
◆アウトスタート◆
梅澤　昂大 斎藤　大輝 菊地　洋介
慶大 神奈川大 早大

伊東　流星 中駄凜太郎 松岡　正士
駒大 中大 日本ウェルネススポーツ大

森　　竜也 西田　陸朗 林　　宗史 佐藤　卓郎
東大 中大 駒大 日大

坂口　海斗 康　　翔亮 伊藤　頼雄 西原　成真
東京国際大 日大 明大 St Andrews
神田　貴信 神谷　至道 熊谷　地陽 ダヒリグ・ガブリエル

鹿島高 埼玉栄高 日本ウェルネス高

森　　虎琉 小松　　潤 井出　誉杜 勝亦　翼太
早大高 日体大荏原高 日本ウェルネス高 クラーク記念国際高

長谷川和瑞大 金子愼之介 田口　瑞樹 橋詰　海斗
埼玉栄高 日本ウェルネス高 日大一高 開志国際高
岡村　海輝 村井　啓矩 藤　　大鳳 松谷　崇嗣

日本ウエルネス高 成城学園高 日本ウェルネス高 埼玉栄高
富澤　　大 山本　和真 金子　楽來 小谷　海斗
日大一高 日大櫻丘高 日本ウェルネス高 常盤松中

宇田川理茶度 石井　健梧 今屋　大雄 林田　遼汰
青葉中 武蔵野大中 晴海中 妻沼西中

◆インスタート◆
安藤　万緒 田中健太郎 近藤　駿介
早大 東大 日大

村尾　優一 後閑　拓真 苅部　貴哉 松枝　靖悟
慶大 中大 拓大 日大

菅原進太郎 鵜瀬　璃久 菱沼　壮太 浅野友太郎
聖マリアンナ医科大 帝大 日大 法大
高橋　諭史 奥村　礼惟 昌山　大暉 長本　誠矢
中大 駒大 立大 日大

東　　亜藍 黒田幸太郎 田辺　嘉朗 板村　凌太
埼玉栄高 佐久長聖高 日本ウェルネス高 佐野日大高
小澤　　翔 夫　　勝載 土屋ヒューイ 塚本　恵斗
佐久長聖高 日本ウェルネス高 ルネサンス高 日大一高
大久保麻波浪 岡田　隼輔 伊藤　大登 金森　渉真
日本ウエルネス高 埼玉栄高 佐久長聖高 ルネサンス高
梅宮　有玄 愛甲　将也 渡邊　　駿 杉山　来應

日本ウェルネス高 日大一高 日本ウェルネス高 末吉中
大塚　恵冬 矢後　英俊 斎藤　旬一 Zhang　Junran
公郷中 日野学園中 三島中 名護小

３．大会前日24日、当日25日の欠場連絡は080-6760-6346もしくは開催コースに電話連絡をお願いします。
２． 参加を取りやめる場合は、必ず大会事務局（℡03-6803-2291、平日10:00～17:00）に電話連絡をお願いします。

7 8:12

8 8:19

【共通】

3 7:44

7 8:12

8 8:19

5

日刊アマゴルフ２０２２　学生男子決勝　於：ゴルフ５Ｃサニーフィールド

1 7:30

2 7:37

開催日：202２年７月２５日（月）

6 8:05

9 8:26

１． 組み合わせ、およびスタート時刻は、欠席者があった場合に変更することがあります。

1 7:30

2 7:37

3 7:44

4 7:51

7:58

4 7:51

5 7:58

6 8:05

10 8:33

9 8:26



◆アウトスタート◆
金野　優菜 縄田屋ももか 宇田　紗彩
日体大 亜細亜大 駒大

金澤里伊満 榎本　杏果 高橋　琴音 鈴木　莉緒
常磐大 法大 日本ウェルネス大 駒大

小池　愛莉 三次　　凪 浦崎　　涼 髙田　嘩琳
日本ウェルネス高 茨城キリスト教学園高 コザ高 日体大荏原高
篠田　　麗 松本花仔乃 黒田　　昊 夏川　琉衣
埼玉栄高 共愛学園高 北中 台東中
西澤　美李 平仲　朱那 永谷　　葉 窪田　沙羅
共立女二中 沖縄カトリック中 法大中 駿台甲府中
鈴木みなみ 澤端　沙輝 中野　彩葉 端無くるみ
山梨学院中 共立女二中 埼玉栄中 柳瀬中
加藤　舞桜 畠山みくる 岡村　侑実 佐野　心咲
新田学園中 つきみ野中 ホライゾン学園仙台小 昭和女大昭和小

◆インスタート◆
中條　志歩 中村　友香 石井　咲来 村田　　結
獨協大 駒大 法大 武蔵丘短大
高橋こはく 山崎みくは 大塚由姫乃 山崎ちろれ
厚木北高 船橋古和釜高 開志国際高 船橋古和釜高
伊佐　美音 金子　怜愛 永谷　　優 塩手　莉彩
興南高 埼玉栄高 日大一高 國學院高

田中澄南里 萩生田みらん 安西　歩美
明秀日立高 共立女二高 土浦日大高
伊藤　愛華 柳原　由依 新垣　快加 戸髙　玲奈
貫井中 共立女二中 鏡原中 石神井中

五十嵐　凛 五月女愛來 黒須　愛生 土屋オードリー
目黒八中 東陽中 一条中 三島中
永井　夢亜 堀川　　杏 佐野　心春 染宮凛々子
御宿中 文教大中 昭和女大昭和中 西武学園文理小

３．大会前日24日、当日25日の欠場連絡は080-6760-6346もしくは開催コースに電話連絡をお願いします。

5 9:08

2

3 8:54

4 9:01

7 9:22

6 9:15

8:47

日刊アマゴルフ２０２２　学生女子決勝　於：ゴルフ５Ｃサニーフィールド
開催日：2022年７月25日（月）

1 8:40

8:33

2 8:40

3 8:47

１． 組み合わせ、およびスタート時刻は、欠席者があった場合に変更することがあります。
２． 参加を取りやめる場合は、必ず大会事務局（℡03-6803-2291、平日10:00～17:00）に電話連絡をお願いします。

7 9:15

【共通】

4 8:54

5 9:01

6 9:08
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