
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

平川　陸斗 横山　隆乃助 高倍　淳一

法政大学② 法政大学② 法政大学③

江夏　匡彦 山口　留以 朝倉　　駿 小林　周平

法政大学④ 法政大学④ 中央大学③ 中央大学②

長崎　拓実 清水　優太 松村　康平

中央大学④ 中央大学④ 中央大学④

武田　大輔 大池　由晃 田　修成 山本　世那

慶應義塾大学④ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学②

生駒　怜児 濱宮　勇樹 朝日向　翼 佐藤　雄紀

東京国際大学③ 東京国際大学③ 東京国際大学② 東京国際大学④

梅田　泰司 堀越　勘太 中島　央樹

東京国際大学② 東京国際大学② 東京国際大学②

公受　将輝 白石　星南 中村　光希 安河内　蓮

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学②

林田　卓也 村上　拓海 吉田　好輝 加藤　渉

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学①

宮城　慎太郎 吉本　直樹 牛島　海斗 蝉川　泰果

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

田中　裕真 広山　雄大 山本　大雅

東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学①

百目鬼　光紀 清川　　亨 仁木　卓磨 安倍　高秀

中央学院大学④ 中央学院大学④ 中央学院大学② 中央学院大学②

永田　航大 森田　匠海 黒田　裕人 坪井　晴元

中央学院大学② 山梨学院大学④ 学習院大学④ 学習院大学④

濱田　将吾 五十嵐　瑠亜 小椋　俊明 園田　昂生

山梨学院大学① 山梨学院大学② 山梨学院大学② 山梨学院大学④

永田　裕紀 戸松　　仁 中村　風起人 古川　　巧

東海大学② 東海大学② 東海大学① 青山学院大学③

井口　　俊 渡辺　真太郎 田中　圭煕 中原　　陵

城西大学③ 城西大学① 八戸学院大学③ 八戸学院大学③

谷村　拓哉 堀口　直哉 長谷川　隆太

成蹊大学③ 常磐大学① 富士大学③

鈴木　辰巳 秋山　大地 足立　雄飛

帝京大学② 帝京大学② 帝京大学②

2 7:39

3 7:48

第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第2会場）
指定練習日組み合わせ　6月26日

ローテーション　OUT-IN

NO TIME

1 7:30

4 7:57

5 8:06

6 8:15

7 8:24

8 8:33

9 8:42

10 8:51

11 9:00

12 9:09

13 9:18

14 9:27

15 9:36

16 9:45

17 9:54



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

井口　隆哉 杉山　健太 縄田　修一

明治大学④ 明治大学② 明治大学①

鄭　多仁 遠藤　大梧 本間　佑

明治大学③ 明治大学① 明治大学④

二村　健人 東　優真 高橋　真央 上古城　柾之

早稲田大学④ 早稲田大学③ 早稲田大学② 早稲田大学①

斎藤　瑞己 竹内　　秀 中野　陽大 原田　佳樹

神奈川大学④ 神奈川大学④ 神奈川大学④ 神奈川大学③

櫛山　勝弘 馬渡　清也 齋藤　耕太 伊藤　遼哉

専修大学④ 専修大学④ 専修大学③ 専修大学③

平本　世中 大澤　　優 赤羽　宏優 水野　陽稀

専修大学② 専修大学② 専修大学② 専修大学①

新村　駿 前田　光史朗 鈴木　祥一郎 仲道　利樹

日本大学① 日本大学① 日本大学④ 日本大学④

沖田　悠輔 金子　憲洋 林　拓海

日本大学③ 日本大学③ 日本大学③

石川　哲士 内田　直輝 上松　佑平 園田　一海

日本大学② 日本大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学②

石崎　真央 小西　勇輝 佐藤　広大 竹川　雄喜

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③

野澤　竜次 八太　大和 高橋　佑一郎 三上　和也

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東洋大学④ 東洋大学④

清水　文弥 鈴木　辰海 池田　洋介 操上　眞廣

日本体育大学② 日本体育大学② 日本体育大学① 日本体育大学③

樋口　　匠 菅本　魁 小原　世央 穐山　陸歩

日本体育大学③ 日本体育大学③ 国士舘大学③ 国士舘大学③

鈴木　朝登 吉澤　一瑠 大家　光世 井坪　佑介

駒澤大学① 駒澤大学③ 駒澤大学④ 駒澤大学①

藤原　実輝 篠崎　嘉音 村岡　侑哉

駒澤大学② 駒澤大学④ 駒澤大学②

佐藤　亮太朗 小林　哲也 國澤　宗真 鶴谷　光基

東北学院大学① 明治学院大学 東京理科大学④ 東京理科大学④

第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第2会場）
指定練習日組み合わせ　6月26日

1

ローテーション　IN-OUT

NO TIME

7:30

2 7:39

3 7:48

4 7:57

5 8:06

6 8:15

7 8:24

8 8:33

9 8:42

10 8:51

11 9:00

12 9:09

13 9:18

14 9:27

15 9:36

16 9:45



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

遠藤 一生 長谷川　聖 平本　世中 山田　智大

法政大学④ 成蹊大学④ 専修大学② 立教大学③

青木　公翼 平川　陸斗 谷村　拓哉 大澤　　優

立教大学③ 法政大学② 成蹊大学③ 専修大学②

赤羽　宏優 佐久間　怜央 横山　隆乃助 中嶌　寛太朗

専修大学② 立教大学① 法政大学② 成蹊大学③

鄭　多仁 水野　陽稀 竜崎　世一 宮城　慎太郎

明治大学③ 専修大学① 成城大学③ 東北福祉大学②

吉本　直樹 岩富　凱也 新村　駿 飯野　遥生

東北福祉大学② 明治大学② 日本大学① 成城大学③

森岡　紀貴 牛島　海斗 本間　佑 前田　光史朗

成城大学② 東北福祉大学① 明治大学④ 日本大学①

鈴木　祥一郎 國澤　宗真 蝉川　泰果 縄田　修一

日本大学④ 東京理科大学④ 東北福祉大学① 明治大学①

片岡　徳幸 仲道　利樹 鶴谷　光基 田中　裕真

明治大学④ 日本大学④ 東京理科大学④ 東北福祉大学①

広山　雄大 百目鬼　光紀 沖田　悠輔 高橋　佑一郎

東北福祉大学① 中央学院大学④ 日本大学③ 東洋大学④

三上　和也 山本　大雅 清川　　亨 金子　憲洋

東洋大学④ 東北福祉大学① 中央学院大学④ 日本大学③

林　拓海 長崎　拓実 井口　　俊 仁木　卓磨

日本大学③ 中央大学④ 城西大学③ 中央学院大学②

濱田　将吾 石川　哲士 清水　優太 渡辺　真太郎

山梨学院大学① 日本大学② 中央大学④ 城西大学①

二村　健人 五十嵐　瑠亜 内田　直輝 松村　康平

早稲田大学④ 山梨学院大学② 日本大学② 中央大学④

樋口　　匠 東　優真 小林　哲也 朝日向　翼

日本体育大学③ 早稲田大学③ 明治学院大学 東京国際大学②

堀越　勘太 菅本　魁 高橋　真央 鈴木　朝登

東京国際大学② 日本体育大学③ 早稲田大学② 駒澤大学①

吉澤　一瑠 中島　央樹 操上　眞廣 鈴木　辰巳

駒澤大学③ 東京国際大学② 日本体育大学③ 帝京大学②

穐山　陸歩 上古城　柾之 秋山　大地

国士舘大学③ 早稲田大学① 帝京大学②

武田　大輔 古川　　巧 足立　雄飛

慶應義塾大学④ 青山学院大学③ 帝京大学②
18 10:03

第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第2会場）
試合日第１日目組み合わせ　6月27日

ローテーション　OUT-IN

1 7:30

2 7:39

9:54

NO TIME

3 7:48

4 7:57

5 8:06

6 8:15

7 8:24

8 8:33

9 8:42

10 8:51

11 9:00

12 9:09

13 9:18

14 9:27

15 9:36

16 9:45
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ローテーション　IN-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

高倍　淳一 金澤　将一 櫛山　勝弘 黒田　裕人

法政大学③ 東京大学④ 専修大学④ 学習院大学④

坪井　晴元 江夏　匡彦 加藤　徳明 馬渡　清也

学習院大学④ 法政大学④ 東京大学② 専修大学④

齋藤　耕太 木藤　和貴 山口　留以 手塚　悟史

専修大学③ 学習院大学③ 法政大学④ 東京大学③

井口　隆哉 伊藤　遼哉 永田　裕紀 石崎　真央

明治大学④ 専修大学③ 東海大学② 東北福祉大学④

小西　勇輝 杉山　健太 公受　将輝 戸松　　仁

東北福祉大学④ 明治大学② 日本大学② 東海大学②

中村　風起人 佐藤　広大 諸橋　陸 白石　星南

東海大学① 東北福祉大学④ 明治大学④ 日本大学②

中村　光希 佐藤　亮太朗 竹川　雄喜 遠藤　大梧

日本大学② 東北学院大学① 東北福祉大学③ 明治大学①

伊藤　達哉 安河内　蓮 真壁　英路 上松　佑平

明治大学③ 日本大学② 東北学院大学① 東北福祉大学②

園田　一海 安倍　高秀 林田　卓也 田中　圭煕

東北福祉大学② 中央学院大学② 日本大学② 八戸学院大学③

中原　　陵 野澤　竜次 永田　航大 村上　拓海

八戸学院大学③ 東北福祉大学② 中央学院大学② 日本大学②

吉田　好輝 朝倉　　駿 八太　大和 小椋　俊明

日本大学② 中央大学③ 東北福祉大学② 山梨学院大学②

園田　昂生 加藤　渉 小林　周平 清水　文弥

山梨学院大学④ 日本大学① 中央大学② 日本体育大学②

斎藤　瑞己 森田　匠海 鈴木　辰海 生駒　怜児

神奈川大学④ 山梨学院大学④ 日本体育大学② 東京国際大学③

濱宮　勇樹 竹内　　秀 大家　光世 池田　洋介

東京国際大学③ 神奈川大学④ 駒澤大学④ 日本体育大学①

大池　由晃 佐藤　雄紀 中野　陽大 村岡　侑哉

慶應義塾大学③ 東京国際大学④ 神奈川大学④ 駒澤大学②

篠崎　嘉音 長倉　聖弥 梅田　泰司 原田　佳樹

駒澤大学④ 慶應義塾大学② 東京国際大学② 神奈川大学③

小原　世央 井坪　佑介 山本　世那 堀口　直哉

国士舘大学③ 駒澤大学① 慶應義塾大学② 常磐大学①

田　修成 長谷川　隆太 藤原　実輝

慶應義塾大学③ 富士大学③ 駒澤大学②
18 10:03
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9:54

NO TIME

1 7:30

2 7:39

試合日第１日目組み合わせ　6月27日

3 7:48

4 7:57

5 8:06

6 8:15

7 8:24

14 9:27

8 8:33

9 8:42

10 8:51

11 9:00

12 9:09

16 9:45

13 9:18

15 9:36



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

藤原　実輝 長谷川　隆太 田　修成

駒澤大学② 富士大学③ 慶應義塾大学③

堀口　直哉 山本　世那 井坪　佑介 小原　世央

常磐大学① 慶應義塾大学② 駒澤大学① 国士舘大学③

原田　佳樹 梅田　泰司 長倉　聖弥 篠崎　嘉音

神奈川大学③ 東京国際大学② 慶應義塾大学② 駒澤大学④

村岡　侑哉 中野　陽大 佐藤　雄紀 大池　由晃

駒澤大学② 神奈川大学④ 東京国際大学④ 慶應義塾大学③

池田　洋介 大家　光世 竹内　　秀 濱宮　勇樹

日本体育大学① 駒澤大学④ 神奈川大学④ 東京国際大学③

生駒　怜児 鈴木　辰海 森田　匠海 斎藤　瑞己

東京国際大学③ 日本体育大学② 山梨学院大学④ 神奈川大学④

清水　文弥 小林　周平 加藤　渉 園田　昂生

日本体育大学② 中央大学② 日本大学① 山梨学院大学④

小椋　俊明 八太　大和 朝倉　　駿 吉田　好輝

山梨学院大学② 東北福祉大学② 中央大学③ 日本大学②

村上　拓海 永田　航大 野澤　竜次 中原　　陵

日本大学② 中央学院大学② 東北福祉大学② 八戸学院大学③

田中　圭煕 林田　卓也 安倍　高秀 園田　一海

八戸学院大学③ 日本大学② 中央学院大学② 東北福祉大学②

上松　佑平 真壁　英路 安河内　蓮 伊藤　達哉

東北福祉大学② 東北学院大学① 日本大学② 明治大学③

遠藤　大梧 竹川　雄喜 佐藤　亮太朗 中村　光希

明治大学① 東北福祉大学③ 東北学院大学① 日本大学②

白石　星南 諸橋　陸 佐藤　広大 中村　風起人

日本大学② 明治大学④ 東北福祉大学④ 東海大学①

戸松　　仁 公受　将輝 杉山　健太 小西　勇輝

東海大学② 日本大学② 明治大学② 東北福祉大学④

石崎　真央 永田　裕紀 伊藤　遼哉 井口　隆哉

東北福祉大学④ 東海大学② 専修大学③ 明治大学④

手塚　悟史 山口　留以 木藤　和貴 齋藤　耕太

東京大学③ 法政大学④ 学習院大学③ 専修大学③

馬渡　清也 加藤　徳明 江夏　匡彦 坪井　晴元

専修大学④ 東京大学② 法政大学④ 学習院大学④

黒田　裕人 櫛山　勝弘 金澤　将一 高倍　淳一

学習院大学④ 専修大学④ 東京大学④ 法政大学③

試合日第2日目組み合わせ　6月28日
ローテーション　OUT-IN
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8:33

16 9:45

11 9:00

12 9:09

3 7:48

4 7:57

5 8:06

NO TIME

1 7:30

2 7:39

17 9:54



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

足立　雄飛 古川　　巧 武田　大輔

帝京大学② 青山学院大学③ 慶應義塾大学④

秋山　大地 上古城　柾之 穐山　陸歩

帝京大学② 早稲田大学① 国士舘大学③

鈴木　辰巳 操上　眞廣 中島　央樹 吉澤　一瑠

帝京大学② 日本体育大学③ 東京国際大学② 駒澤大学③

鈴木　朝登 高橋　真央 菅本　魁 堀越　勘太

駒澤大学① 早稲田大学② 日本体育大学③ 東京国際大学②

朝日向　翼 小林　哲也 東　優真 樋口　　匠

東京国際大学② 明治学院大学 早稲田大学③ 日本体育大学③

松村　康平 内田　直輝 五十嵐　瑠亜 二村　健人

中央大学④ 日本大学② 山梨学院大学② 早稲田大学④

渡辺　真太郎 清水　優太 石川　哲士 濱田　将吾

城西大学① 中央大学④ 日本大学② 山梨学院大学①

仁木　卓磨 井口　　俊 長崎　拓実 林　拓海

中央学院大学② 城西大学③ 中央大学④ 日本大学③

金子　憲洋 清川　　亨 山本　大雅 三上　和也

日本大学③ 中央学院大学④ 東北福祉大学① 東洋大学④

高橋　佑一郎 沖田　悠輔 百目鬼　光紀 広山　雄大

東洋大学④ 日本大学③ 中央学院大学④ 東北福祉大学①

田中　裕真 鶴谷　光基 仲道　利樹 片岡　徳幸

東北福祉大学① 東京理科大学④ 日本大学④ 明治大学④

縄田　修一 蝉川　泰果 國澤　宗真 鈴木　祥一郎

明治大学① 東北福祉大学① 東京理科大学④ 日本大学④

前田　光史朗 本間　佑 牛島　海斗 森岡　紀貴

日本大学① 明治大学④ 東北福祉大学① 成城大学②

飯野　遥生 新村　駿 岩富　凱也 吉本　直樹

成城大学③ 日本大学① 明治大学② 東北福祉大学②

宮城　慎太郎 竜崎　世一 水野　陽稀 鄭　多仁

東北福祉大学② 成城大学③ 専修大学① 明治大学③

中嶌　寛太朗 横山　隆乃助 佐久間　怜央 赤羽　宏優

成蹊大学③ 法政大学② 立教大学① 専修大学②

大澤　　優 谷村　拓哉 平川　陸斗 青木　公翼

専修大学② 成蹊大学③ 法政大学② 立教大学③

山田　智大 平本　世中 長谷川　聖 遠藤 一生

立教大学③ 専修大学② 成蹊大学④ 法政大学④
18 10:03

第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第２会場）

14 9:27

15 9:36

16 9:45

11 9:00

12 9:09

13 9:18

8 8:33

9 8:42

10 8:51

5 8:06

6 8:15

7 8:24

NO TIME

1 7:30

試合日第2日目組み合わせ　6月28日
ローテーション　IN-OUT

3 7:48

4 7:57

17 9:54

2 7:39


