
平成30年度　関西学生ゴルフ連盟　競技シード
[ 男子 ]
・関西学生ゴルフ連盟規定ポイント数の本年度在籍
者上位3名
近藤玲央（大手前）　玉城海伍（大阪学院）　若原
亮太（大阪学院）
 
・日本学生ゴルフ選手権上位16 位以内かつ、本年度
在籍者
近藤玲央（大手前）　白石大和（大阪学院）　若原
亮太（大阪学院）
玉城海伍（大阪学院）

 
・朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権上位16 位以内か
つ、本年度在籍者
　近藤怜央（大手前）　若原亮太（大阪学院）　玉
城海伍（大阪学院）
 
・文部科学大臣杯争奪日本大学・高等学校ゴルフ対
抗戦上位16位以内かつ、本年度在籍者
　白石大和（大阪学院）　
 
上記のものは年間シード権を得る。
 
 
[ 女子 ]
・関西学生ゴルフ連盟規定ポイント数の本年度在籍
者上位3名
　福田凪砂（近畿）　田中佑季（大手前）　安本美
咲（流通科学）
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・日本女子学生ゴルフ選手権上位16 位以内かつ、本
年度在籍者
　安本美咲（流通科学）　渡邊詩織（流通科学）　
石口奈津実（流通科学）
　松本春香（大阪学院）
 
・朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権上位16 位以
内かつ、本年度在籍者
　松本春香（大阪学院）　石口奈津実（流通科
学）　渕野ひかる（同志社）
　池内奏依（大手前）　小野星奈（近畿）
 
 
上記の者は年間シード権を得る。
男女ともにシード権が重複した場合も繰り下げは行
わない。
 
 
 
・関西学生男子連盟杯

1. 本戦シード
・ディフェンディングチャンピオン
　平川春朗（大阪学院）
・前年度関西学生男子秋季新人戦優勝者
　原田伶（大阪学院）

2. 予選シード
・前年度関西学生秋季新人戦2～5位

　　　　小薮誠人（流通科学）佐々木寿来（近畿）
明坂航太（大阪学院）
　　　　小嶋健文（関西学院）
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・ディフェンディングチャンピオン
　近藤玲央（大手前）
・前年度関西学生男子会長杯上位5名
　玉城海伍（大阪学院）　若原亮太（大阪学
院）　富本虎希（大阪学院）
　砂川公佑（大阪学院）  溝口雄太（立命館）
・本年度関西学生男子連盟杯上位10名
・本年度関西学生春季新人戦優勝者
　

2. 予選シード
・本年度関西学生春季新人戦2～5位

 
・関西学生男子会長杯

1. 本戦シード
・ディフェンディングチャンピオン
　玉城海伍（大阪学院）
・本年度関西学生月例ポイント8 月度終了時点上
位1～5位
・本年度関西学生男子連盟杯・関西学生選手権
のポイント20名

 
・関西学生女子連盟杯
・ディフェンディングチャンピオン

　　    福田凪砂（近畿）
　・前年度関西学生秋季女子新人戦優勝者

　    　億田真琴（立命館）　北口紗季（関西）　山
田奏音（関西学院）
 
・関西女子学生ゴルフ選手権

1. 本戦シード
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　田中佑季（大手前）
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・本年度関西学生女子春季新人戦優勝者
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平成30年度　日本学生ゴルフ連盟　競技シード
 
●日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　　
 
●朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　10
位以内
　　近藤玲央（大手前）　若原亮太（大阪学院）
 
●日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　
 
●朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手
権　10位以内
　　松本春香（大阪学院）　石口菜都実（流通科
学）渕野ひかる（同志社）
　　池内奏依（大手前）
 

 
・関西学生女子会長杯
　・ディフェンディングチャンピオン

　　　　福田凪砂（近畿）
　　　・本年度関西学生女子月例ポイント8 月終了時
点1～5位の選手
　　　・本年度関西学生女子連盟杯・関西学生女子
選手権のポイント上位20名
 
 
 

 
 
 
 

平成30年度　日本学生ゴルフ連盟　競技シード
 
●日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　　
 
●朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　10
位以内
　　近藤玲央（大手前）　若原亮太（大阪学院）
 
●日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　
 
●朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手
権　10位以内
　　松本春香（大阪学院）　石口菜都実（流通科
学）渕野ひかる（同志社）
　　池内奏依（大手前）
 

 
・関西学生女子会長杯
　・ディフェンディングチャンピオン

　　　　福田凪砂（近畿）
　　　・本年度関西学生女子月例ポイント8 月終了時
点1～5位の選手
　　　・本年度関西学生女子連盟杯・関西学生女子
選手権のポイント上位20名
 
 
 

 
 
 
 

平成30年度　日本学生ゴルフ連盟　競技シード
 
●日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　　
 
●朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　10
位以内
　　近藤玲央（大手前）　若原亮太（大阪学院）
 
●日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　
 
●朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手
権　10位以内
　　松本春香（大阪学院）　石口菜都実（流通科
学）渕野ひかる（同志社）
　　池内奏依（大手前）
 

 
・関西学生女子会長杯
　・ディフェンディングチャンピオン

　　　　福田凪砂（近畿）
　　　・本年度関西学生女子月例ポイント8 月終了時
点1～5位の選手
　　　・本年度関西学生女子連盟杯・関西学生女子
選手権のポイント上位20名
 
 
 

 
 
 
 

平成30年度　日本学生ゴルフ連盟　競技シード
 
●日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　　
 
●朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　10
位以内
　　近藤玲央（大手前）　若原亮太（大阪学院）
 
●日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　
 
●朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手
権　10位以内
　　松本春香（大阪学院）　石口菜都実（流通科
学）渕野ひかる（同志社）
　　池内奏依（大手前）
 

 
・関西学生女子会長杯
　・ディフェンディングチャンピオン

　　　　福田凪砂（近畿）
　　　・本年度関西学生女子月例ポイント8 月終了時
点1～5位の選手
　　　・本年度関西学生女子連盟杯・関西学生女子
選手権のポイント上位20名
 
 
 

 
 
 
 

平成30年度　日本学生ゴルフ連盟　競技シード
 
●日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　　
 
●朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　10
位以内
　　近藤玲央（大手前）　若原亮太（大阪学院）
 
●日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　
 
●朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手
権　10位以内
　　松本春香（大阪学院）　石口菜都実（流通科
学）渕野ひかる（同志社）
　　池内奏依（大手前）
 

 
・関西学生女子会長杯
　・ディフェンディングチャンピオン

　　　　福田凪砂（近畿）
　　　・本年度関西学生女子月例ポイント8 月終了時
点1～5位の選手
　　　・本年度関西学生女子連盟杯・関西学生女子
選手権のポイント上位20名
 
 
 

 
 
 
 

平成30年度　日本学生ゴルフ連盟　競技シード
 
●日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　　
 
●朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権　10
位以内
　　近藤玲央（大手前）　若原亮太（大阪学院）
 
●日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　日本学生ゴルフ選手権　5位以内
　
 
●朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権
　・前年度　朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手
権　10位以内
　　松本春香（大阪学院）　石口菜都実（流通科
学）渕野ひかる（同志社）
　　池内奏依（大手前）
 


