
2020年東京都ゴルフ連盟理事⻑杯ゴルフ⼤会 2020年11⽉30⽇(⽉)

組合わせおよびスタート時間表 ⼩⾦井カントリー倶楽部
参加者数 100名 ( 男⼦ 77名  ⼥⼦ 23名)

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

坂本 なおみ 世田谷区 丸 勝 国分寺市 徳永 春美 江東区 佐藤 利美 練馬区
半田 肖⼦ 港区 岡田 成寛 世田谷区 是常 良⼦ 武蔵野市 ⻑谷川 和敏 国分寺市
堀江 淳⼦ 武蔵野市 島田 満吉 武蔵野市 森口 裕⼦ 港区 福本 ⼤裕 目⿊区
⻄⼭ 恵⼦ 練馬区 石川 浩⼦ 世田谷区
塚原 千江美 世田谷区 武田 法久 世田谷区 尾崎 靖⼦ 武蔵野市 森口 貴資 港区
⼤熊 祐⼦ 練馬区 ⻑尾 博⽂ 昭島市 島津 佐和⼦ 世田谷区 澤端 裕太 中野区
⿊須 弘⼦ 江東区 齋藤 七郎 江東区 渡辺 美樹⼦ 板橋区 鈴⽊ 昇 ⼩平市

加藤 裕⼦ 世田谷区 中嶋 冨士夫 昭島市 三村 弘美 台東区 松⼭ 和彦 ⼩平市
島田 佳世⼦ 江東区 井口 護 武蔵野市 近藤 豊⼦ 世田谷区 水野谷 章 練馬区
影⼭ 啓⼦ 港区 ⼩池 勝也 世田谷区 齊藤 勝代 港区 ⾼橋 利哉 ⼤田区

江口 かがり 墨田区 ⼭本 要 武蔵野市 丸⼭ 秀樹 新宿区 上杉 隆 個人会員
⾼⽊ 千賀⼦ 港区 森田 正則 ⼩平市 ⻲元 秀幸 江東区 井上 悟志 練馬区
鶴賀 美佐⼦ 個人会員 ⼭口 洋史 個人会員 鈴⽊ 和仁 ⼩平市 鈴⽊ 芳昭 ⽇野市

⾦⼦ 武司 国分寺市
増⼭ 浩喜 八王⼦市 加⼭ 隆浩 練馬区 宇佐⾒ 則男 新宿区 ⼩島 秀⾏ 練馬区
天野 宗敏 ⼩平市 広野 幾男 昭島市 石丸 侃 武蔵野市 江原 真 福生市
安藤 秀二 世田谷区 荒井 ⾼之 江東区 酒井 昌伸 個人会員 ⻑浜 浄 個人会員

増谷 耕二 八王⼦市 中島 信⼀郎 江東区 井上 伸⼀ 八王⼦市 佐藤 兵⼀ ⼩平市
森 豪 世田谷区 ⽊村 道雄 個人会員 新井 英昭 個人会員 ⼤沼 英次 ⻄東京市
福本 淳⼀ ⼩平市 関 栄勝 ⼩平市 ⽇比野 進⼀ 武蔵野市 宮武 善樹 世田谷区

中村 唯⼀郎 個人会員 佐藤 直基 新宿区 竹田 孝憲 国分寺市 櫻井 武志 ⻘梅市
久光 ⼀規 世田谷区 ⼭本 信之 武蔵野市 佐々⽊ 徳男 江東区 深田 敬⼀ 個人会員
⼤泉 克司 八王⼦市 滝島 和好 ⼩平市 萩生田 國弘 多摩市 渡辺 充 八王⼦市

勝浦 厚 ⼩平市 岩本 陽⼀郎 世田谷区 清家 昌和 ⼩平市 平野 誠 多摩市
⼤屋 ⼀ 世田谷区 服部 吉春 世田谷区 福井 寛隆 港区 ⻑谷川 主⼀ 世田谷区
町田 ⼀夫 昭島市 ⾠井 賢二 個人会員 鈴⽊ 泰之 江東区 石井 聡 個人会員

井上 達也 ⽂京区
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