今野　　匠 鈴木　大哉 田　龍宝

専修大学② 東北福祉大学③ 日本大学② 明治大学①

岡部　祐太 岡田　大輔 伊藤　刻矢 板東　寿匡

東京国際大学① 専修大学② 東北福祉大学② 日本大学②

柚木　将吾 澤田　響 佐藤　将吾 上野　　陸

日本大学② 東京国際大学① 城西大学④ 東北福祉大学②

黒川　逸輝 佐藤　飛鳥 市邨　直教 安藤　宏起

東北福祉大学② 日本大学① 横浜国立大学③ 城西大学①

細貝　幸平 黒川　航輝 杉田　龍英 渡辺　真悟

横浜国立大学② 東北福祉大学② 日本大学① 常磐大学②

前山　海翔 倉持　　翔 芹澤　慈眼 豊田　龍生

神奈川大学③ 常磐大学① 東北福祉大学② 日本大学①

原　悠太郎 高山　勇悟 大沼　竜也 大川　勢矢

日本大学① 神奈川大学④ 中央学院大学④ 山梨学院大学③

五十嵐　将矢 古川　龍之介 須藤　吏城 西村　　隼

山梨学院大学② 日本大学① 神奈川大学② 中央学院大学③

吉田　真也 沼田　　凌 千葉　楽

神奈川大学② 中央学院大学③ 山梨学院大学①

坂本　柊人 白井　陸 木本　航輔

中央学院大学② 山梨学院大学① 早稲田大学③

押田　凌太郎 増田　健斗 岩佐　樹里哉

早稲田大学④ 明治学院大学② 東京農工大学③
18 9:48

17 9:40

NO TIME

第6７回関東学生ゴルフ選手権予選会（第１会場）
試合日第１日目組み合わせ　6月２５日

ローテーション　IN-OUT

1 7:32

2 7:40

3 7:48

4 7:56

5 8:04

6 8:12

7 8:20

8 8:28

14 9:16

9 8:36

10 8:44

11 8:52

12 9:00

13 9:08

15 9:24

16 9:32



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

岩佐　樹里哉 増田　健斗 押田　凌太郎

東京農工大学③ 明治学院大学② 早稲田大学④

木本　航輔 白井　陸 坂本　柊人

早稲田大学③ 山梨学院大学① 中央学院大学②

千葉　楽 沼田　　凌 吉田　真也

山梨学院大学① 中央学院大学③ 神奈川大学②

西村　　隼 須藤　吏城 古川　龍之介 五十嵐　将矢

中央学院大学③ 神奈川大学② 日本大学① 山梨学院大学②

大川　勢矢 大沼　竜也 高山　勇悟 原　悠太郎

山梨学院大学③ 中央学院大学④ 神奈川大学④ 日本大学①

豊田　龍生 芹澤　慈眼 倉持　　翔 前山　海翔

日本大学① 東北福祉大学② 常磐大学① 神奈川大学③

渡辺　真悟 杉田　龍英 黒川　航輝 細貝　幸平

常磐大学② 日本大学① 東北福祉大学② 横浜国立大学②

安藤　宏起 市邨　直教 佐藤　飛鳥 黒川　逸輝

城西大学① 横浜国立大学③ 日本大学① 東北福祉大学②

上野　　陸 佐藤　将吾 澤田　響 柚木　将吾

東北福祉大学② 城西大学④ 東京国際大学① 日本大学②

板東　寿匡 伊藤　刻矢 岡田　大輔 岡部　祐太

日本大学② 東北福祉大学② 専修大学② 東京国際大学①

田　龍宝 鈴木　大哉 今野　　匠 田邊　隆一

明治大学① 日本大学② 東北福祉大学③ 専修大学②

中原　秀馬 篠﨑　勇真 川瀬　貴弘 安尾　英修

専修大学② 法政大学① 明治大学③ 東京大学③

松本　健太郎 梅津　慶土 金澤　圭祐 加藤　寛之

専修大学③ 法政大学① 東京大学③ 明治大学④

大脇　海都 土屋　崚 渡辺　竜真 竹次　智優

法政大学③ 明治大学③ 駒澤大学② 東京大学③

黒田　悠司 河本　力 高梨　涼介

東京大学④ 日本体育大学② 駒澤大学①

石川　　航 横田　光 野本　未世夢

日本体育大学② 駒澤大学③ 東海大学②

田村　祐樹 木庭　輝 奥山　大地

東海大学③ 日本体育大学④ 駒澤大学①

斉藤　優作 岡田　　裕 鹿島　裕樹

駒澤大学③ 東海大学④ 日本体育大学④
9:48

14 9:16

第6７回関東学生ゴルフ選手権予選会（第１会場）

8:20

15

18

10 8:44

6 8:12

7

試合日第２日目組み合わせ　6月26日
ローテーション　OUT-IN

8 8:28

9

5 8:04

8:36

2 7:40

16 9:32

11 8:52

12 9:00

9:24

13 9:08

3 7:48

4 7:56

NO TIME

1 7:32

17 9:40



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

清水　恵 藤原　黎 栁澤　聡一郎

立正大学② 八戸学院大学② 早稲田大学③

橋本　英治 沖　　将司 秋田　将太朗

成蹊大学① 早稲田大学③ 八戸学院大学③

髙橋　怜央 安田　操平 小澤　玲央

早稲田大学② 国士舘大学③ 山梨学院大学③

中西　　圭 廣田　拓也 小川　詠次郎 横井　捷人

国士館大学① 東北学院大学② 山梨学院大学④ 早稲田大学②

島田　康成 佐藤　紘士朗 吉村　勇輝 菊地　紀嘉

山梨学院大学④ 日本大学② 学習院大学② 東北学院大学③

坂本　雅道 原田　大雅 森　　幹太 五木田　彪

東京農業大学④ 山梨学院大学④ 日本大学③ 学習院大学②

矢野　辰典 一瀬　裕紀 森田　健太郎 宮下　大周

東北福祉大学① 東京農業大学④ 学習院大学④ 日本大学③

加藤　剛 田所　翔太 中村　　竜 長見　一世

日本大学③ 東北福祉大学① 中央大学① 東京国際大学③

篠崎　　響 岡部　雄斗 鈴木　晃祐 西片　太一

東京国際大学③ 日本大学③ 東北福祉大学① 中央大学①

吉田　大雅 島田　航汰 吉田　歩生 草彅　也一

中央大学② 東京国際大学③ 日本大学④ 東北福祉大学①

大磯　　駿 齋藤　太稀 澤田　新 荒井　陸

東北福祉大学① 中央大学③ 専修大学① 日本大学④

岩崎　亜久竜 植田　晃大 後藤　大河 呉　　英彪

日本大学④ 東北福祉大学① 明治大学④ 専修大学③

丸一　千紘 黒川　大輝 竹山　昂成 脇田　英稔

専修大学③ 法政大学③ 東北福祉大学② 明治大学②

馬場　裕康 吉田　翔 小林　光太郎 棚橋　杏太郎

明治大学② 専修大学④ 法政大学③ 東洋大学②

灘波　綜一 鈴木　海斗 安藤　大威賀 中野　多聞

東洋大学③ 明治大学④ 専修大学④ 法政大学④

江口　裕輔 溝口　　丞 中島　拓人 安保　勇希

帝京大学④ 日本体育大学① 明治大学③ 慶應義塾大学①

高野　壮登 細谷　朋生 堀川　秀隆 佐藤　壱洸

帝京大学③ 日本体育大学① 立教大学② 慶應義塾大学①

菊池　晃成 加茂　雅也 深尾　健太 鶴田　宙大

帝京大学② 慶應義塾大学② 日本体育大学① 立教大学④

粟山　　尚 小室　圭 野口　裕太

立教大学④ 慶應義塾大学③ 日本体育大学②

ローテーション　IN-OUT

19 9:56
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