
OUT

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

石﨑　真央 西山　大広 久保田　皓也

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学②

関　将太 三浦　大河 野呂　　涼 片岡　尚之

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学②

金谷　拓実 竹川　雄喜 今野　　匠 坂本　雄介

東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学①

蛭田　怜於 宮内　孝輔 比嘉　一貴 植竹　勇太

東北福祉大学④ 東北福祉大学④ 東北福祉大学④ 東北福祉大学④

高野　碧輝 山路　　幹 遠藤　健太 岡村　　了

東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 東北福祉大学③

吉本　裕貴 大塚　大樹 小川　龍清 朝倉　　駿
東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 神奈川大学② 中央大学①

鈴木慶太 砂川公佑 富本虎希 吉行直人

大阪学院大学① 大阪学院大学① 大阪学院大学① 大阪学院大学①

若原亮太 大嶋　　炎 下家　秀翔 増田　裕太郎

大阪学院大学① 大阪学院大学② 大阪学院大学② 大阪学院大学②

後上里　正 白石　大和 玉城　海伍 谷本　　蓮

大阪学院大学③ 大阪学院大学③ 大阪学院大学③ 大阪学院大学③

和田　七星 福岡　大河 近藤　玲央 島野　璃央

大阪学院大学③ 大阪学院大学④ 大手前大学② 近畿大学④

中山絹也 三島泰哉 金子優将 大内智文

中部学院大学② 中部学院大学② 中部学院大学② 中部学院大学③

峠丈翔 岩渕　隆作 毛利浩一郎 河合和眞

中部学院大学③ 中部学院大学③ 名古屋商科大学② 愛知工業大学③

松本　幹久 櫛山　勝弘 徳光　祐哉 加藤　勇希

専修大学① 専修大学② 専修大学③ 専修大学③

東　大智 赤澤　亜樹斗 松田　直哉 藤井　勝成

至誠館大学② 至誠館大学③ 徳山大学④ 岡山商科大学④

デバルバ　ガブリエレ 小野　耕平 森田　匠海 木庭　　輝

同志社大学④ 中央学院大学③ 山梨学院大学② 日本体育大学②

生源寺　龍憲 中村　友貴 百目鬼　光紀 増田　康平

同志社大学① 同志社大学③ 中央学院大学② 中央学院大学②

古川　雄大 酒匂　雅崇 坂本　隆一 菅　　卓人

東海大九州② 東海大九州④ 東海大九州② 東海大九州②

安部　寛章 早田　貴洋 吉田　祐貴

長崎国際大学② 長崎国際大学② 日本経済大学②

横井　優星 田中　悠太 今井　　健 溝口　雄太

福井工業大学① 福井工業大学③ 立命館大学① 立命館大学③

熊本　侑三 安森　一貴 駒澤　賢一郎 荒川　祐樹

関西学院大学① 関西学院大学② 甲南大学② 甲南大学④
20 9:49

19 9:40

15 9:05

16 9:14

17 9:23

14 8:56

9 8:11

10 8:20

11 8:29

8:47

18 9:32

第64回／第20回　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　練習ラウンド（10月23日）　

No. Time

1 7:00

2 7:08

6 7:44

7 7:53

8 8:02

3 7:17

4 7:26

5 7:35

12 8:38

13



IN

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

青野　紗也 関野　愛美 川野　美穂

明治大学① 明治大学① 明治大学③

永田　萌夏 廣田　美優 丹野　寧々

中央学院大学③ 中央学院大学④ 中央学院大学④

浅井美帆 池田　美菜 副田　あかり 塩見　心愛

中部学院大学④ 中部学院大学④ 中部学院大学④ 福井工業大学①

髙久　ゆうな 小西　瑞穂 樋口　璃乃 下室　舞弥

東北福祉大学③ 東北福祉大学① 東北福祉大学② 東北福祉大学④

酒井里奈 芦沢　衣里 薮下　真衣 渕野　ひかる

愛知大学① 愛知大学③ 同志社大学① 同志社大学③

加賀　夏実 宮本　沙理 原田　瑠璃南 渡慶次　莉子

駒澤大学② 上智大学① 東京国際大学① 東京国際大学③

小寺　香穂 佐藤　愛絵 浅見　優華 千葉　雪乃

流通科学大学④ 近畿大学④ 専修大学① 山梨学院大学①

福田　凪砂 小野　星奈 石口　菜都実 安本　美咲

近畿大学③ 近畿大学③ 流通科学大学③ 流通科学大学②

池内　奏依 山川　明日香 山田　水萌

大手前大学③ 大手前大学④ 大手前大学④

鵜飼　桃 鈴木　海咲 田中　佑季 西山　　奏

大手前大学① 大手前大学① 大手前大学② 大手前大学②

鈴木　千晴 矢作　紗香 木村　　円 松原　亜美

法政大学① 法政大学① 日本体育大学① 日本体育大学①

小西　美帆 田中　佳叡 岩切　夏乃 嘉藤　奈那

名古屋商科大学② 至誠館大学③ 九州保健福祉大学② 日本経済大学④

中西　麻奈 松本　春香 浦山　真実 田邉　美莉

岡山商科大学② 大阪学院大学③ 札幌学院大学③ 日本大学③

金岡　杏実 鈴木　磨夜 谷口　瑠梨 森　　はな

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学①

桂川　有人 宮下　大周 岩崎　亜久竜

日本大学① 日本大学① 日本大学②

勝俣　　陵 石原　航輝 半田　匠佳 竹内　大

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学④

小泉　正樹 永浦　吏杜睦 石塚　祥成 松村　本盛

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④ 日本大学④

松本　正樹 吉田　泰基 大澤　和也 吉田　隼人

日本大学② 日本大学② 日本大学③ 日本大学③

清水　大成 木村　太一 今野　大喜 永井　直樹

日本大学① 日本大学① 日本大学③ 日本大学③

澤瀬　遼馬 岡部　雄斗 本間　　佑 梶原　正吾

日本大学③ 日本大学① 明治大学② 明治大学③
20 9:47

19 9:38

16 9:11

17 9:20

18 9:29

13 8:45

14 8:54

15 9:03

10 8:18

11 8:27

12 8:36

7 7:52

8 8:01

9 8:10

4 7:25

5 7:34

6 7:43

1 7:00

2 7:08

3 7:16

第64回／第20回　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　練習ラウンド（10月23日）　

No. Time



OUT

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

岡村　　了 桂川　有人 早田　貴洋

東北福祉大学③ 日本大学① 長崎国際大学②

安部　寛章 植竹　勇太 吉田　泰基
長崎国際大学② 東北福祉大学④ 日本大学②

大嶋　　炎 吉田　隼人 坂本　雄介 近藤　玲央

大阪学院大学② 日本大学③ 東北福祉大学① 大手前大学②

木庭　　輝 砂川公佑 石原　航輝 片岡　尚之

日本体育大学② 大阪学院大学① 日本大学④ 東北福祉大学②

久保田　皓也 菅　　卓人 玉城　海伍 半田　匠佳

東北福祉大学② 東海大九州② 大阪学院大学③ 日本大学④

松本　正樹 高野　碧輝 坂本　隆一 谷本　　蓮

日本大学② 東北福祉大学③ 東海大九州② 大阪学院大学③

増田　裕太郎 大澤　和也 山路　　幹 酒匂　雅崇

大阪学院大学② 日本大学③ 東北福祉大学③ 東海大九州④

古川　雄大 後上里　正 勝俣　　陵 宮内　孝輔

東海大九州② 大阪学院大学③ 日本大学④ 東北福祉大学④

比嘉　一貴 デバルバ　ガブリエレ 若原亮太 竹内　大

東北福祉大学④ 同志社大学④ 大阪学院大学① 日本大学④

永井　直樹 蛭田　怜於 生源寺龍憲 和田　七星

日本大学③ 東北福祉大学④ 同志社大学① 大阪学院大学③

下家　秀翔 岡部　雄斗 石﨑　真央 中村友貴

大阪学院大学② 日本大学① 東北福祉大学② 同志社大学③

峠丈翔 福岡　大河 今野　大喜 西山　大広

中部学院大学③ 大阪学院大学④ 日本大学③ 東北福祉大学②

金谷　拓実 岩渕　隆作 白石　大和 澤瀬　遼馬

東北福祉大学① 中部学院大学③ 大阪学院大学③ 日本大学③

木村　太一 三浦　大河 毛利浩一郎 百目鬼　光紀

日本大学① 東北福祉大学② 名古屋商科大学② 中央学院大学②

増田　康平 清水　大成 吉本　裕貴 金子優将

中央学院大学② 日本大学① 東北福祉大学③ 中部学院大学②

大内智文 小野　耕平 鈴木慶太 大塚　大樹

中部学院大学③ 中央学院大学③ 大阪学院大学① 東北福祉大学③

小関　泰生 三島泰哉 松田　直哉 徳光　祐哉

東京農業大学 ③ 中部学院大学② 徳山大学④ 専修大学③

櫛山　勝弘 東　大智 中山絹也 森田　匠海

専修大学② 至誠館大学② 中部学院大学② 山梨学院大学②

島野　璃央 松本　幹久 赤澤　亜樹斗 本間　　佑

近畿大学④ 専修大学① 至誠館大学③ 明治大学②

藤井　勝成 梶原　正吾 加藤　勇希 小川　龍清

岡山商科大学④ 明治大学③ 専修大学③ 神奈川大学②
20 9:49

17 9:22

18 9:31

19 9:40

14 8:55

15 9:04

16 9:13

11 8:28

12 8:37

13 8:46

8 8:01

9 8:10

10 8:19

5 7:34

6 7:43

7 7:52

2 7:08

3 7:16

4 7:25

第64回／第20回　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　初日（10月24日）　

No. Time

1 7:00



IN

氏名 氏名 氏名 氏名

大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年） 大学名（学年）

原田　瑠璃南 岩切　夏乃 小西　美帆

東京国際大学① 九州保健福祉大学②名古屋商科大学②

渕野　ひかる 渡慶次　莉子 塩見　心愛

同志社大学③ 東京国際大学③ 福井工業大学①

田中　佳叡 薮下　真衣 小寺　香穂

至誠館大学③ 同志社大学① 流通科学大学④

松本　春香 金岡　杏実 副田　あかり 石口　菜都実

大阪学院大学③ 日本大学① 中部学院大学④ 流通科学大学③

安本　美咲 浦山　真実 鈴木　磨夜 永田　萌夏

流通科学大学② 札幌学院大学③ 日本大学① 中央学院大学③

廣田　美優 池内　奏依 池田　美菜 田邉　美莉

中央学院大学④ 大手前大学③ 中部学院大学④ 日本大学③

森　　はな 丹野　寧々 鈴木　海咲 浅井美帆

日本大学① 中央学院大学④ 大手前大学① 中部学院大学④

中西　麻奈 谷口　瑠梨 下室　舞弥 田中　佑季

岡山商科大学② 日本大学① 東北福祉大学④ 大手前大学②

西山　　奏 酒井里奈 関野　愛美 樋口　璃乃

大手前大学② 愛知大学① 明治大学① 東北福祉大学②

小西　瑞穂 鵜飼　桃 芦沢　衣里 青野　紗也

東北福祉大学① 大手前大学① 愛知大学③ 明治大学①

川野　美穂 髙久　ゆうな 山川　明日香 福田　凪砂

明治大学③ 東北福祉大学③ 大手前大学④ 近畿大学③

佐藤　愛絵 千葉　雪乃 矢作　紗香 山田　水萌

近畿大学④ 山梨学院大学① 法政大学① 大手前大学④

浅見　優華 小野　星奈 松原　亜美 鈴木　千晴

専修大学① 近畿大学③ 日本体育大学① 法政大学①

宮本　沙理 加賀　夏実 嘉藤　奈那 木村　　円

上智大学① 駒澤大学② 日本経済大学④ 日本体育大学①

関　将太 岩崎　亜久竜 熊本侑三 朝倉　　駿
東北福祉大学② 日本大学② 関西学院大学① 中央大学①

安森一貴 遠藤　健太 田中悠太 宮下　大周

関西学院大学② 東北福祉大学③ 福井工業大学③ 日本大学①

松村　本盛 駒澤賢一郎 今野　　匠 横井　優星

日本大学④ 甲南大学② 東北福祉大学① 福井工業大学①

今井健 石塚　祥成 荒川　祐樹 竹川　雄喜

立命館大学① 日本大学④ 甲南大学④ 東北福祉大学①

野呂　　涼 溝口雄太 永浦　吏杜睦 富本虎希

東北福祉大学② 立命館大学③ 日本大学④ 大阪学院大学①

吉行直人 河合和眞 吉田　祐貴 小泉　正樹

大阪学院大学① 愛知工業大学③ 日本経済大学② 日本大学④
20 9:48

18 9:30

19 9:39

15 9:03

16 9:12

17 9:21

12 8:36

13 8:45

14 8:54

9 8:09

10 8:18

11 8:27

6 7:42

7 7:51

8 8:00

3 7:16

4 7:24

5 7:33

第64回／第20回　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　初日（10月24日）　

No. Time

1 7:00

2 7:08









　


