
東　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

村本　涼 新田　航大 小山　倫太郎 澤田　響

中央学院大学② 中央学院大学① 東京国際大学① 東京国際大学①

細川　和広 御厨　晧史 濱田　直明 坂本　雅道

中央学院大学① 東京国際大学① 日本体育大学① 東京農業大学④

松澤　能大 奥山　　潤 市邨　直教 小原　世央

東京農業大学① 東京農業大学③ 横浜国立大学③ 国士舘大学③

穐山　陸歩 横山　丈郎 中井　健人 細貝　幸平

国士舘大学③ 国士舘大学② 横浜国立大学② 横浜国立大学②

佐藤　将吾 井口　俊 福田　海斗 加藤　正樹

城西大学④ 城西大学③ 城西大学③ 帝京大学①

高野　壮登 秋山　大地 鈴木　辰巳 林　　隆一

帝京大学③ 帝京大学② 帝京大学② 帝京大学②

高橋　佑一郎 吉澤　海里 灘波　綜一 三上　和也

東洋大学④ 東洋大学④ 東洋大学③ 東洋大学④

棚橋　杏太郎 内田　祐豪 堀川　秀隆 千葉　竜聖

東洋大学② 立教大学② 立教大学② 日本大学①

加藤　剛 柚木　将吾 木下　圭介 古市　将都

日本大学③ 日本大学② 日本大学① 日本大学①

藤原　　黎 田中　圭煕 中原　陵 秋田　将太朗

八戸学院大学② 八戸学院大学③ 八戸学院大学③ 八戸学院大学③
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２０１９年度関東学生ゴルフ連盟１１月月例会

練習ラウンド組み合わせ

No Time
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1 7:25



東　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

小山　夏海 黒崎　雅稀 高橋　みさと

日本体育大学③ 日本体育大学② 日本体育大学①

斉藤　美実 松本　みなみ 岩切　彩萌

中央学院大学② 中央学院大学② 中央学院大学②

比嘉　瑞姫 尾崎　なお 伊藤　　歩

日本大学② 日本大学② 日本大学②

平井　万友美 及川　莉瑚 張　殷瑞 和田　優歩

日本大学① 日本大学① 東北福祉大学③ 東北福祉大学②

武田　桜子 石原　苑代子 郡司　桃果 須藤　麗

青山学院大学③ 青山学院大学③ 常磐大学④ 常磐大学②

大山　夏子 木林　　暉 高橋　舞羽 高取　菜々子

東京農業大学② 東京農業大学① 東海大学② 東海大学②

山室　結衣 鈴木　茉里奈 山村　百音 清水　愛

大妻女子大学① 獨協大学③ 帝京大学① 上智大学③

篠原　株登 小椋　俊明 齊藤　俊輔 千葉　　禅

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②

藤澤　龍人 柳原　孝亮 半田　紘夢 石井　聖也

山梨学院大学② 神奈川大学② 神奈川大学② 神奈川大学②

倉持　翔 堀口　直哉 西岡　大雅 上坂　一斗

常磐大学① 常磐大学① 中央大学③ 中央大学②

塚田　敬悟 飯塚　秀馬 清水　恵 高澤クリストファー

東京大学② 東京大学② 立正大学② 獨協大学③
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東　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

谷村　拓哉 西岡　大雅 岩佐　樹里哉

成蹊大学③ 中央大学③ 東京農工大学③

半田　紘夢 濱田　直明 上坂　一斗 鍵山　竜佑

神奈川大学② 日本体育大学① 中央大学② 成蹊大学③

窪田　俊介 石井　聖也 飯塚　秀馬 中井　健人

成蹊大学③ 神奈川大学② 東京大学② 横浜国立大学②

村本　涼 市邨　直教 柳原　孝亮 塚田　敬悟

中央学院大学② 横浜国立大学③ 神奈川大学② 東京大学②

田中　健太郎 細川　和広 小原　世央 石井　航平

東京大学① 中央学院大学① 国士舘大学③ 玉川大学④

古市　将都 細貝　幸平 新田　航大 横山　丈郎

日本大学① 横浜国立大学② 中央学院大学① 国士舘大学②

穐山　陸歩 千葉　竜聖 清水　恵 澤田　響

国士舘大学③ 日本大学① 立正大学② 東京国際大学①

御厨　晧史 棚橋　杏太郎 木下　圭介 山崎　將也

東京国際大学① 東洋大学② 日本大学① 立正大学①

石井　辰弥 小山　倫太郎 高橋　佑一郎 柚木　将吾

駒澤大学② 東京国際大学① 東洋大学④ 日本大学②

加藤　剛 新開　雄次郎 竹入　晟生 吉澤　海里

日本大学③ 立正大学① 駒澤大学② 東洋大学④

倉持　翔 灘波　綜一 秋田　将太朗 山本屋　一太

常磐大学① 東洋大学③ 八戸学院大学③ 駒澤大学②

横田　　光 堀口　直哉 芦沢　隆人 中原　陵

駒澤大学③ 常磐大学① 芝浦工業大学③ 八戸学院大学③

三上　和也 有田　智弥 田中　圭煕 稲垣　圭亮

東洋大学④ 駒澤大学② 八戸学院大学③ 芝浦工業大学④

一瀬　裕紀 藤原　　黎 堀川　耕平 井口　俊

東京農業大学④ 八戸学院大学② 芝浦工業大学④ 城西大学③

小椋　俊明 上田　一哉 堀川　秀隆 高野　壮登

山梨学院大学② 東京農業大学③ 立教大学② 帝京大学③

秋山　大地 藤澤　龍人 奥山　　潤 内田　祐豪

帝京大学② 山梨学院大学② 東京農業大学③ 立教大学②

佐藤　将吾 加藤　正樹 齊藤　俊輔 坂本　雅道

城西大学④ 帝京大学① 山梨学院大学② 東京農業大学④

松澤　能大 大久保　剛人 林　　隆一 千葉　　禅

東京農業大学① 一橋大学② 帝京大学② 山梨学院大学②

鈴木　辰巳 福田　海斗 篠原　株登 千野　悠河

帝京大学② 城西大学③ 山梨学院大学① 一橋大学③
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２０１９年度関東学生ゴルフ連盟１１月月例会（試合日）

No Time

1 7:04



東　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

澤　　眞子 中野　みさき 山室　結衣

早稲田大学② 東洋英和女学院大学②大妻女子大学①

山田　里奈 黒崎　雅稀 木村　祐美

東洋英和女学院大学①日本体育大学② 早稲田大学③

小掛　稀友 高橋　みさと 須藤　麗

早稲田大学① 日本体育大学① 常磐大学②

小山　夏海 鈴木　茉里奈 中原　理沙 郡司　桃果

日本体育大学③ 獨協大学③ 慶應義塾大学② 常磐大学④

斉藤　美実 伊藤　　歩 宮治　春佳 石井　愛里

中央学院大学② 日本大学② 駒澤大学① 玉川大学②

尾崎　なお 岩切　彩萌 高取　菜々子 砂川　翔子

日本大学② 中央学院大学② 東海大学② 駒澤大学①

遠藤　まりの 平井　万友美 松本　みなみ 高橋　舞羽

駒澤大学① 日本大学① 中央学院大学② 東海大学②

山村　百音 石原　苑代子 比嘉　瑞姫 木林　　暉

帝京大学① 青山学院大学③ 日本大学② 東京農業大学①

井口　美宣 清水　愛 武田　桜子 及川　莉瑚

学習院大学③ 上智大学③ 青山学院大学③ 日本大学①

大山　夏子 和田　優歩 今井　舞眞子 山﨑　愛理

東京農業大学② 東北福祉大学② 上智大学② 学習院大学③

小林　美沙子 服部　理子 張　殷瑞 橋本　真生

慶應義塾大学① 青山学院大学② 東北福祉大学③ 上智大学①

岡部　真理子 石黒　愛菜 三宅　伽音 仲野　ひかる

成城大学② 慶應義塾大学② 学習院大学③ 青山学院大学②

長久保　葵 保田　はな 巽　万里子 武石　真奈

成城大学③ 上智大学① 慶應義塾大学① 学習院大学①

日野　響子 青木　麻璃奈 渡邊　萌々香 大崎　由希子

学習院大学① 成城大学② 上智大学③ 慶應義塾大学③

冨永　吏生 加瀬　大河 大貫　斗夢 大島　巧

学習院大学③ 青山学院大学② 成城大学① 慶應義塾大学③

大木　慎二郎 湊　朋希 山本　泰平 渡辺　弦一郎

青山学院大学③ 成城大学① 慶應義塾大学③ 上智大学②

田中　博崇 遠山　知秀 西川　勇人 千秋　昌太郎

成城大学② 青山学院大学③ 学習院大学② 慶應義塾大学②

山﨑　皐生 若山　秀太郎 青木　勇太 吉村　勇輝

上智大学② 慶應義塾大学③ 青山学院大学② 学習院大学②

大澤　龍一 田中　彬也 永井　雅大 大久保　崇太

学習院大学① 上智大学③ 慶應義塾大学③ 青山学院大学②

鶴谷　光基 高澤クリストファー 菅原　竹仁 吉田　拓未

東京理科大学④ 獨協大学③ 上智大学④ 学習院大学③
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