
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

篠﨑　勇真 梅津　慶土 三好　康太

法政大学① 法政大学① 法政大学①

平山　泰我 江夏　匡彦 中野　多聞 山口　留以

法政大学④ 法政大学④ 法政大学④ 法政大学④

仁木　卓磨 安部　高秀 坂本　柊人

中央学院大学②中央学院大学②中央学院大学②

山口　鉄平 遠藤　銀河 大沼　竜也 永田　航大

中央学院大学②中央学院大学①中央学院大学④中央学院大学②

一瀬　裕紀 坂本　雅道 上田　一哉 奥山　潤

東京農業大学④東京農業大学④東京農業大学③東京農業大学③

田　修成 佐藤　大河 加茂　雅也 山本　世那

慶應義塾大学③慶應義塾大学③慶應義塾大学②慶應義塾大学②

安田　操平 穐山　陸歩 横山　丈郎 中西　圭

国士舘大学③ 国士舘大学③ 国士舘大学② 国士舘大学①

斎藤　瑞己 瀧田　和司 竹内　秀 加山　直樹

神奈川大学④ 神奈川大学④ 神奈川大学④ 東京国際大学②

古橋　尚大 岡部　祐太 千羽　祐介 佐藤　雄紀

東京国際大学②東京国際大学①東京国際大学①東京国際大学④

濱宮　勇樹 飯野　遥生 森岡　紀貴 高野　壮登

東京国際大学③ 成城大学③ 成城大学② 帝京大学③

菊池　晃成 秋山　大地 鈴木　辰巳 新井　淳

帝京大学② 帝京大学② 帝京大学② 帝京大学④

江口　裕輔 佐藤　将吾 井口　　俊 木村　太次郎

帝京大学④ 城西大学④ 城西大学③ 城西大学②

和田　通忠 朝倉　　駿 吉田　大雅 小林　周平

中央大学④ 中央大学③ 中央大学② 中央大学②

上小城征之 髙橋　怜央 川辺　清誉 押田　凌大郎

早稲田大学① 早稲田大学② 早稲田大学② 早稲田大学④

古川　　巧 大木　慎二郎 宮川　大輝 塚本　岳

青山学院大学③青山学院大学③青山学院大学① 明治大学③

土屋　崚 中島　拓人 五十嵐　瑠亜 小澤　玲央

明治大学③ 明治大学③ 山梨学院大学②山梨学院大学③

大川　勢矢 小川　詠次郎 森田　匠海 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

中台　瞭太 高橋　優仁 中嶌　寛太郎 山本　晃一

大東文化大学④大東文化大学③ 成蹊大学③ 成蹊大学③
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第66回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 関東地区予選会
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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

木藤　和貴 藤井　達哉 松原　伊吹 照沼　純平

学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学③ 日本大学④

松本　正樹 仲道　利樹 矢野　圭介 吉田　歩生

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学④

岩崎　亜久竜 沖田　悠輔 宮下　大周 林　　拓海

日本大学④ 日本大学③ 日本大学③ 日本大学③

白石　星南 板東　寿匡 公受　将輝 中村　光希

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学②

佐藤　紘士朗 杉田　龍英 植木　祥多 村上　拓海

日本大学② 日本大学① 日本大学② 日本大学②

吉田　好輝 森崎　怜 安河内　蓮 池田　太郎

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学①

原　悠太郎 篠﨑　嘉音 斉藤　優作 吉澤　一瑠

日本大学① 駒澤大学④ 駒澤大学③ 駒澤大学③

有田　智弥 鈴木　朝登 高梨　涼介 鈴木　辰海

駒澤大学② 駒澤大学① 駒澤大学① 日本体育大学②

清水　文弥 野口　裕太 平井　汰一 鳩貝　啓太

日本体育大学②日本体育大学②日本体育大学②日本体育大学②

濱田　直明 家村　真平 池田洋介 恩田　拓哉

日本体育大学②日本体育大学①日本体育大学①日本体育大学④

鹿島　裕樹 丸一　千紘 伊藤　遼哉 呉　　英彪

日本体育大学④ 専修大学③ 専修大学③ 専修大学③

山田　直紀 赤羽　宏優 中原　秀馬 岡田　大輔

専修大学③ 専修大学② 専修大学② 専修大学②

窪田　大紀 水野　陽稀 平野　達己 澤田　新

専修大学① 専修大学① 専修大学① 専修大学①

市元　紳一郎 伊藤　泰良 鈴木　海斗 本間　佑

専修大学① 明治大学③ 明治大学④ 明治大学④

縄田　修一 寳田　一真 黒川　航輝 杉原　大河

明治大学① 明治大学① 東北福祉大学②東北福祉大学②

芹澤　慈眼 園田　一海 久保田　皓也 竹川　雄喜

東北福祉大学②東北福祉大学②東北福祉大学④東北福祉大学③

上野　　陸 野呂　涼 大磯　　駿 草彅　也一

東北福祉大学②東北福祉大学④東北福祉大学①東北福祉大学①

田所　翔太 鈴木　晃祐 植田　晃大 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東北福祉大学①
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第66回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 関東地区予選会

東・押立 練習ラウンド 9月24日



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

照沼　純平 塚本　岳 丸一　千紘 加山　直樹

日本大学④ 明治大学③ 専修大学③ 東京国際大学②

古橋　尚大 松本　正樹 土屋　崚 伊藤　遼哉

東京国際大学② 日本大学④ 明治大学③ 専修大学③

呉　　英彪 岡部　祐太 仲道　利樹 中島　拓人

専修大学③ 東京国際大学① 日本大学④ 明治大学③

伊藤　泰良 山田　直紀 千羽　祐介 矢野　圭介

明治大学③ 専修大学③ 東京国際大学① 日本大学④

吉田　歩生 鈴木　海斗 赤羽　宏優 佐藤　雄紀

日本大学④ 明治大学④ 専修大学② 東京国際大学④

濱宮　勇樹 岩崎　亜久竜 本間　佑 中原　秀馬

東京国際大学③ 日本大学④ 明治大学④ 専修大学②

岡田　大輔 斎藤　瑞己 沖田　悠輔 縄田　修一

専修大学② 神奈川大学④ 日本大学③ 明治大学①

寳田　一真 窪田　大紀 瀧田　和司 宮下　大周

明治大学① 専修大学① 神奈川大学④ 日本大学③

林　　拓海 五十嵐　瑠亜 水野　陽稀 竹内　秀

日本大学③ 山梨学院大学② 専修大学① 神奈川大学④

和田　通忠 白石　星南 小澤　玲央 平野　達己

中央大学④ 日本大学② 山梨学院大学③ 専修大学①

澤田　新 長崎　拓実 板東　寿匡 大川　勢矢

専修大学① 中央大学④ 日本大学② 山梨学院大学③

小川　詠次郎 市元　紳一郎 朝倉　　駿 公受　将輝

山梨学院大学④ 専修大学① 中央大学③ 日本大学②

中村　光希 森田　匠海 安田　操平 吉田　大雅

日本大学② 山梨学院大学④ 国士舘大学③ 中央大学②

小林　周平 佐藤　紘士朗 原田　大雅 穐山　陸歩

中央大学② 日本大学② 山梨学院大学④ 国士舘大学③

横山　丈郎 高野　壮登 杉田　龍英 古川　　巧

国士舘大学② 帝京大学③ 日本大学① 青山学院大学③

大木　慎二郎 中西　圭 菊池　晃成 植木　祥多

青山学院大学③ 国士舘大学① 帝京大学② 日本大学②

村上　拓海 宮川　大輝 中台　瞭太 木村　太次郎

日本大学② 青山学院大学①大東文化大学④ 城西大学②

鈴木　辰巳 上小城征之 吉田　好輝 高橋　優仁

帝京大学② 早稲田大学① 日本大学② 大東文化大学③

川辺　清誉 佐藤　将吾 秋山　大地
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早稲田大学② 城西大学④ 帝京大学②

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

森崎　怜 篠﨑　勇真 山田　智大 一瀬　裕紀

日本大学② 法政大学① 立教大学③ 東京農業大学④

坂本　雅道 安河内　蓮 梅津　慶土 佐久間　怜央

東京農業大学④ 日本大学② 法政大学① 立教大学①

鶴田　宙大 上田　一哉 池田　太郎 三好　康太

立教大学④ 東京農業大学③ 日本大学① 法政大学①

遠藤　一生 内田　祐豪 奥山　潤 原　悠太郎

法政大学④ 立教大学② 東京農業大学③ 日本大学①

黒川　航輝 山口　留以 飯野　遥生 木藤　和貴

東北福祉大学② 法政大学④ 成城大学③ 学習院大学③

藤井　達哉 杉原　大河 平山　泰我 森岡　紀貴

学習院大学③ 東北福祉大学② 法政大学④ 成城大学②

田　修成 松原　伊吹 芹澤　慈眼 江夏　匡彦

慶應義塾大学③ 学習院大学③ 東北福祉大学② 法政大学④

中野　多聞 佐藤　大河 仁木　卓磨 園田　一海

法政大学④ 慶應義塾大学③中央学院大学②東北福祉大学②

久保田　皓也 鈴木　辰海 加茂　雅也 安部　高秀

東北福祉大学④日本体育大学②慶應義塾大学②中央学院大学②

坂本　柊人 竹川　雄喜 清水　文弥 山本　世那

中央学院大学②東北福祉大学③日本体育大学②慶應義塾大学②

篠﨑　嘉音 永田　航大 上野　　陸 野口　裕太

駒澤大学④ 中央学院大学②東北福祉大学②日本体育大学②

平井　汰一 斉藤　優作 山口　鉄平 野呂　涼

日本体育大学② 駒澤大学③ 中央学院大学②東北福祉大学④

大磯　　駿 鳩貝　啓太 吉澤　一瑠 遠藤　銀河

東北福祉大学①日本体育大学② 駒澤大学③ 中央学院大学①

大沼　竜也 草彅　也一 濱田　直明 有田　智弥

中央学院大学④東北福祉大学①日本体育大学② 駒澤大学②

鈴木　朝登 竹田　綾人 田所　翔太 家村　真平

駒澤大学① 中央学院大学④東北福祉大学①日本体育大学①

池田洋介 高梨　涼介 髙橋　怜央 鈴木　晃祐

日本体育大学① 駒澤大学① 早稲田大学② 東北福祉大学①

植田　晃大 恩田　拓哉 新井　淳 押田　凌大郎

東北福祉大学①日本体育大学④ 帝京大学④ 早稲田大学④

矢野　辰典 鹿島　裕樹 中嶌　寛太郎

東北福祉大学①日本体育大学④ 成蹊大学③

山本　晃一 江口　裕輔 井口　　俊

成蹊大学③ 帝京大学④ 城西大学③
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第66回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権 関東地区予選会

東・押立 1日目 9月25日
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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

山本　晃一 江口　裕輔 井口　　俊

成蹊大学③ 帝京大学④ 城西大学③

矢野　辰典 鹿島　裕樹 中嶌　寛太郎

東北福祉大学①日本体育大学④ 成蹊大学③

植田　晃大 恩田　拓哉 新井　淳 押田　凌大郎

東北福祉大学①日本体育大学④ 帝京大学④ 早稲田大学④

池田洋介 高梨　涼介 髙橋　怜央 鈴木　晃祐

日本体育大学① 駒澤大学① 早稲田大学② 東北福祉大学①

鈴木　朝登 竹田　綾人 田所　翔太 家村　真平

駒澤大学① 中央学院大学④東北福祉大学①日本体育大学①

大沼　竜也 草彅　也一 濱田　直明 有田　智弥

中央学院大学④東北福祉大学①日本体育大学② 駒澤大学②

大磯　　駿 鳩貝　啓太 吉澤　一瑠 遠藤　銀河

東北福祉大学①日本体育大学② 駒澤大学③ 中央学院大学①

平井　汰一 斉藤　優作 山口　鉄平 野呂　涼

日本体育大学② 駒澤大学③ 中央学院大学②東北福祉大学④

篠﨑　嘉音 永田　航大 上野　　陸 野口　裕太

駒澤大学④ 中央学院大学②東北福祉大学②日本体育大学②

坂本　柊人 竹川　雄喜 清水　文弥 山本　世那

中央学院大学②東北福祉大学③日本体育大学②慶應義塾大学②

久保田　皓也 鈴木　辰海 加茂　雅也 安部　高秀

東北福祉大学④日本体育大学②慶應義塾大学②中央学院大学②

中野　多聞 佐藤　大河 仁木　卓磨 園田　一海

法政大学④ 慶應義塾大学③中央学院大学②東北福祉大学②

田　修成 松原　伊吹 芹澤　慈眼 江夏　匡彦

慶應義塾大学③ 学習院大学③ 東北福祉大学② 法政大学④

藤井　達哉 杉原　大河 平山　泰我 森岡　紀貴

学習院大学③ 東北福祉大学② 法政大学④ 成城大学②

黒川　航輝 山口　留以 飯野　遥生 木藤　和貴

東北福祉大学② 法政大学④ 成城大学③ 学習院大学③

遠藤　一生 内田　祐豪 奥山　潤 原　悠太郎

法政大学④ 立教大学② 東京農業大学③ 日本大学①

鶴田　宙大 上田　一哉 池田　太郎 三好　康太

立教大学④ 東京農業大学③ 日本大学① 法政大学①

坂本　雅道 安河内　蓮 梅津　慶土 佐久間　怜央

東京農業大学④ 日本大学② 法政大学① 立教大学①
18 10:20

15 9:50

16 10:00

17 10:10

12 9:20

13 9:30

14 9:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

NO TIME

1 7:30

2 7:40
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森崎　怜 篠﨑　勇真 山田　智大 一瀬　裕紀

日本大学② 法政大学① 立教大学③ 東京農業大学④

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

川辺　清誉 佐藤　将吾 秋山　大地

早稲田大学② 城西大学④ 帝京大学②

鈴木　辰巳 上小城征之 吉田　好輝 高橋　優仁

帝京大学② 早稲田大学① 日本大学② 大東文化大学③

村上　拓海 宮川　大輝 中台　瞭太 木村　太次郎

日本大学② 青山学院大学①大東文化大学④ 城西大学②

大木　慎二郎 中西　圭 菊池　晃成 植木　祥多

青山学院大学③ 国士舘大学① 帝京大学② 日本大学②

横山　丈郎 高野　壮登 杉田　龍英 古川　　巧

国士舘大学② 帝京大学③ 日本大学① 青山学院大学③

小林　周平 佐藤　紘士朗 原田　大雅 穐山　陸歩

中央大学② 日本大学② 山梨学院大学④ 国士舘大学③

中村　光希 森田　匠海 安田　操平 吉田　大雅

日本大学② 山梨学院大学④ 国士舘大学③ 中央大学②

小川　詠次郎 市元　紳一郎 朝倉　　駿 公受　将輝

山梨学院大学④ 専修大学① 中央大学③ 日本大学②

澤田　新 長崎　拓実 板東　寿匡 大川　勢矢

専修大学① 中央大学④ 日本大学② 山梨学院大学③

和田　通忠 白石　星南 小澤　玲央 平野　達己

中央大学④ 日本大学② 山梨学院大学③ 専修大学①

林　　拓海 五十嵐　瑠亜 水野　陽稀 竹内　秀

日本大学③ 山梨学院大学② 専修大学① 神奈川大学④

寳田　一真 窪田　大紀 瀧田　和司 宮下　大周

明治大学① 専修大学① 神奈川大学④ 日本大学③

岡田　大輔 斎藤　瑞己 沖田　悠輔 縄田　修一

専修大学② 神奈川大学④ 日本大学③ 明治大学①

濱宮　勇樹 岩崎　亜久竜 本間　佑 中原　秀馬

東京国際大学③ 日本大学④ 明治大学④ 専修大学②

吉田　歩生 鈴木　海斗 赤羽　宏優 佐藤　雄紀

日本大学④ 明治大学④ 専修大学② 東京国際大学④

伊藤　泰良 山田　直紀 千羽　祐介 矢野　圭介

明治大学③ 専修大学③ 東京国際大学① 日本大学④

呉　　英彪 岡部　祐太 仲道　利樹 中島　拓人

専修大学③ 東京国際大学① 日本大学④ 明治大学③

15 9:50

16 10:00

17 10:10

12 9:20

13 9:30

14 9:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

NO TIME

1 7:30

2 7:40

19 10:30
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古橋　尚大 松本　正樹 土屋　崚 伊藤　遼哉

東京国際大学② 日本大学④ 明治大学③ 専修大学③

照沼　純平 塚本　岳 丸一　千紘 加山　直樹

日本大学④ 明治大学③ 専修大学③ 東京国際大学②

18 10:20

19 10:30


