
2021 年度東京都アマチュアゴルフ選手権 決勝シード選手一覧 【男子】(敬称略) 

 

 

 

 

氏名 所属 資格該当競技 氏名 所属 資格該当競技 

岡部 実 あきる野市 2019 年度都アマ・研修会 石井 聡 個人会員 2020 年度研修会 

田邊 隆一 個人会員 2019 年度都アマ 小野 和男 個人会員 2020 年度研修会 

篠崎 響 中野区 2019 年度都アマ 加藤 至康 港区 2020 年度研修会 

鄭 多仁 千代田区 2019 年度都アマ 櫻井 武志 青梅市 2020 年度研修会 

服部 滋多 千代田区 2019 年度都アマ 髙橋 敏彦 個人会員 2020 年度研修会 

竹内 規晃 世田谷区 2019 年度社会人 田代 健 新宿区 2020 年度研修会 

三上 哲人 個人会員 2019 年度社会人 吉田 文雄 練馬区 2020 年度研修会 

勝山 邦彦 個人会員 2019 年度社会人・研修会 東 裕二 新宿区 2020 年度研修会 

小林 慶一 個人会員 2019 年度会長杯・研修会 大沼 英次 西東京市 2020 年度研修会 

日高 浩 練馬区 2019 年度理事長杯 宮武 善樹 世田谷区 2020 年度研修会 

辰井 賢二 個人会員 2019 年度理事長杯 鈴木 雅弘 個人会員 2020 年度研修会 

森口 貴資 港区 2019 年度理事長杯・研修会 田村 康一 世田谷区 2020 年度研修会 

小野 竜彦 あきる野市 2020 年度研修会 植原 大作 新宿区 2020 年度研修会 

矢島 茂 中野区 2020 年度研修会 片岡 弘幸 世田谷区 2020 年度研修会 

露木 実 台東区 2020 年度研修会 鈴木 則仁 杉並区 2020 年度研修会 

田代 猛 個人会員 2020 年度研修会 中井 信吾 個人会員 2020 年度研修会 

海老原 隆仁 個人会員 2020 年度研修会 安中 司 羽村市 2020 年度研修会 

沼田 茂昭 大田区 2020 年度研修会 長谷川 主一 世田谷区 2020 年度研修会 

本田 彰宏 個人会員 2020 年度研修会    

伊澤 喜久男 杉並区 2020 年度研修会    



2021 年度東京都アマチュアゴルフ選手権 決勝シード選手一覧 【女子】(敬称略) 

 

 

氏名 所属 資格該当競技 氏名 所属 資格該当競技 

髙野 愛姫 北区 2019 年度都アマ 内山 汐里 世田谷区 2020 年度研修会 

早川 夏未 八王子市 2019 年度都アマ 徳永 春美 江東区 2020 年度研修会 

星野 杏奈 世田谷区 2019 年度都アマ 今井 信子 個人会員 2020 年度研修会 

山本 優花 個人会員 2019 年度都アマ 塩部 晴美 個人会員 2020 年度研修会 

高木 りおん 世田谷区 2019 年度都アマ 近内 麻希子 個人会員 2020 年度研修会 

小林 晴美 府中市 2019 年度社会人 梶谷 春美 個人会員 2020 年度研修会 

関澤 由美子 八王子市 2019 年度社会人 木村 明美 府中市 2020 年度研修会 

石渡 陽子 個人会員 2019 年度社会人 長尾 説子 港区 2020 年度研修会 

森口 裕子 港区 2019 年度会長杯・研修会 平川 桂子 個人会員 2020 年度研修会 

山下 香奈 大田区 2019 年度理事長杯 佐竹 千春 杉並区 2020 年度研修会 

尾崎 博子 杉並区 2019 年度理事長杯    

加藤 寿子 個人会員 2020 年度研修会    

伊藤 理恵 個人会員 2020 年度研修会    

黒木 蘭 江東区 2020 年度研修会    

清水 かおり 世田谷区 2020 年度研修会    

河西 裕子 世田谷区 2020 年度研修会    

伴 美奈 個人会員 2020 年度研修会    

出雲 映子 杉並区 2020 年度研修会    

楢松 千賀子 北区 2020 年度研修会    

小坂 順子 世田谷区 2020 年度研修会    


