
ローテーション：男子　くろゆり

NO TIME 1 2 3 4

櫻井 稜真 中嶋 太造 中村 竜 亀井 康生

日本体育大学① 福井工業大学② 中央大学④ 近畿大学③

新垣 厚樹 梅田 恭生 織井 昭汰 和泉 健太郎

日本体育大学② 福井工業大学③ 中央大学④ 近畿大学③

山本 力輝 建守 千都 中駄 凜太郎 城野 寛登

日本体育大学③ 福井工業大学③ 中央大学④ 近畿大学②

溝口 丞 加藤 將 後閑 拓真 中村 聡泰

日本体育大学④ 福井工業大学① 中央大学④ 近畿大学④

本間 一太 荒木 義和 関 駿斗 小野 貴之

日本体育大学③ 福井工業大学④ 中央大学② 近畿大学③

大野 玄登 金田 卓己 山形 吏輝 奥田 文太

北海道選抜② 中央学院大学③ 関西大学③ 東京国際大学③

金沢 光家 中川 拓海 丘 尊伍 山田 健悟

北海道選抜④ 中央学院大学③ 関西大学① 東京国際大学②

苫米地 優希 片桐 悠佑 河合 慈英 千羽 祐介

北海道選抜① 中央学院大学③ 関西大学③ 東京国際大学④

河地 翼 小林 拳史郎 釣浦 郁真 柘植 翔太

北海道選抜① 中央学院大学② 関西大学③ 東京国際大学③

下田 伊織 林 聖也 真鍋 和馬 弘内 秀

北海道選抜② 中央学院大学① 関西大学② 東京国際大学④

前田 光史朗 伊澤 丈一郎 山田 玄彩 金川 雄斗

日本大学④ 大手前大学② 東海大九州③ 愛知学院大学③

出利葉 太一郎 杉原 光紀 中野 恵將 水谷 拓慎

日本大学③ 大手前大学② 東海大九州② 愛知学院大学②

小林 大河 香川 大樹 夏伐 蓮 村瀬 颯太

日本大学① 大手前大学② 東海大九州④ 愛知学院大学④

杉浦 悠太 多田 旺生 内藤 滉人 阿部 謙成

日本大学③ 大手前大学② 東海大九州③ 愛知学院大学①

古川 龍之介 竹下 綜一 井戸川 純平 石崎 隼大

日本大学④ 大手前大学③ 東海大九州④ 愛知学院大学③
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常陸宮杯第1回全日本大学ゴルフ選手権競技2日目　組合せ
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ローテーション：男子　いぬわし

NO TIME 1 2 3 4

山内 颯 宇喜多 飛翔 林 恭平 土肥 龍星

至誠館大学④ 大阪学院大学③ 明治大学② 金沢学院大学④

吉本 翔雄 小寺 大佑 田中 貫太 松居 大五

至誠館大学④ 大阪学院大学③ 明治大学① 金沢学院大学③

林 重翔 下家 秀琉 仲宗根 寛瑛 片岡 幸大

至誠館大学④ 大阪学院大学③ 明治大学② 金沢学院大学②

勢井 乃樹 下家 秀平 山口 泰知 村中 大徒

至誠館大学① 大阪学院大学④ 明治大学③ 金沢学院大学①

佐伯 仁 鈴木 滉世 千種 悠史 西 亮太郎

至誠館大学① 大阪学院大学④ 明治大学③ 金沢学院大学①

永田 丞 城 尚輝 森 裕紀 川﨑 智洋

中部学院大学① 早稲田大学③ 同志社大学④ 専修大学③

河邉 匠 麻生 悠人 西山 光 富永 龍輝

中部学院大学② 早稲田大学② 同志社大学② 専修大学②

清水 大翔 小原 力 下園 航太 小田 祥平

中部学院大学② 早稲田大学① 同志社大学① 専修大学①

笠原 瑛 竹原 佳吾 藤山 開晟 和田 歩

中部学院大学③ 早稲田大学① 同志社大学③ 専修大学③

長谷川 貴優 中野 麟太朗 中尾 亮太 福住 修

中部学院大学③ 早稲田大学① 同志社大学④ 専修大学②

岡田 晃平 岩崎 裕斗 川越 夏彦 小松 快聖

東北福祉大学③ 中京大学③ 福岡大学④ 立命館大学①

植田 晃大 久木 匠登 水永 匠 伊藤 悠真

東北福祉大学④ 中京大学② 福岡大学② 立命館大学②

鈴木 晃祐 石垣 敢大 宮園 裕希 辻 圭一郎

東北福祉大学④ 中京大学① 福岡大学③ 立命館大学③

唐下 明徒 黒田 智之 馬場 健輔 住本 大雅

東北福祉大学② 中京大学③ 福岡大学② 立命館大学④

蝉川 泰果 菱田 健斗 後藤 周冶 中川 拓海

東北福祉大学④ 中京大学③ 福岡大学④ 立命館大学④
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