
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

河本　力 山本　力輝 新垣　厚樹 深尾　健太

日本体育大学④ 日本体育大学② 日本体育大学① 日本体育大学③

細谷　朋生 大和久　高志 井上　裕一郎 平井　汰一

日本体育大学③ 日本体育大学① 日本体育大学② 日本体育大学④

田邊　隆一 窪田　大紀 水野　陽稀 福住　修

専修大学④ 専修大学③ 専修大学③ 専修大学①

川﨑　智洋 平野　達己 小林　佑太郎 白石　光太郎

専修大学② 専修大学③ 専修大学① 専修大学②

鈴木　大哉 中村　光希 板東　寿匡 豊田　龍生

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学③

長野　京介 出利葉　太一郎 清水　大雅 塚原　悠斗

日本大学③ 日本大学② 日本大学② 日本大学①

寺西　遼馬 西山　大翔 松原　将太 松原　隆虎

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学①

光成　良治 豊里　裕士 木下　圭介 高津佐　琉斗

日本大学① 日本大学② 日本大学③ 日本大学①

上原　康平 加藤　渉 五十嵐　瑠亜 太田　誠人

日本大学④ 日本大学③ 山梨学院大学④ 山梨学院大学③

白井　陸 太田　智之 大吉　友輝 濱田　将吾

山梨学院大学③ 山梨学院大学② 山梨学院大学④ 山梨学院大学③

真壁　英路 佐藤　亮太朗 井上　達希 片岡　稔貴

東北学院大学③ 東北学院大学③ 東京大学④ 東京大学②

渡辺　竜真 黒田　大智 井坪　佑介 杉原　歩樹

駒澤大学④ 駒澤大学④ 駒澤大学③ 駒澤大学②

石垣　快音 高梨　涼介 堀越　勘太 岡部　祐太

駒澤大学③ 駒澤大学③ 東京国際大学④ 東京国際大学③

澤田　響 千羽　祐介 奥田　文太 山田　健悟

東京国際大学③ 東京国際大学③ 東京国際大学② 東京国際大学①

第68回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会　

東・押立　指定練習日　10月5日

押立　OUT

NO TIME

1 7:30

5 8:10

6 8:20

7 8:30

2 7:40

3 7:50

4 8:00

11 9:10

12 9:20

13 9:30

8 8:40

9 8:50

10 9:00

14 9:40



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

平川　陸斗 勝俣　翔 寺辻　真生 三好　康太

法政大学④ 法政大学② 法政大学② 法政大学③

坂本　柊人 峰澤　碩志 永田　航大 遠藤　銀河

中央学院大学④ 中央学院大学④ 中央学院大学④ 中央学院大学③

朝日向　雅 仁木　卓磨 中川　拓海 小林　拳史郎

中央学院大学① 中央学院大学④ 中央学院大学② 中央学院大学①

廣澤　京平 広山　雄大 商崎　涼平 八太　大和

東北福祉大学② 東北福祉大学③ 東北福祉大学① 東北福祉大学④

園田　一海 新城　ﾃﾞｨﾗﾝ唯人 吉本　直樹 藤原　直樹

東北福祉大学④ 東北福祉大学① 東北福祉大学④ 東北福祉大学①

内海　将太 菅野　義稀 矢野　辰典 高妻　諒

東北福祉大学② 東北福祉大学① 東北福祉大学③ 東北福祉大学②

田所　翔太 宮﨑　琉 草彅　也一 和田　流星

東北福祉大学③ 東北福祉大学② 東北福祉大学③ 東北福祉大学②

長倉　聖弥 安保　勇希 金子　拓馬 宮下　敏弥

慶應義塾大学④ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学① 立教大学④

吉田　真也 萩原　健斗 菊嶋　勇次 中村　勇貴

神奈川大学④ 神奈川大学② 神奈川大学③ 明治大学②

林　恭平 岩富　凱也 千種　悠史 馬場　裕康

明治大学① 明治大学④ 明治大学② 明治大学④

森岡　紀貴 久保田　浩裕 中井　健人 古波津　陽

成城大学④ 成城大学③ 横浜国立大学④ 横浜国立大学①

小室　敬偉 麻生　悠人 田中　雄汰郎 菊地　洋介

早稲田大学① 早稲田大学① 早稲田大学③ 早稲田大学①

野本　未世夢 渡邊　絢心 西片　太一 横山　尚建

東海大学④ 東海大学① 中央大学③ 中央大学②

織井　昭汰 工藤　大河 櫻井　豪

中央大学③ 中央大学② 中央大学①

1 7:30

2 7:40

3 7:50

第68回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会　

東・押立　指定練習日　10月5日

押立　IN

NO TIME

7 8:30

8 8:40

9 8:50

4 8:00

5 8:10

6 8:20

13 9:30

14 9:40

10 9:00

11 9:10

12 9:20



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

廣澤　京平 細谷　朋生 坂本　柊人 宮下　敏弥

東北福祉大学② 日本体育大学③ 中央学院大学④ 立教大学④

森山　正斗 内海　将太 大和久　高志 峰澤　碩志

立教大学① 東北福祉大学② 日本体育大学① 中央学院大学④

永田　航大 長倉　聖弥 広山　雄大 井上　裕一郎

中央学院大学④ 慶應義塾大学④ 東北福祉大学③ 日本体育大学②

平井　汰一 遠藤　銀河 小室　敬偉 菅野　義稀

日本体育大学④ 中央学院大学③ 早稲田大学① 東北福祉大学①

商崎　涼平 南　基平 渡辺　竜真 麻生　悠人

東北福祉大学① 学習院大学③ 駒澤大学④ 早稲田大学①

氏家　大輔 矢野　辰典 平川　陸斗 黒田　大智

学習院大学③ 東北福祉大学③ 法政大学④ 駒澤大学④

長野　京介 井坪　佑介 八太　大和 勝俣　翔

日本大学③ 駒澤大学③ 東北福祉大学④ 法政大学②

中井　健人 寺西　遼馬 中村　勇貴 高妻　諒

横浜国立大学④ 日本大学① 明治大学② 東北福祉大学②

古波津　陽 片岡　稔貴 豊田　龍生 林　恭平

横浜国立大学① 東京大学② 日本大学③ 明治大学①

岩富　凱也 渡邊　絢心 井上　達希 塚原　悠斗

明治大学④ 東海大学① 東京大学④ 日本大学①

板東　寿匡 五十嵐　瑠亜 野本　未世夢 西片　太一

日本大学④ 山梨学院大学④ 東海大学④ 中央大学③

横山　尚建 清水　大雅 福住　修 太田　誠人

中央大学② 日本大学② 専修大学① 山梨学院大学③

白井　陸 山田　健悟 中村　光希 水野　陽稀

山梨学院大学③ 東京国際大学① 日本大学④ 専修大学③

窪田　大紀 森岡　紀貴 奥田　文太 出利葉　太一郎

専修大学③ 成城大学④ 東京国際大学② 日本大学②

鈴木　大哉 田邊　隆一 久保田　浩裕 千羽　祐介

日本大学④ 専修大学④ 成城大学③ 東京国際大学③

第68回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会　

東・押立　1日目　10月6日

3 7:50

4 8:00

5 8:10

押立　OUT

NO TIME

1 7:30

2 7:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10

6 8:20

7 8:30

8 8:40

15 9:50

12 9:20

13 9:30

14 9:40



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

園田　一海 河本　力 朝日向　雅 佐久間　怜央

東北福祉大学④ 日本体育大学④ 中央学院大学① 立教大学③

安保　勇希 田所　翔太 山本　力輝 仁木　卓磨

慶應義塾大学③ 東北福祉大学③ 日本体育大学② 中央学院大学④

中川　拓海 金子　拓馬 新城　ﾃﾞｨﾗﾝ唯人 新垣　厚樹

中央学院大学② 慶應義塾大学① 東北福祉大学① 日本体育大学①

深尾　健太 小林　拳史郎 田中　雄汰郎 宮﨑　琉

日本体育大学③ 中央学院大学① 早稲田大学③ 東北福祉大学②

吉本　直樹 寺辻　真生 杉原　歩樹 菊地　洋介

東北福祉大学④ 法政大学② 駒澤大学② 早稲田大学①

石垣　快音 草彅　也一 三好　康太 加藤　渉

駒澤大学③ 東北福祉大学③ 法政大学③ 日本大学③

上原　康平 高梨　涼介 藤原　直樹 吉田　真也

日本大学④ 駒澤大学③ 東北福祉大学① 神奈川大学④

萩原　健斗 藤澤　諒 江本　拓未 和田　流星

神奈川大学② 日本大学① 大東文化大学④ 東北福祉大学②

福山　大樹 菊嶋　勇次 豊里　裕士 千種　悠史

東洋大学① 神奈川大学③ 日本大学② 明治大学②

馬場　裕康 嶺岸　聖也 櫻井　豪 高津佐　琉斗

明治大学④ 東洋大学② 中央大学① 日本大学①

光成　良治 濱田　将吾 深澤　一瑛 工藤　大河

日本大学① 山梨学院大学③ 成蹊大学③ 中央大学②

織井　昭汰 木下　圭介 白石　光太郎 大吉　友輝

中央大学③ 日本大学③ 専修大学② 山梨学院大学④

太田　智之 澤田　響 松原　隆虎 小林　佑太郎

山梨学院大学② 東京国際大学③ 日本大学① 専修大学①

平野　達己 岡部　祐太 真壁　英路 西山　大翔

専修大学③ 東京国際大学③ 東北学院大学③ 日本大学①

松原　将太 川﨑　智洋 堀越　勘太 佐藤　亮太朗

日本大学① 専修大学② 東京国際大学④ 東北学院大学③

第68回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会　

東・押立　1日目　10月6日

押立　IN

NO TIME

4 8:00

5 8:10

6 8:20

1 7:30

2 7:40

3 7:50

10 9:00

11 9:10

12 9:20

7 8:30

8 8:40

9 8:50

13 9:30

14 9:40

15 9:50



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

松原　将太 川﨑　智洋 堀越　勘太 佐藤　亮太朗

日本大学① 専修大学② 東京国際大学④ 東北学院大学③

平野　達己 岡部　祐太 真壁　英路 西山　大翔

専修大学③ 東京国際大学③ 東北学院大学③ 日本大学①

太田　智之 澤田　響 松原　隆虎 小林　佑太郎

山梨学院大学② 東京国際大学③ 日本大学① 専修大学①

織井　昭汰 木下　圭介 白石　光太郎 大吉　友輝

中央大学③ 日本大学③ 専修大学② 山梨学院大学④

光成　良治 濱田　将吾 深澤　一瑛 工藤　大河

日本大学① 山梨学院大学③ 成蹊大学③ 中央大学②

馬場　裕康 嶺岸　聖也 櫻井　豪 高津佐　琉斗

明治大学④ 東洋大学② 中央大学① 日本大学①

福山　大樹 菊嶋　勇次 豊里　裕士 千種　悠史

東洋大学① 神奈川大学③ 日本大学② 明治大学②

萩原　健斗 藤澤　諒 江本　拓未 和田　流星

神奈川大学② 日本大学① 大東文化大学④ 東北福祉大学②

上原　康平 高梨　涼介 藤原　直樹 吉田　真也

日本大学④ 駒澤大学③ 東北福祉大学① 神奈川大学④

石垣　快音 草彅　也一 三好　康太 加藤　渉

駒澤大学③ 東北福祉大学③ 法政大学③ 日本大学③

吉本　直樹 寺辻　真生 杉原　歩樹 菊地　洋介

東北福祉大学④ 法政大学② 駒澤大学② 早稲田大学①

深尾　健太 小林　拳史郎 田中　雄汰郎 宮﨑　琉

日本体育大学③ 中央学院大学① 早稲田大学③ 東北福祉大学②

中川　拓海 金子　拓馬 新城　ﾃﾞｨﾗﾝ唯人 新垣　厚樹

中央学院大学② 慶應義塾大学① 東北福祉大学① 日本体育大学①

安保　勇希 田所　翔太 山本　力輝 仁木　卓磨

慶應義塾大学③ 東北福祉大学③ 日本体育大学② 中央学院大学④

園田　一海 河本　力 朝日向　雅 佐久間　怜央

東北福祉大学④ 日本体育大学④ 中央学院大学① 立教大学③

第68回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会　

東・押立　２日目　10月７日

押立　OUT

NO TIME

1 7:30

5 8:10

6 8:20

7 8:30

2 7:40

3 7:50

4 8:00

11 9:10

12 9:20

13 9:30

8 8:40

9 8:50

10 9:00

14 9:40

15 9:50



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

鈴木　大哉 田邊　隆一 久保田　浩裕 千羽　祐介

日本大学④ 専修大学④ 成城大学③ 東京国際大学③

窪田　大紀 森岡　紀貴 奥田　文太 出利葉　太一郎

専修大学③ 成城大学④ 東京国際大学② 日本大学②

白井　陸 山田　健悟 中村　光希 水野　陽稀

山梨学院大学③ 東京国際大学① 日本大学④ 専修大学③

横山　尚建 清水　大雅 福住　修 太田　誠人

中央大学② 日本大学② 専修大学① 山梨学院大学③

板東　寿匡 五十嵐　瑠亜 野本　未世夢 西片　太一

日本大学④ 山梨学院大学④ 東海大学④ 中央大学③

岩富　凱也 渡邊　絢心 井上　達希 塚原　悠斗

明治大学④ 東海大学① 東京大学④ 日本大学①

古波津　陽 片岡　稔貴 豊田　龍生 林　恭平

横浜国立大学① 東京大学② 日本大学③ 明治大学①

中井　健人 寺西　遼馬 中村　勇貴 高妻　諒

横浜国立大学④ 日本大学① 明治大学② 東北福祉大学②

長野　京介 井坪　佑介 八太　大和 勝俣　翔

日本大学③ 駒澤大学③ 東北福祉大学④ 法政大学②

氏家　大輔 矢野　辰典 平川　陸斗 黒田　大智

学習院大学③ 東北福祉大学③ 法政大学④ 駒澤大学④

商崎　涼平 南　基平 渡辺　竜真 麻生　悠人

東北福祉大学① 学習院大学③ 駒澤大学④ 早稲田大学①

平井　汰一 遠藤　銀河 小室　敬偉 菅野　義稀

日本体育大学④ 中央学院大学③ 早稲田大学① 東北福祉大学①

永田　航大 長倉　聖弥 広山　雄大 井上　裕一郎

中央学院大学④ 慶應義塾大学④ 東北福祉大学③ 日本体育大学②

森山　正斗 内海　将太 大和久　高志 峰澤　碩志

立教大学① 東北福祉大学② 日本体育大学① 中央学院大学④

廣澤　京平 細谷　朋生 坂本　柊人 宮下　敏弥

東北福祉大学② 日本体育大学③ 中央学院大学④ 立教大学④

押立　IN

NO TIME

1 7:30

2 7:40

第68回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会　

東・押立　２日目　10月７日

6 8:20

7 8:30

8 8:40

3 7:50

4 8:00

5 8:10

15 9:50

12 9:20

13 9:30

14 9:40

9 8:50

10 9:00

11 9:10


