
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

寺北　尚生 松田　教佑 能登　祥太 吉村　勇輝 村松

拓殖大学④ 帝京大学① 青山学院大学① 学習院大学④ 拓殖

関口　蔵文 加藤　正樹 宮川　大輝 氏家　大輔 阿倍

拓殖大学④ 帝京大学③ 青山学院大学③ 学習院大学③ 拓殖

内村　海斗 秋山　大地 滝澤　泰嘉 岩淵　秀太 永田

拓殖大学④ 帝京大学④ 青山学院大学② 学習院大学④ 帝京

邱　梓祐 菊池　晃成 佐々　太希 西川　勇人 大久保

拓殖大学① 帝京大学④ 青山学院大学④ 学習院大学④ 青山学院

苅部　貴哉 足立　雄飛 パク　ジョンゴン 南　基平 永井

拓殖大学② 帝京大学④ 青山学院大学① 学習院大学③ 青山学院

辻　竜舞 鈴木　辰巳 中村　ゲティケイン 風岡　衣杏 大竹

拓殖大学③ 帝京大学④ 青山学院大学② 学習院大学② 学習院

田原　和 長谷川　夏大 薄井　悠真 田中　健太郎 川辺

早稲田大学① 東北学院大学① 神奈川大学① 東京大学③ 早稲田

小室　敬偉 和知　快斗 吉田　真也 阪上　慶一郎 横井

早稲田大学① 東北学院大学② 神奈川大学④ 東京大学③ 早稲田

城　尚輝 猪股　柊平 佐藤　凌乃介 大平　直輝 古谷

早稲田大学② 東北学院大学② 神奈川大学② 東京大学③ 神奈川

上小城　柾之 黒澤　大輝 比嘉　海人 山本　七海 斎藤

早稲田大学③ 東北学院大学① 神奈川大学① 東京大学① 神奈川

髙橋　真央 佐藤　亮太朗 萩原　健斗 片岡　稔貴 鈴木

早稲田大学④ 東北学院大学③ 神奈川大学② 東京大学① 東京

髙橋　怜央 真壁　英路 須藤　吏城 井上　達希 関口

早稲田大学④ 東北学院大学③ 神奈川大学④ 東京大学④ 東京

10 9:00

11 9:10

12 9:20

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

2 7:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

2021年度関東大学春季CＤブロック対抗戦

最終日　　　　　　　ローテーション　OUT－IN

NO TIME
サポート
キャディ

1 7:30



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

深澤　一瑛 尾口　辰政 田中　祐樹 砂川

成蹊大学③ 国士舘大学① 大東文化大学① 成蹊

姫野　然 布施　龍 本田　大翔 豊泉　凌太郎 跡部

城西大学② 成蹊大学④ 国士舘大学① 大東文化大学① 成蹊

木村　太次郎 池田　悠真 中西　圭 村上　太亮 伊藤

城西大学④ 成蹊大学② 国士舘大学③ 大東文化大学③ 国士舘

安藤　宏起 宇津木　涼太 坊坂　航 松林　錬成 塚田

城西大学③ 成蹊大学① 国士舘大学③ 大東文化大学④ 東京

小林　永汰 根本　涼平 竹内　冠貴 座本　海里 五木田

城西大学② 成蹊大学③ 国士舘大学① 大東文化大学③ 学習院

渡邉　真太郎 橋本　英治 横山　丈朗 江本　拓未 酒本

城西大学③ 成蹊大学③ 国士舘大学④ 大東文化大学④ 早稲田

阿部　雅茂 西谷　正造 田邉　晟 小川

明治学院大学③ 上智大学③ 東洋大学④ 明治学院

渡邊　優人 古賀　大輝 知念　辰樹 西岡　崇馬 服部

富士大学② 明治学院大学① 上智大学④ 東洋大学① 明治学院

阿部　修也 増田　健斗 黒田　航平 水谷　郁弥 小林

富士大学② 明治学院大学④ 上智大学④ 東洋大学④ 上智

高橋　遼 富永　敦也 山口　翔大 千葉　智広 米山

富士大学② 明治学院大学④ 上智大学② 東洋大学③ 上智

荒井　竜之進 佐渡　慶太 山崎　皐生 三宅　耕平 矢口

富士大学③ 明治学院大学④ 上智大学④ 東洋大学③ 東洋

小形　陸 井上　優哉 渡辺　弦一郎 嶺岸　聖也 大澤

富士大学④ 明治学院大学② 上智大学④ 東洋大学② 東洋

10 9:00

11 9:10

12 9:20

6 8:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

2 7:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

2021年度関東大学春季CＤブロック対抗戦

最終日　　　　　ローテーション　IN－OUT

　 TIME
サポート
キャディ

1 7:30


