令和２年度関西学生男子会長杯予選
期日：2020年9月11日(金)
会場：大甲賀カントリークラブ
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組み合わせ表

油日コース

宮里 拓弥（学院③）
山崎 有輝（学院③）
原田 恭（学院③）
楠田 常乃（学院③）
桑島 大紀（学院②）
吉本 龍斗（学院②）
池田 悠希（学院②）
大橋 浩太朗（学院②）
仲里 健人（学院②）
田中 愛士（学院①）
三宅 勇輝（学院①）
中川 麻呂（大産④）
竹内 大悟（大産③）
山岡 右京（大産③）
西谷 承時（大産②）
中村 虎太郎（大産②）
平野 元輝（大産②）
葛井 翔矢（大産①）
上谷 瞭雅（大産①）
金城 五貴（学院③）
福地 健太（びわこ③）
中尾 良太（びわこ③）
松原 翔太（滋賀④）
黒木 斗真（大谷③）

奥河 鎭映（同志社④）
矢野 元基（同志社④）
矢野 雄之（同志社④）
高橋 周平（同志社③）
田中 伸乃輔（同志社③）
岡山 史弥（同志社③）
古橋 諒太（同志社③）
吉田 侑翔（流通②）
田所 裕槻（流通④）
吉田 開登（流通④）
中川 慶売（流通④）
宮本 泰来（流通②）
中井 廉泰（近大③）
廣瀬 翼（近大③）
濱野 太生輝（近大②）
細川 淳矢（近大②）
田村 泰治（近大①）
小野 貴之（近大①）
亀井 廉生（近大①）
高田 哲汰（近大③）
田村 幸太郎（近大①）
和泉 健太郎（近大①）
近藤 壮真（近大①）
西浦 凛太郎（近大①）

屏 侑我（立命④）
萩原 璃仁（立命③）
村井 崇祥（立命③）
芝田 玲（立命②）
住本 大雅（立命②）
中川 拓海（立命②）
大村 祥太（立命①）
貴志 魁斗（立命①）
辻 圭一朗（立命①）
山岸 咲槻（立命①）
角脇 健太（KG④）
吉田 由太郎（KG④）
栢 怜央（KG④）
小嶋 健文（KG④）
岡村 光洋（甲南④）
久下 誉大（甲南④）
藤井 亮静（甲南③）
西村 董平（甲南③）
友添 一成（甲南③）
木下 弘隆（甲南③）
河上 颯人（甲南②）
畑 青羽（甲南②）
樽井 友哉（甲南②）
杉原 勇輝（甲南①）

向井 一真（大手前②）
竹下 綜一（大手前①）
丸山 由貴（大手前①）
茂苅 大（大手前①）
金子 楓（大手前①）
菊池 悠斗（大手前①）
松木 勇人（大手前①）
西本 英琥（龍谷④）
東 真平（龍谷③）
高見 信吾（龍谷③）
森継 章仁（関大③）
高井 裕岬（関大③）
岡山 友哉（関大③）
河合 慈英（関大①）
釣浦 郁真（関大①）
山形 吏輝（関大①）
山崎 偉史（桃山③）
中村 有吾（桃山③）
桑山 大輝（桃山③）
安部 巧（桃山③）
岡田 拓也（桃山②）
河嶋 勁樹（桃山②）
中村 充宏（桃山①）
西川 響一（桃山①）

２ページ目、注意事項をご確認ください。
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長谷川 幸貴（学院①）
下家 秀琉（学院①）
鈴木 千貴（学院①）
石川 大翔（学院①）
尾崎 敬也（学院①）
中田 康太郎（学院①）
栗田 晃佑（学院①）
須藤 大和（学院①）

岡田 大樹（同志社②）
森 裕紀（同志社②）
藤山 開晟（同志社①）
長田 慎太郎（同志社①）
山下 隆亮（龍谷③）
和田 卓丸（龍谷③）
岩田 泰彰（龍谷②）
中西 永知（龍谷②）

那須 亮介（KG③）
竹内 秀太（KG③）
石過 龍次郎（KG②）
四位 洸太郎（KG②）
近藤 航洋（KG①）
松岡 遼馬（KG①）
安河内 力（KG①）
山田 夢人（KG①）

長谷川 慎太郎（流通①）
江草 悠人（流通①）
渡辺 太陽（流通①）
川出 晃一（神学④）
前田 泰治（神学④）
谷 朝陽（神学③）
松原 拓海（神学③）
鈴木 啓太（神学②）

・車は奥から駐車すること。ただし、崖崩れの恐れがあるため、山側には近づきすぎないように駐車すること。
・ピンポジション、タイムパーは当日配布しないため、各自ホームページよりダウンロード・印刷し、持参すること。
・朝は、クラブハウスが開いていないため、受付はスタート室付近で行う。
・受付の際に減税用紙を競技委員に提出すること（1日1部ずつ）。
・選手、監督、コーチは全員検温を実施するため、各自受付に来ること。体温が37.5℃以上の選手は、競技参加を禁止する。
・受付時、アテスト時、クラブハウス内でのマスク着用を徹底すること。
・その他、『関西学生ゴルフ連盟・新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン』を参照すること。

関西学生ゴルフ連盟

