
ローテーション：OUT-IN

NO TIME
⽒名・学年
⼤学名

⽒名・学年
⼤学名

⽒名・学年
⼤学名

⽒名・学年
⼤学名

福住　　修 四位　洸太郎 東出　大雅 竹内　瑛信

専修大学① 関西学院大学③ 中京大学② 至誠館大学①

和田　　歩 中村　悠大 黒田　智之 吉本　翔雄

専修大学② 関西学院大学④ 中京大学② 至誠館大学③

中原　秀馬 安河内　力 長岡　航平 高橋　聡太

専修大学④ 関西学院大学② 中京大学② 至誠館大学④

岡田　大輔 落合　　凌 菱田　健斗 井上　俊樹

専修大学④ 関西学院大学③ 中京大学② 至誠館大学④

平本　世中 山本　敬三 青山　晃大 髙尾　淳仁

専修大学④ 関西学院大学④ 中京大学④ 至誠館大学④

福住　　将 那須　亮介 宇佐見　涼 菊池　泰成

専修大学① 関西学院大学④ 中京大学③ 至誠館大学②

児玉　章太郎 永田　航大 和泉　健太郎 鈴木　隆太

東海大九州③ 中央学院大学④ 近畿大学② 日本体育大学①

山田　玄彩 峰澤　碩志 中村　聡泰 河本　　力

東海大九州② 中央学院大学④ 近畿大学③ 日本体育大学④

内藤　滉人 坂本　柊人 小野　貴之 野口　裕太

東海大九州② 中央学院大学④ 近畿大学② 日本体育大学④

夏伐　　蓮 遠藤　銀河 有岡　秀真 中島　啓太

東海大九州③ 中央学院大学③ 近畿大学③ 日本体育大学③

井戸川　純平 安部　高秀 山下　勝将 石川　　航

東海大九州③ 中央学院大学④ 近畿大学① 日本体育大学④

仁木　卓磨 佐藤　翔太

中央学院大学④ 日本体育大学②

10 9:21

11 9:30

12 9:39

7 8:54

8 9:03

9 9:12

4 8:27

5 8:36

6 8:45

第58回全国大学ゴルフ対抗戦 初日

1 8:00

2 8:09

3 8:18



ローテーション：IN-OUT

NO TIME
⽒名・学年
⼤学名

⽒名・学年
⼤学名

⽒名・学年
⼤学名

⽒名・学年
⼤学名

服部　雅也 中越　龍希 唐下　明徒 田中 伸乃輔

中部学院大学③ 日本経済大学① 東北福祉大学① 同志社大学④

水田　竜昇 岡田　拓人 杉原　大河 古橋　 諒大

中部学院大学④ 日本経済大学① 東北福祉大学④ 同志社大学④

棚町　　駿 呉　心瑋 田中　裕真 高橋　 周平

中部学院大学④ 日本経済大学④ 東北福祉大学③ 同志社大学④

長谷川　貴優 仲田　和真 岡田　晃平 森　 裕紀

中部学院大学② 日本経済大学③ 東北福祉大学② 同志社大学③

笠原　　瑛 小村　優太 米澤　　蓮 中尾 　亮太

中部学院大学② 日本経済大学③ 東北福祉大学④ 同志社大学③

蝉川　泰果 岡田　大樹

東北福祉大学③ 同志社大学③

下家　秀平 奥村　礼惟 清田　雄大 杉浦　悠太

大阪学院大学③ 駒澤大学① 福井工業大学④ 日本大学②

鈴木　千貴 渡辺　竜真 中嶋　太造 出利葉　太一郎

大阪学院大学② 駒澤大学④ 福井工業大学① 日本大学②

岩田　大河 杉原　歩樹 梅田　恭生 新村　　駿

大阪学院大学④ 駒澤大学② 福井工業大学② 日本大学③

下家　秀琉 紺野　秀倖 髙宮　千聖 古川　龍之介

大阪学院大学② 駒澤大学① 福井工業大学① 日本大学③

平田　憲聖 桐生　慎太郎 荒木　義和 吉田　好輝

大阪学院大学③ 駒澤大学④ 福井工業大学③ 日本大学④

鈴木　滉世 山田　真輝 植木　祥多

大阪学院大学③ 駒澤大学② 日本大学④
12 9:39

9 9:12

10 9:21

11 9:30

6 8:45

7 8:54

8 9:03

3 8:18

4 8:27

5 8:36

第58回全国大学ゴルフ対抗戦 初日

1 8:00

2 8:09



加賀 OUT

NO TIME
氏名・学年

大学名

氏名・学年

大学名

氏名・学年

大学名

氏名・学年

大学名

大島　桃果 唐木田 妃菜 荒川　玲郁

専修大学④ 大阪学院大学② 中部学院大学②

井内　涼樺 秋田 　藍 生駒　莉彩

専修大学③ 大阪学院大学① 中部学院大学②

安那　亜沙 輪湖 彩華 伊佐治　瑚乃

専修大学② 大阪学院大学④ 中部学院大学②

林　　瑚都 神谷 奈恵 小島　彩夏

専修大学③ 大阪学院大学③ 中部学院大学③

諸橋　愛奈 高田 花恋 青井　麻瑚

専修大学④ 大阪学院大学② 中部学院大学④

佐伯　響子 井手 絵愛里 円角　育未 島田　紗

専修大学④ 大阪学院大学④ 中部学院大学④ 東北福祉大学②

田中　あみ 橋本　美月 佐賀　美咲 高橋　茉夢

東海大九州大学③東北福祉大学① 至誠館大学③ 近畿大学②

登　　愛菜 郡山　　瞳 藤原　芽衣 戸倉　桃果

東海大九州大学③東北福祉大学② 至誠館大学③ 近畿大学②

杉山　桃香 木内　真衣 赤石　愛花 江河　　鈴

東海大九州大学③東北福祉大学③ 至誠館大学② 近畿大学①

神谷　咲来 園田　結莉亜 片岡　佳央 永田　加奈恵

東海大九州大学④東北福祉大学② 至誠館大学① 近畿大学②

永江　　綾 益田　世梨 中西　風香

東海大九州大学④東北福祉大学① 近畿大学④

岩崎　美紀 神社　佐也加 渋野　暉璃子 山本 真生

日本大学③ 大手前大学② 明治大学① 愛知大学④

今野　真希 長田　莉子 髙橋　　幸 河野 友愛

日本大学③ 大手前大学① 明治大学③ 愛知大学②

中川　初音 貞永　茉白 花渕　里帆 林　 伶夏

日本大学② 大手前大学① 明治大学④ 愛知大学①

12 9:39

13 9:48

14 9:57

9 9:12

10 9:21

11 9:30

6 8:45

7 8:54

8 9:03

3 8:18

4 8:27

5 8:36

第44回全国女子大学ゴルフ対抗戦　初日

1 8:00

2 8:09



飯村　知紗 山中　麻緒 相場　彩那 木下 　遥

日本大学② 大手前大学① 明治大学① 愛知大学②

星川　ひなの 松本　稀亜来 高木　美咲 安藤 あい子

日本大学④ 大手前大学④ 明治大学② 愛知大学④

比嘉　瑞姫 貞永　葵生 石川　聖奈

日本大学④ 大手前大学① 明治大学③

15 10:06

16 10:15

17 10:24


