
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

東　尚吾 石川　大輝 中野　多聞 武田　直人

東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 法政大学② 法政大学③

若杉　卓海 立石　守廣 渡邊　文弥 木村　隆司

駒澤大学③ 学習院大学③ 立教大学③ 慶應義塾大学③

細谷　大河 小室　　順 出口　友将 北澤　利毅

慶應義塾大学② 慶應義塾大学③ 東京国際大学② 東京国際大学③

坂場　大希 今村　仁哉 仙庭　俊哉 太田　僚平

東京国際大学④ 東京国際大学④ 東京国際大学④ 東京国際大学④

志塚　俊平 多戸　仁一 栗原　陸 菊地　大悟

東京国際大学② 成蹊大学③ 玉川大学③ 大東文化大学④

操上　眞廣 樋口　　匠 鹿島　裕樹 恩田　拓哉

日本体育大学① 日本体育大学① 日本体育大学② 日本体育大学②

朝倉　　駿 清水　優太 長崎　拓実 中野　貴博

中央大学① 中央大学② 中央大学② 中央大学③

夏堀　裕大 田中　将吾 沼田　凌 松岡　優太朗

中央学院大学① 中央学院大学① 中央学院大学① 中央学院大学②

下田　雄大 坂部　太賀 水主川　大樹 田村　祐樹

中央学院大学③ 中央学院大学③ 中央学院大学③ 東海大学①

瀧田　和司 武松　将寛 佐藤　将吾 東　剛克

神奈川大学② 神奈川大学① 城西大学② 城西大学③

大川　功起 阿佐　和典 永井　直樹 前田　晃希

日本大学③ 日本大学③ 日本大学③ 日本大学③

荒井　　陸 照沼　純平 仲道　利樹 鈴木　祥一朗

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学②

第55回　会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権

第53回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権

12

7 8:42

8 8:49

9 8:56

4 8:21

5 8:28

6

練習ラウンド組み合わせ

OUT-IN

No Time

8:35

1 8:00

2 8:07

3 8:14

10 9:03

11 9:10

9:17



IN-OUT

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

平井　理紗子 山口　真琴 石井　友梨 堀井　美沙子

東北福祉大学① 東北福祉大学③ 東北福祉大学③ 東北福祉大学④

後藤　玲来 中島　　彩 渡慶次　莉子 持田　奈穂

東京国際大学② 東京国際大学③ 東京国際大学③ 東京国際大学④

原田　瑠璃南 秋川　楓花 矢口　愛理 関　　ほの花

東京国際大学① 東京国際大学① 専修大学② 中央学院大学①

小澤　亜美 沼田　玲奈 松原　亜美 阿部　　萌

中央学院大学② 中央学院大学③ 日本体育大学① 日本体育大学②

尾崎　りお 深谷　琴乃 雨宮　梨乃 甲斐　愛実

日本体育大学③ 早稲田大学① 明治大学① 駒澤大学①

島袋　恵美 芹川　真海 阿見　敦美 田邉　美莉

駒澤大学② 駒澤大学③ 日本大学③ 日本大学③

柴田　莉奈 加藤　　陽 稲永　真衣 田中　のどか

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学②

弘津　綾香 中田　樹乃 磯井　玲那 横山　稀理

日本大学① 日本大学② 日本大学② 日本大学②

大石　彩未 杉下　　舞 永井　晴菜 谷口　瑠梨

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学①

金子　憲洋 岡部　雄斗 田中　一輝 新藤　冴

日本大学① 日本大学① 日本大学② 日本大学②

田中　健太 尾関　奨乃 宮下　大周 楳山　優真

日本大学① 日本大学① 日本大学① 日本大学①

6 8:35

7 8:42

8 8:49

9 8:56

11 9:10

10 9:03

1 8:00

2 8:07

3 8:14

4 8:21

No Time

第55回　会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権

第53回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権

練習ラウンド組み合わせ

5 8:28



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

田中　一輝 坂部　太賀 渡邊　文弥

日本大学② 中央学院大学③ 立教大学③

木村　隆司 大川　功起 夏堀　裕大

慶應義塾大学③ 日本大学③ 中央学院大学①

田中　将吾 細谷　大河 宮下　大周

中央学院大学① 慶應義塾大学② 日本大学①

前田　晃希 松岡　優太朗 小室　　順

日本大学③ 中央学院大学② 慶應義塾大学③

立石　守廣 金子　憲洋 下田　雄大

学習院大学③ 日本大学① 中央学院大学③

水主川　大樹 瀧田　和司 仲道　利樹

中央学院大学③ 神奈川大学② 日本大学②

永井　直樹 沼田　凌 武松　将寛

日本大学③ 中央学院大学① 神奈川大学①

二村　健人 岡部　雄斗 東　尚吾

早稲田大学② 日本大学① 東北福祉大学③

石川　大輝 多戸　仁一 阿佐　和典

東北福祉大学③ 成蹊大学③ 日本大学③

鈴木　祥一朗 太田　僚平 本間　　佑

日本大学② 東京国際大学④ 明治大学②

鈴木　海斗 照沼　純平 坂場　大希

明治大学② 日本大学② 東京国際大学④

出口　友将 中野　貴博 新藤　冴

東京国際大学② 中央大学③ 日本大学②

楳山　優真 今村　仁哉 長崎　拓実

日本大学① 東京国際大学④ 中央大学②

清水　優太 尾関　奨乃 仙庭　俊哉

中央大学② 日本大学① 東京国際大学④

北澤　利毅 朝倉　　駿 田中　健太

東京国際大学③ 中央大学① 日本大学①

荒井　　陸 志塚　俊平 田村　祐樹

日本大学② 東京国際大学② 東海大学①

岩橋　和輝 安尾　英修 武田　直人

東海大学④ 東京大学① 法政大学③

中野　多聞 井上　雄二朗 栗原　陸

法政大学② 東海大学④ 玉川大学③

15 9:10

16 9:17

【OUT-IN】

No Time

1 7:32

第55回　会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権

第53回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権

試合組み合わせ

4 7:53

5 8:00

6 8:07

2 7:39

3 7:46

10 8:35

11 8:42

12 8:49

7 8:14

8 8:21

9 8:28

18 9:31

13 8:56

14 9:03

17 9:24



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

原田　瑠璃南 松原　亜美 中田　樹乃

東京国際大学① 日本体育大学① 日本大学②

磯井　玲那 後藤　玲来 尾崎　りお

日本大学② 東京国際大学② 日本体育大学③

阿部　　萌 横山　稀理 渡慶次　莉子

日本体育大学② 日本大学② 東京国際大学③

中島　　彩 関野　愛美 谷口　瑠梨

東京国際大学③ 明治大学① 日本大学①

永井　晴菜 秋川　楓花 雨宮　梨乃

日本大学① 東京国際大学① 明治大学①

深谷　琴乃 杉下　　舞 持田　奈穂

早稲田大学① 日本大学① 東京国際大学④

関　　ほの花 山口　晶子 大石　彩未

中央学院大学① 東京大学③ 日本大学①

柴田　莉奈 沼田　玲奈 黒川　莉奈子

日本大学② 中央学院大学③ 学習院大学②

平井　理紗子 加藤　　陽 小澤　亜美

東北福祉大学① 日本大学② 中央学院大学②

芹川　真海 山口　真琴 田邉　美莉

駒澤大学③ 東北福祉大学③ 日本大学③

阿見　敦美 郡司　桃果 石井　友梨

日本大学③ 常磐大学② 東北福祉大学③

堀井　美沙子 島袋　恵美 稲永　真衣

東北福祉大学④ 駒澤大学② 日本大学②

矢口　愛理 弘津　綾香 甲斐　愛実 田中　のどか

専修大学② 日本大学① 駒澤大学① 日本大学②

若杉　卓海 岩佐　樹里哉 鹿島　裕樹

駒澤大学③ 東京農工大学① 日本体育大学②

恩田　拓哉 品本　優 東　剛克

日本体育大学② 駒澤大学④ 城西大学③

佐藤　将吾 樋口　　匠 慶田　瑛久

城西大学② 日本体育大学① 駒澤大学④

川島　理暉 菊地　大悟 操上　眞廣

駒澤大学③ 大東文化大学④ 日本体育大学①

15 9:10

16 9:17

17 9:24

11 8:42

12 8:49

13 8:56

14 9:03

8 8:21

9 8:28

10 8:35

4 7:53

5 8:00

6 8:07

第55回　会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権
第53回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権

試合組み合わせ
【IN-OUT】

No Time

1 7:32

2 7:39

3 7:46

7 8:14






