
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

内田　直輝 田邊　隆一 岡部　祐太

日本大学④ 専修大学④ 東京国際大学③

清水　響 鈴木　大哉 岡田　大輔 柘植　翔太

東京大学③ 日本大学④ 専修大学④ 東京国際大学②

吉田　大雅 山本　七海 板東　寿匡 赤羽　宏優

中央大学④ 東京大学① 日本大学④ 専修大学④

新木　衛 西片　太一 五木田 彪 眞山　龍太郎

中央学院大学④ 中央大学③ 学習院大学④ 日本大学④

木下　圭介 下野　将輝 佐久間　怜央 吉村　勇輝

日本大学③ 中央学院大学④ 立教大学③ 学習院大学④

嶺岸　聖也 進藤　颯太 遠藤　銀河 剱　瑠偉

東洋大学② 日本大学② 中央学院大学③ 立教大学②

高林　龍人 才田　亮太郎 中嶋　翔生 伊藤　泰良

立教大学③ 東洋大学① 日本大学① 明治大学④

杉山　健太 戸松　仁 小本　澪 池田　太郎

明治大学④ 東海大学④ 立教大学③ 日本大学③

津田　浩平 渡辺　竜真 坪野谷　海斗 永田　裕紀

東北福祉大学② 駒澤大学④ 國學院大學➂ 東海大学④

酒本　渉吾 藤原　直輝 桐生　慎太郎 植頭　駿迪

早稲田大学② 東北福祉大学① 駒澤大学④ 國學院大學➂

鈴木　雄太 小室　敬偉 亀井　壮太 尾口　辰政

日本体育大学① 早稲田大学① 東北福祉大学② 国士舘大学①

五十嵐　将矢 深尾　健太 本田　大翔 宝泉　研輝

山梨学院大学④ 日本体育大学③ 国士舘大学① 東北福祉大学①

三田　貴樹 小出　瞬輝 山本　力 深澤　一瑛

東北福祉大学② 山梨学院大学② 日本体育大学② 成蹊大学③

池田　悠真 大礒　駿 大吉　友輝 平松　陸都

成蹊大学② 東北福祉大学③ 山梨学院大学④ 日本体育大学②

第69回関東学生ゴルフ選手権予選会

第2会場@サンヒルズカントリークラブ

ローテーション　OUT－IN

NO TIME

1 8:04

2 8:12

3 8:20

4 8:28

5 8:36

6 8:44

7 8:52

8 9:00

9 9:08

10 9:16

11 9:24

12 9:32

13 9:40

14 9:48



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

杉田　龍英 髙山　航太朗 千羽　祐介

日本大学③ 専修大学④ 東京国際大学③

木田　功一郎 豊田　龍生 富永　龍輝 大久保　崇太

東京国際大学② 日本大学③ 専修大学① 青山学院大学④

中村　ゲティケイン 古橋　尚大 塚原　悠斗 細川　和広

青山学院大学② 東京国際大学④ 日本大学① 中央学院大学③

府川　洸己 後閑　拓真 渡辺　弦一郎 光成　良治

中央学院大学② 中央大学③ 上智大学④ 日本大学①

安原　大将 古賀　浩輝 関　駿斗 山崎　皐生

日本大学④ 中央学院大学③ 中央大学① 上智大学④

鈴木　勝奈織 土田　伊吹 新谷　航平 小林　一心

立教大学③ 日本大学④ 明治大学② 上智大学②

米山　徹哉 石川　輝 清水　大輔 永春　克磨

上智大学② 立教大学③ 日本大学① 明治大学②

矢島　克樹 長倉　聖弥 渡辺　真悟 田所　翔太

明治大学② 慶應義塾大学④ 常磐大学④ 東北福祉大学③

中村　凛 藤原　実輝 村尾　優一 和田　洸夢

東北福祉大学② 駒澤大学④ 慶應義塾大学② 常磐大学②

古谷　侑大 内海　将太 奥村　礼惟 安保　勇希

神奈川大学④ 東北福祉大学② 駒澤大学① 慶應義塾大学③

横山　隆乃助 斎藤　大輝 矢野　辰典 中西　圭

法政大学④ 神奈川大学③ 東北福祉大学③ 国士舘大学③

溝口　丞 三好　康太 真壁　英路 谷本　翔悟

日本体育大学③ 法政大学③ 東北学院大学③ 東北福祉大学②

森田　文哉 清水　文弥 濱田　孝太郎 佐藤　亮太朗

山梨学院大学② 日本体育大学④ 法政大学② 東北学院大学③

和知　快斗 田辺　虎 大久保　貴登 橋本　英治

東北学院大学② 山梨学院大学② 日本体育大学② 成蹊大学③

第69回関東学生ゴルフ選手権予選会

第2会場@サンヒルズカントリークラブ

ローテーション　IN－OUT

NO TIME

1 8:04

2 8:12

9:00

3 8:20

4 8:28

5 8:36

9:08

10 9:16

11 9:24

6 8:44

7 8:52
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12 9:32

13 9:40

14 9:48
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