
東京都知事杯 第22回東京都アマチュアゴルフ選⼿権・⼥⼦アマチュアゴルフ選⼿権 2020年3⽉6⽇(⾦)

組合わせおよびスタート時間表 ［第２会場］多摩カントリークラブ
参加者数 100名 ( 男⼦ 82名  ⼥⼦ 18名)

【OUT】１番よりスタート 【IN】１０番よりスタート
組 時間 氏  名 所属 組 時間 氏  名 所属 組 時間 氏  名 所属 組 時間 氏  名 所属

園部 真弓 豊島区 川瀬 貴弘 世田谷区 ⼭内 鈴奈 港区 ⼭田 豊 個人会員
⽯澤 梨杏 多摩市 村上 雄太 港区 曽川 道⼦ 個人会員 岡本 守弘 目⿊区
清水 かおり 世田谷区 重住 卓 個人会員 江口 かがり 墨田区 ⾈橋 史郎 世田谷区
髙田 貴⼦ 杉並区 岡地 ⾥⾹ 杉並区
中元 千恵⼦ 豊島区 坂入 一志 世田谷区 丸若 邦枝 台東区 ⼩林 仁 府中市
⽯澤 梨⾳ 多摩市 萩生田 國弘 多摩市 ⼭田 紗楽 八王⼦市 大貫 大輔 ⻄東京市
福井 久美⼦ 世田谷区 森島 宏之 ⼩平市 森 紗也佳 個人会員 松倉 寿和 世田谷区

神農 雅照 個人会員 ⾦丸 智 ⽴川市
半田 肖⼦ 港区 井口 護 武蔵野市 千葉 ⻯聖 世田谷区 ⼩野沢 幸司 豊島区
御⼦柴 千津 世田谷区 佐藤 喜三夫 世田谷区 村上 功一 武蔵野市 松原 哲 世田谷区
徳永 春美 江東区 森田 正則 ⼩平市 浜島 貴一 個人会員 藤田 一洋 国分寺市
田倉 真由美 ⻄東京市 菅野 博 個人会員 清澤 淳 府中市 関口 俊一 府中市
吉本 龍一 江東区 伊藤 博通 武蔵野市 大澤 美公 八王⼦市 坂野 誠 豊島区
寺岡 眞治 豊島区 武田 法久 世田谷区 ⼩澤 隆弘 豊島区 安中 司 羽村市
海⽼原 隆仁 個人会員 ⼩澤 隆 千代田区 弘中 亮多 個人会員 ⼿越 景太 府中市
⽯川 博章 ⼩平市 鈴⽊ 康之 個人会員 野村 幸晴 世田谷区 村井 啓矩 世田谷区
吉田 壮一郎 豊島区 岡田 陽太 武蔵野市 榎本 大芽 新宿区 大神田 充 多摩市
岡田 海斗 個人会員 巴⼭ 健一 個人会員 深田 敬一 個人会員 安原 正樹 世田谷区
村本 雅輝 中野区 神場 名 世田谷区 田口 大樹 八王⼦市 椎名 剛弘 豊島区
⽯原 光浩 世田谷区 鈴⽊ 明彦 千代田区 畠⼭ 英俊 世田谷区 野口 知嗣 瑞穂町
八尾 厚史 中野区 武内 義広 武蔵野市 森下 和晴 八王⼦市 塩田 陽一 豊島区
加瀬 健史 世田谷区 佐藤 貴輝 世田谷区 福田 正平 世田谷区 新井 英昭 個人会員
奥村 康徳 個人会員 清水 蔵之介 練馬区 細川 幸二 個人会員 ⼭田 達也 港区
荒川 慶量 港区 野口 順 個人会員 遠藤 琢磨 台東区 水野 正雄 練馬区
加藤 ⼒也 個人会員 上杉 隆 個人会員
⼭田 達也 中野区 袖⼭ 哲朗 江東区
岡﨑 謙 港区 鈴⽊ 一義 豊島区
片岡 重勝 世田谷区 ⽯田 剛啓 世田谷区 競技委員⻑ 田邉 光男
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