
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

池田 悠太 細谷 朋生 渡辺 真太郎 岡田 圭太

東北福祉大学③ 日本体育大学④ 城西大学④ 成城大学②

梅本 達也 津田 浩平 家村 真平 姫野 然

成城大学② 東北福祉大学③ 日本体育大学④ 城西大学③

岩村 直正 村山 純平 宮里 海翔 本間 一太

中央大学① 早稲田大学① 東北福祉大学③ 日本体育大学③

新垣 厚樹 吉川 享成 中村 隼人 枝川 吏輝

日本体育大学② 中央大学② 早稲田大学① 東北福祉大学②

宝泉 研輝 大和久 高志 森下 裕介 柏俣 結生

東北福祉大学② 日本体育大学② 中央大学② 早稲田大学①

小原 力 石井 大聖 櫻井 稜真 西田 陸朗

早稲田大学① 東北福祉大学① 日本体育大学① 中央大学②

櫻井 豪 安保 卓哉 原田 竜成 豊 太陽

中央大学② 早稲田大学① 東北福祉大学① 日本体育大学①

柏木 コナ 横山 尚建 青木 雅也 古瀬 幸一朗

日本体育大学① 中央大学③ 早稲田大学① 東北福祉大学①

商崎 涼平 山口 泰知 工藤 大河 城 尚輝

東北福祉大学② 明治大学③ 中央大学③ 早稲田大学③

中村 風起人 新城 ディラン 唯人 林 恭平 中駄 凛太郎

東海大学④ 東北福祉大学② 明治大学② 中央大学④

風岡 衣杏 阿部 大翔 和田 流星 加藤 聡馬

学習院大学③ 東海大学② 東北福祉大学③ 明治大学③

伊藤 頼雄 丸 裕真 志村 翔太郎 宮﨑 琉

明治大学① 学習院大学② 東海大学③ 東北福祉大学③

勝俣 翔 石森 健太郎 大沢 慧 弘内 秀

法政大学③ 駒澤大学③ 学習院大学① 東京国際大学④

柘植 翔太 出水田 裕輝 松本  優人 馬渕 祥丸

東京国際大学③ 法政大学③ 駒澤大学③ 学習院大学③

栁澤 欣栄 三宅 耕平 斎藤 光 杉原 歩樹

帝京大学① 東洋大学④ 法政大学① 駒澤大学③

1 8:00

5 8:40

文部科学大臣杯争奪第41回日本学生ゴルフ王座決定戦 関東地区予選会　

ロックコース　10月11日

ロック【OUT → IN】

NO TIME

6 8:50

7 9:00

2 8:10

3 8:20

4 8:30

8 9:10

9 9:20

10 9:30

11 9:40

12 9:50

13 10:00

14 10:10

15 10:20



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

佐野 健太 小林 拳史郎 太田 誠人 分銅 民朗

日本大学① 中央学院大学② 山梨学院大学④ 専修大学①

平野 達己 高津佐 琉斗 金田 卓己 佐々木 尚紀

専修大学④ 日本大学② 中央学院大学③ 山梨学院大学④

森田 文哉 小林 祐太朗 進藤 颯太 小野澤 樹

山梨学院大学③ 専修大学② 日本大学③ 中央学院大学①

朝日向 雅 田辺 虎 野寄 礼我 松原 隆虎

中央学院大学② 山梨学院大学③ 専修大学① 日本大学②

椎名 将大 宮原 光 井関 陸人 坂田 一真

日本大学② 中央学院大学③ 山梨学院大学④ 専修大学①

久保田 堅士 岩井 悠真 川崎 彰 藤澤 幸生

専修大学② 日本大学② 中央学院大学② 山梨学院大学②

楠原 竜太郎 和田 歩 鈴木 聡馬 中澤 直斗

山梨学院大学② 専修大学③ 日本大学② 中央学院大学③

岩瀬 真一 佐藤 亮太朗 川﨑 智洋 松原 将太

中央学院大学① 東北学院大学④ 専修大学③ 日本大学②

松枝 靖悟 青木 優介 長谷川 夏大 窪田 大紀

日本大学① 明治大学① 東北学院大学② 専修大学④

齋藤 大輝 杉浦 悠太 橘 優空 黒澤 大輝

神奈川大学④ 日本大学③ 明治大学① 東北学院大学②

阪上 慶一郎 丹羽 泰誠 昌山 大暉 永春 克磨

東京大学④ 神奈川大学① 立教大学① 明治大学③

新谷 航平 片岡 稔貴 林 秀星 森山 正斗

明治大学③ 東京大学② 神奈川大学③ 立教大学②

松原 純 淺野 友太郎 林 宗史 加藤 正樹

立教大学④ 法政大学② 駒澤大学② 帝京大学④

永田 哲晟 山田 健悟 濱田 孝太郎 紺野 秀倖

帝京大学② 東京国際大学② 法政大学③ 駒澤大学②

塚越 光玖 黒柳 輝真 大森 星夜 嶺岸 聖也

駒澤大学① 帝京大学② 東京国際大学③ 東洋大学③

NO TIME
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