
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

白石　星南 船越　洋也 巽　玲央 越水　雅裕

日本大学④ 中央学院大学④ 東海大学③ 成城大学②

湊　朋希 中村　光希 山口　鉄平 志村　翔太郎

成城大学③ 日本大学④ 中央学院大学④ 東海大学②

太田　智之 久保田　浩裕 林田　卓也 金田　卓己

山梨学院大学② 成城大学③ 日本大学④ 中央学院大学②

中川　拓海 中村　哉斗 寺北　尚生 加藤　渉

中央学院大学② 山梨学院大学② 拓殖大学④ 日本大学③

佐藤　飛鳥 千葉　勇稀 藤澤　龍人 苅部　貴哉

日本大学③ 中央学院大学② 山梨学院大学④ 拓殖大学②

村松　礼央 高津佐　琉斗 松田　遥希 横井　捷人

拓殖大学② 日本大学① 中央学院大学① 早稲田大学④

上小城　柾之 阿部　廉太郎 飯塚　敬吾 茨木　悠太郎

早稲田大学③ 拓殖大学① 日本大学② 中央学院大学④

平本　世中 麻生　悠人 薄井　悠真 岸部　尚司

専修大学④ 早稲田大学① 神奈川大学① 日本大学④

岩井　悠真 大澤　優 弘内　秀 比嘉　海人

日本大学① 専修大学④ 東京国際大学③ 神奈川大学①

中駄　凛太郎 安蒜　真輝 市本　紳一朗 若宮　翔梧

中央大学③ 日本大学① 専修大学③ 東京国際大学③

奥田　文太 横山　尚建 上原　挑夢 本間　一太

東京国際大学② 中央大学② 日本大学① 日本体育大学②

池田　洋介 森薗　大河 小林　周平 竹山　昂成

日本体育大学③ 東京国際大学① 中央大学④ 東北福祉大学④

芹澤　慈眼 家村　真平 赤岩　伶音 猪俣　柊平

東北福祉大学④ 日本体育大学③ 東京国際大学② 東北学院大学②

黒澤　大樹 山本　大雅 山田　真輝 千葉　智広

東北学院大学① 東北福祉大学③ 駒澤大学② 東洋大学③

三宅　耕平 長谷川　夏大 伊藤　刻矢 井坪　佑介

東洋大学③ 東北学院大学① 東北福祉大学④ 駒澤大学③

1 7:30
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ローテーション　OUT－IN

NO TIME

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10

7 8:18

8 8:26

9 8:34

10 8:42

14 9:14

15 9:22

11 8:50

12 8:58

13 9:06



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

中川　聖太 小林　拳史郎 半田　健人 堀川　秀隆

日本大学③ 中央学院大学① 学習院大学④ 立教大学④

横山　幸汰 古市　将都 朝日向　雅 西山　輝星

立教大学③ 日本大学③ 中央学院大学① 学習院大学④

五十嵐　瑠亜 柳川　大樹 出利葉　太一郎 新井　七星

山梨学院大学④ 立教大学④ 日本大学② 中央学院大学①

川崎　彰 齊藤　俊輔 内田　雅輝 杉浦　悠太

中央学院大学① 山梨学院大学④ 立教大学④ 日本大学②

椎名　将大 久保田　堅士 千葉　禅 鎌田　一輝

日本大学① 専修大学① 山梨学院大学④ 立教大学③

寺辻　真生 佐藤　卓郎 福住　将 知念　辰樹

法政大学② 日本大学① 専修大学① 上智大学④

黒田　航平 出水田　裕輝 石崎　拓海 福住　修

上智大学④ 法政大学② 日本大学② 専修大学①

千秋　昌太郎 西谷　正造 魚住　海斗 沼澤　優光

慶應義塾大学④ 上智大学③ 法政大学① 日本大学③

藤澤　諒 金子　拓馬 山口　翔大 阪上　慶一郎

日本大学① 慶應義塾大学① 上智大学② 東京大学③

田中　健太郎 野沢　有希 白石　一馬 岩富　凱也

東京大学③ 日本大学① 慶應義塾大学① 明治大学④

田　龍宝 関口　輝 園田　一海 鳩貝　啓太

明治大学③ 東京大学① 東北福祉大学④ 日本体育大学④

平井　汰一 中村　勇貴 大久保　剛人 商崎　涼平

日本体育大学④ 明治大学② 一橋大学③ 東北福祉大学①

和田　流星 井村　遼太 仲宗根　寛瑛 園田　健人

東北福祉大学② 日本体育大学③ 明治大学① 一橋大学③

佐々　太希 菅野　義稀 紺野　秀倖 佐藤　諒

青山学院大学④ 東北福祉大学① 駒澤大学① 明治大学②

松澤　能大 高橋　竜生 上松　佑平 有田　智弥

東京農業大学③ 青山学院大学③ 東北福祉大学④ 駒澤大学④

第69回関東学生ゴルフ選手権予選会

第３会場＠こだまゴルフクラブ

ローテーション　IN－OUT

NO TIME

1 7:30

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10

7 8:18
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10 8:42

11 8:50

12 8:58

13 9:06

14 9:14

15 9:22


