
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
小黒　真輝 矢作　将太郎 森田　健太郎 木嶋　俊介

学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学② 学習院大学①

松原　伊吹 江坂　将一 原　　宏彰 多田　寛貴

学習院大学① 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学② 東海大学③

井上　要 吉村　幸樹 新田　憲太朗 有安　佑真

東海大学③ 東海大学③ 東海大学③ 東海大学③

瀧田　泰弘 瀧田　和司 高橋　海仁 原田　佳樹

神奈川大学④ 神奈川大学② 神奈川大学② 神奈川大学①

高松　秀至 池田　健誠 江口　裕輔 三上　和也

東京大学③ 明治学院大学④ 帝京大学② 東洋大学②

征矢野　光一 菊池　峻平 上杉　大輝 吉澤　海里

東洋大学④ 東洋大学④ 東洋大学② 東洋大学②

満丸　　司 大谷　　凌 市川　兆治 渡邊　　尚

獨協大学① 横浜市立大学③ 横浜市立大学① 城西大学①

東　　剛克 佐藤　将吾 島田　青葉 高嶋　真樹

城西大学③ 城西大学② 城西大学① 城西大学①

天野　幸太 平山　泰我 江夏　匡彦 沖田　悠輔

法政大学③ 法政大学② 法政大学② 日本大学①

永井　直樹 関根　一眞 中村　一隆 前田　晃希

日本大学③ 日本大学① 日本大学① 日本大学③

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
堀井　美沙子 石井　友梨 平井　理紗子

東北福祉大学④ 東北福祉大学③ 東北福祉大学①

入交　佐紀 荻野　遥香 生田　博子 石坂　奈緒

慶應義塾大学③ 慶應義塾大学② 慶應義塾大学② 獨協大学④

内野　亜莉紗 原　　千緒里 花谷　沙緒里 塩田　宵子

青山学院大学④ 青山学院大学④ 青山学院大学② 青山学院大学②

正田　莉菜 山中　優菜 山口　生楽 森下　佳帆

日本女子大学③ 日本女子大学③ 東京大学② 東京大学②

我孫子　美央 丸岡　菜々絵 張　仕璐 亀田　うらら

学習院大学① 帝京大学② 東京国際大学① 日本大学①

後藤　ひなの 鈴木明梨亜 永井　晴菜 磯井　玲奈

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学②

小紫　　陸 桑本　勇希 大野　和希 大橋　　蓮

山梨学院大学② 山梨学院大学② 山梨学院大学② 東京国際大学①

太田　倰平 北澤　利毅 田中　元弥 樋口　貴洸

東京国際大学④ 東京国際大学③ 東京国際大学② 東京国際大学②

菊地　大悟 高橋　優仁 村山　真大 遠山　知秀

大東文化大学④ 大東文化大学① 青山学院大学③ 青山学院大学①

〈INスタート〉女子・男子

3 7:46

4 7:54

8:18

5 8:02

10 8:42

2 7:38

5

8:18

4

8:34

8:10

7

9

平成29年度関東学生ゴルフ連盟10月月例会

練習ラウンド組み合わせ
〈OUTスタート〉男子

No Time

8:02

2

1 7:30

7:38

3

7:54

7:46

6

8:26

8:106

8

8:26

9 8:34

No Time

1 7:30

7

8



男子

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

沖　将司 関根　一眞 天野　幸太 江口　裕輔

早稲田大学① 日本大学① 法政大学③ 帝京大学②

木村　友大郎 山下　隆介 沖田　悠輔 平山　泰我

明治学院大学① 早稲田大学① 日本大学① 法政大学②

江夏　匡彦 吉野　友太郎 東　優真 中村　一隆

法政大学② 東京都市大学② 早稲田大学① 日本大学①

永井　直樹 多戸　仁一 一瀬　裕紀 和田　　樹

日本大学③ 成蹊大学③ 東京農業大学② 慶應義塾大学②

原　　宏彰 前田　晃希 阪堂　和也 奥山　　潤

慶應義塾大学② 日本大学③ 成蹊大学③ 東京農業大学①

上田　一哉 森　　拓 小黒　真輝 高津　良介

東京農業大学① 慶應義塾大学③ 学習院大学③ 成蹊大学③

谷村　拓哉 坂本　雅道 木村　隆司 矢作　将太郎

成蹊大学① 東京農業大学② 慶應義塾大学③ 学習院大学③

森田　健太郎 宇津木　涼太 竹内　亮輔 江坂　将一

学習院大学② 成蹊大学① 立教大学③ 慶應義塾大学③

瀧田　泰弘 木嶋　俊介 北澤　利毅 渡邊　文弥

神奈川大学④ 学習院大学① 東京国際大学③ 立教大学③

鶴田　宙大 瀧田　和司 松原　伊吹 田中　元弥

立教大学② 神奈川大学② 学習院大学① 東京国際大学②

太田　倰平 高橋　一智 鈴木　悠平 栗原　　陸

東京国際大学④ 立教大学③ 神奈川大学③ 玉川大学③

眞木　偉好 樋口　貴洸 髙岸　克冴 高橋　海仁

玉川大学③ 東京国際大学② 立教大学③ 神奈川大学②

原田　佳樹 大巾　隼弥 大橋　　蓮 東　　剛克

神奈川大学① 明治大学④ 東京国際大学① 城西大学③

佐藤　将吾 稲村　智也 飯塚　　健 井上　要

城西大学② 國學院大學④ 明治大学④ 東海大学③

多田　寛貴 島田　青葉 船津　祐太 田中　健太郎

東海大学③ 城西大学① 國學院大學③ 明治大学③

加藤　寛之 有安　佑真 高嶋　真樹 佐々木　衛

明治大学② 東海大学③ 城西大学① 國學院大學②

高橋　光寿 小川　　黎 新田　憲太朗 渡邊　　尚

國學院大學① 明治大学② 東海大学③ 城西大学①

石川　凌生 小野　広貴 黒田　悠司 吉村　幸樹

獨協大学③ 上智大学③ 東京大学② 東海大学③

高橋　優仁 満丸　　司 藤丸　聖士 高松　秀至

大東文化大学① 獨協大学① 上智大学① 東京大学③

大谷　　凌 菊地　大悟 下薗　祐介 鈴木　健太

横浜市立大学③ 大東文化大学④ 獨協大学③ 上智大学①

安達　賢都 田中　彬也 市川　兆治 城倉　孝典

桜美林大学② 上智大学① 横浜市立大学① 獨協大学④

17 9:38

18 9:46

19 9:54

〈OUTスタート〉

21 10:10

14 9:14

20 10:02

15 9:22

16 9:30

11 8:50

12 8:58

13 9:06

8 8:26

9 8:34

10 8:42

5 8:02

6 8:10

7 8:18

4 7:54

Time

2 7:38

3 7:46

1 7:30

No

平成29年度関東学生ゴルフ連盟10月月例会
試合組み合わせ



女子・男子

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

一志　知里 竹村　なな 荻野　遥香

学習院大学③ 聖心女子大学③ 慶應義塾大学②

生田　博子 長妻　美咲 田島　千夏

慶應義塾大学② 学習院大学② 聖心女子大学②

永尾　　瞳 入交　佐紀 森野　　愛

聖心女子大学② 慶應義塾大学③ 学習院大学③

古川　梨里香 大浦　裕美子 武井　遼子 我孫子　美央

日本女子大学② 聖心女子大学③ 慶應義塾大学② 学習院大学①

三宅　伽音 山崎　智子 高坂　綾乃 三輪　優希

学習院大学① 日本女子大学② 成城大学② 慶應義塾大学③

内野　亜莉紗 堀井　美沙子 若林　真悠 勝沼　智子

青山学院大学④ 東北福祉大学④ 日本女子大学② 成城大学③

大倉　聖香 原　　千緒里 石井　友梨 山中　優菜

成城大学③ 青山学院大学④ 東北福祉大学③ 日本女子大学③

正田　莉菜 武田　麻友子 稲岡　　栞 平井　理紗子

日本女子大学③ 成城大学③ 青山学院大学② 東北福祉大学①

郡司　桃果 後藤　ひなの 尾花　日向子 森下　佳帆

常磐大学② 日本大学① 立教大学② 東京大学②

花谷　沙緒里 山口　生楽 亀田　うらら 青柳　果恋

青山学院大学② 東京大学② 日本大学① 明治大学②

雨宮　梨乃 木村　祐美 山口　晶子 磯井　玲奈

明治大学① 早稲田大学① 東京大学③ 日本大学②

鈴木明梨亜 塩田　宵子 張　仕璐 石坂　奈緒

日本大学① 青山学院大学② 東京国際大学① 獨協大学④

羽仁　薫子 永井　晴菜 小野　実華 丸岡　菜々絵

獨協大学③ 日本大学① 成蹊大学② 帝京大学②

篠田　怜衣南 渡辺　里桜 金山　　旭 川島　あかり

明治学院大学③ 獨協大学③ 上智大学① 成蹊大学④

倉岡　美帆 高木　智圭 鈴木　茉里奈 前島　美桜

成蹊大学④ 明治学院大学② 獨協大学① 上智大学①

手塚　慧優 小紫　　陸 三上　和也 矢田　将之

駒澤大学② 山梨学院大学② 東洋大学② 東京電機大学②

村山　真大 品本　優 桑本　勇希 吉澤　海里

青山学院大学③ 駒澤大学④ 山梨学院大学② 東洋大学②

上杉　大輝 井上　　遼 慶田　瑛久 大野　和希

東洋大学② 青山学院大学② 駒澤大学④ 山梨学院大学②

池田　健誠 菊池　峻平 牧原　颯也 坂本　僚平

明治学院大学④ 東洋大学④ 青山学院大学② 駒澤大学②

八木沢　駿介 櫻田　厚一 征矢野　光一 遠山　知秀

駒澤大学③ 明治学院大学③ 東洋大学④ 青山学院大学①

16 9:30

12 8:58

13 9:06

14 9:14

10 8:42

15 9:22

11 8:50

6 8:10

7 8:18

9 8:34

8 8:26

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

No Time

1 7:30

〈INスタート〉

17 9:38

18 9:46

19 9:54

20 10:02
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試合組み合わせ
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