
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）

本間　　佑 熊本　侑三 大薗　総祐

明治大学② 関西学院大学① 大手前大学②

鈴木　海斗 藤山　大耀 上田　純也

明治大学② 関西学院大学① 大手前大学②

片岡　徳幸 酒井　秀崇 宮本　光剛

明治大学② 関西学院大学② 大手前大学①

斉藤　史晶 中村　鎌大 今村　裕也

明治大学③ 関西学院大学② 大手前大学③

梶原　正吾 門田　虎之 近藤　玲央

明治大学③ 関西学院大学② 大手前大学②

古川　雄大 西村　　涼 大嶋　　炎 林　侃汰朗

東海大九州② 中央学院大学③ 大阪学院大学② 山梨学院大学③

篠原　仕師命 大沼　竜也 若原　亮太 森田　匠海

東海大九州① 中央学院大学② 大阪学院大学① 山梨学院大学②

菅　　卓人 小野　耕平 砂川　公佑 大久保　克海

東海大九州② 中央学院大学③ 大阪学院大学① 山梨学院大学②

坂本　隆一 金田　直之 富本　虎希 池田　佑甫

東海大九州② 中央学院大学④ 大阪学院大学① 山梨学院大学④

酒匂　雅崇 百目鬼　光紀 白石　大和 加治屋　舜介

東海大九州④ 中央学院大学② 大阪学院大学③ 山梨学院大学④

清水　大成 三島　泰哉 比嘉　一貴 川原　祐輔

日本大学① 中部学院大学② 東北福祉大学④ 近畿大学③

桂川　有人 中山　絹也 西山　大広 林元　将崇

日本大学① 中部学院大学② 東北福祉大学② 近畿大学①

大澤　和也 峠　　丈翔 片岡　尚之 山﨑　聡一郎

日本大学③ 中部学院大学③ 東北福祉大学② 近畿大学③

今野　大喜 岩渕　隆作 坂本　雄介 島野　璃央

日本大学③ 中部学院大学③ 東北福祉大学① 近畿大学④

勝俣　陵 大内　智文 金谷　拓実 堀田　　翼

日本大学④ 中部学院大学③ 東北福祉大学① 近畿大学④

12 8:39

13 8:48

14 8:57

15 9:06

11 8:30

7 7:54

8 8:03

9 8:12

10 8:21

6 7:45

2 7:09

3 7:18

第6１回／第18回　信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦　最終日（10月27日）　

No. Time

1 7:00

5 7:36

4 7:27



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）

関野　愛美 前古　佳世 池内　奏依 福田　凪砂

明治大学① 名古屋商科大学④ 大手前大学③ 近畿大学③

田中　友理奈 渡邉　舞可 山田　水萌 森田　法利花

明治大学④ 名古屋商科大学④ 大手前大学④ 近畿大学①

橋添　　恵 松本　真帆 鵜飼　桃 堀内　美希

明治大学③ 名古屋商科大学① 大手前大学① 近畿大学②

泉谷　若菜 小西　美帆 西山　奏 佐藤　愛絵

明治大学④ 名古屋商科大学② 大手前大学② 近畿大学④

青野　紗也 吉田　愛花 田中　佑季 小野　星奈

明治大学① 名古屋商科大学④ 大手前大学② 近畿大学③

石口　菜都実 大輪　美優 香川　ちよみ 高久　ゆうな

流通科学大学③ 日本大学④ 中央学院大学① 東北福祉大学③

安本　美咲 田邉　美莉 永田　萌夏 下室　舞弥

流通科学大学② 日本大学③ 中央学院大学③ 東北福祉大学④

渡邊　詩織 星野　杏奈 廣田　美優 樋口　璃乃

流通科学大学① 日本大学① 中央学院大学④ 東北福祉大学②

住野　百果 森　はな 丹野　寧々 黒田　光理

流通科学大学④ 日本大学① 中央学院大学④ 東北福祉大学①

小寺　香穂 鈴木　磨夜 坂田　來香 小西　瑞穂

流通科学大学④ 日本大学① 中央学院大学② 東北福祉大学①

小田　将吾 藤田　亜久里 田中　悠太 中野　弘樹

愛知工業大学② 日本経済大学② 福井工業大学③ 至誠館大学④

北野　貴哉 新城　北斗 早嵜　雄登 濱崎　恵虎

愛知工業大学② 日本経済大学④ 福井工業大学① 至誠館大学①

松下　大河 大輪　　大 横井　優星 赤澤　亜樹斗

愛知工業大学② 日本経済大学② 福井工業大学① 至誠館大学③

佐野　琢朗 吉田　祐貴 市村　　優 安藤 　裕良

愛知工業大学② 日本経済大学② 福井工業大学② 至誠館大学④

河合　和眞 合掌　一貴 山田　大貴 東　　大智

愛知工業大学③ 日本経済大学④ 福井工業大学④ 至誠館大学②

12 8:39

13 8:48

14 8:57

11 8:30

15 9:06

7 7:54

8 8:03

9 8:12

10 8:21

6 7:45

2 7:09

3 7:18
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