
関西学生会長杯予選　組み合わせ

鈴鹿

1 7:00 葛城　史馬(学院④) 佃　馨月(立命館④) 卜部　凡夫(甲南④)

2 7:07 浅井　大和(学院③) 朝日　彪我(立命館③) 川口　倖大(甲南③)

3 7:15 吉行　直人(学院③) 櫻井　隆輔(立命館④) 駒澤　賢一郎(甲南④) 川崎　剛志(京大②)

4 7:22 東野　雄樹(学院①) 櫨山　慧(立命館④) 岡村　光洋(甲南③) 加藤　幹也(京大①)

5 7:30 大橋　浩太朗(学院①) 今井　健(立命館③) 秋山　利王(甲南③) 美村　幸祐(京大②)

6 7:37 植田　玲央(学院①) 屏　侑我(立命館③) 松村　龍輝(同志社①) 林　直樹(関大③)

7 7:45 鈴木　滉世(学院①) 寺田　麗紅斗(立命館②) 岡田　大樹(同志社①) 上田　悠樹(関大②)

8 7:52 下家　秀平(学院①) 村井　崇祥(立命館②) 中尾　亮太(同志社①) 巻本　京吾(関大④)

9 8:00 池田　悠希(学院①) 萩原　璃仁(立命館②) 小野　遼太朗(同志社④) 平岡　靖浩(関大③)

10 8:07 芝田　玲(立命館①) 黒木　斗真(大阪大谷②) 奥河　鎭映(同志社③) 森継　章仁(関大②)

11 8:15 吉田　圭佑(大手前④) 中川　慶亮(流通③) 高島　直道(追手門学院③) 鶴久　慧(関大①)

12 8:22 福井　慎也(大手前④) 森下　蓮(流通③) フューガルエース悟心(大経大③) 池内　佑輔(関大④)

13 8:30 上田　純也(大手前④) 秀山　輝(流通①) 鈴木　啓太(神戸学院①) 藤原　翔一郎(関大④)

14 8:37 吉田　拓海(大手前④) 田所　裕槻(流通③) 谷　朝陽(神戸学院②) 岡山　友哉(関大②)

15 8:45 大薗　総祐(大手前④) 吉田　開登(流通③) 原　清貴(神戸学院②) 広瀬　優太(阪大③)

16 8:52 宮本　光剛(大手前③) 小藪　誠人(流通③) 柳田　基希(桃山③) 岸　諒(阪大③)

17 9:00 岡山　史弥(同志社②) 金城　五貴(学院②) 矢吹　永和(関大②) 山崎　晃治(大産②)

18 9:07 丸井　律輝(大手前③) 奥田　裕司(流通④) 片岡　慎之介(桃山③) 藤井　亮静(甲南②)

19 9:15 仲里　健人(学院①) 中村　聡泰(近大①) 畑　青羽(甲南①) 森　一樹(阪大③)

20 9:22 桑島　大紀(学院①) 細川　淳矢(近大①) 樽井　友哉(甲南①) 福岡　直也(京産④)

21 9:30 坂本　優心(学院①) 濱野　太生輝(近大①) 友添　一成(甲南②) 山岡　一浩(京産④)

22 9:37 井上　智旺(学院③) 福谷　翼(近大③) 藤原　大(甲南③) 藤井　琢巳(京産①)

23 9:45 金岡　奎吾(学院②) 藤田　淳平(近大④) 木下　広隆(甲南②) 南　雅司(京産①)

24 9:52 吉本　龍斗(学院①) 有岡　秀真(近大①) 西村　薫平(甲南②) 落合　凌(KG①)

25 10:00 松井　貴鋭(学院④) 板東　篤司(近大④) 迫田　航季(同志社④) 四位　洸太郎(KG①)

26 10:07 中澤　大樹(学院①) 高田　哲太(近大②) 矢野　元基(同志社③) 徳永　陸人(KG③)



志摩

1 7:00 岩永貴美子（大手前④） 北添恵理（学院④） 中村いくみ（KG④） 高岡　玲幸(びわこ成蹊③)

2 7:07 西山奏（大手前④） 西山世那（学院④） 森田法利花（近大③） 西本実杏（KG①）

3 7:15 野田恵（大手前④） 森田優香（学院④） 山崎遥可（近大③） 日野円香（KG①）

4 7:22 安田美祐（大手前④） 芳谷英花（学院③） 久野智奈（近大②） 小笠原リカ（大産②）

5 7:30 鈴木海咲（大手前③） 井手絵愛里（学院②） 谷村優美（大産④） 日下瑞貴（龍谷③）

6 7:37 樽本桜（大手前②） 輪湖彩華（学院②） 西岡風佳（大産②） 田村優月（甲南女子①）

7 7:45 野田博子（大手前①） 本岡愛理（学院②） 上田萌々香（近大①） 佐野円梨（甲南女子②）

8 7:52 中川舞乃（関大④） 神谷奈恵（学院①） 井塚早紀（流通④） 鵜飼桃（大手前③）

9 8:00 山口ゆき（関大④） 今野りお（学院①） 眞銅彩加（流通②） 野村ほのか（同志社④）

10 8:07 元林摩季（関大④） 梅川真理（学院①） 山下莉奈（流通②） 赤井由依（同志社④）

11 8:15 北口紗季（関大③） 河野花子（学院③） 周藤可歩（流通①） 平井久美子（同志社③）

12 8:22 下浦舞子（関大③） 木戸小夏（KG③） 子谷采（流通①） 中地萌（同志社③）

13 8:30 福井鞠（関大③） 山田奏音（KG③） 高谷理央（流通①） 田丸千晶（同志社①）

14 8:37 廣瀬裕佳子（関大②） 近藤世莉奈（KG②） 長谷川千尋（流通①） 田村仁美（同志社①）

15 8:45 億田真琴（立命③） 高谷麻央（KG②） 橋口杏（流通①） 中野涼花（同志社①）

16 8:52 楠山萌（立命②） 但馬智（KG②） 小井手音葉（流通①） 村田朱絵里（同志社①）

17 9:00 赤瀬　嵩幸(学院①) 森田　大智(近大③) 矢野　雄之(同志社③) 上村　大河(KG④)

18 9:07 櫻本　啓太(大産④) 広瀬　翼(近大②) 古橋　諒大(同志社②) 栢　怜央(KG③)

19 9:15 中川　麻呂(大産③) 中井　庸泰(近大②) 川出　晃一(神戸学院③) 門田　虎之(KG④)

20 9:22 竹内　大悟(大産②) 西條　大和(龍谷④) 前田　泰治(神戸学院③) 那須　亮介(KG②)

21 9:30 山岡　右京(大産②) 西本　英琥(龍谷③) 西川　拓巳(神戸学院②) 鳥井　隆貴(KG①)

22 9:37 西谷　承時(大産①) 高見　信吾(龍谷②) 中東　卓(帝塚山学院④) 石過　龍次郎(KG①)

23 9:45 藤岡　龍平(大産①) 吉田　翼(龍谷②) 森　遼太(桃山③) 前川　大雅(KG④)

24 9:52 石川　慎之介(滋賀県立①) 岩田　泰彰(龍谷①) 河嶋　勁樹(桃山①) 山本　敏照(KG③)

25 10:00 向井　一真(大手前①) 中西　永和(龍谷①) 安部　巧(桃山②) 小嶋　健文(KG③)

26 10:07 東　真平(龍谷②) 川原　正寛(流通④) 岡田　拓也(桃山①) 藤山　大耀(KG③)


