
[予選第１会場] 第23回東京都アマチュアゴルフ選⼿権 第23回東京都⼥⼦アマチュアゴルフ選⼿権 2021年3⽉8⽇

組合わせおよびスタート時間表 府中カントリークラブ

参加者数 120 名 ( 男⼦ 88 名  ⼥⼦ 32 名)

１番【OUT】よりスタート １０番【IN】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

布施 葉⼦ 世田谷区 後藤 勇二 個人会員 澤井 綾⼦ 江東区 水野谷 章 練馬区

横山  由香 目⿊区 小泉 啓二 世田谷区 成田 瑛麻 個人会員 馬場 敬 個人会員

江幡 夕美 個人会員 秋山 和己 練馬区 蒲田 恭⼦ 港区 増山 浩喜 八王⼦市

茶⽊ 詩央 八王⼦市 佐野 健作 昭島市 丸若 邦枝 台東区 星野 元三 台東区

島田 明⼦ 大田区 大場 邦夫 杉並区 渡辺 美樹⼦ 板橋区 ⻄原 尚樹 千代田区

田口 貴美⼦ 個人会員 坂入 一志 世田谷区 ⽊全 久美 港区 羽山 修 八王⼦市

山本 直⼦ 世田谷区 五⽉⼥ 芳克 個人会員 髙田 嘩琳 世田谷区 上田 晃 練馬区

杉山 奈央 八王⼦市 深谷 泰宏 江東区 園部 真弓 豊島区 田中 伸明 個人会員

髙橋 永⼦ 八王⼦市 林 裕一 個人会員 岩谷 咲来 練馬区 相馬 稔輝 八王⼦市

渡邊 恵 個人会員 塩田 陽一 豊島区 鈴⽊ 治美 個人会員 ⾼柳 修一 国分寺市

⾼田 貴⼦ 杉並区 神場 名 世田谷区 酒井 晶⼦ 港区 浜島 貴一 個人会員

加藤 裕⼦ 世田谷区 豊泉 光市郎 昭島市 吉川 玲⼦ 中野区 吉田  聖 北区

柴田 章江 国分寺市 永井 翔太郎 個人会員 武田 真幸 文京区 藤本 政光 世田谷区

中川 かおり 個人会員 岩田 吉弘 世田谷区 三浦 美礼 個人会員 福本 大裕 目⿊区

尾崎 靖⼦ 武蔵野市 村野 俊幸 杉並区 菊谷 希和⼦ 港区 橋本 敬 あきる野市

島津 佐和⼦ 世田谷区 ⾼橋 隆 国分寺市 中元 千恵⼦ 豊島区 有山 淳 八王⼦市

広野 幾男 昭島市 田中 良博 ⻘梅市 佐藤 充利 港区 柴田 聡 目⿊区

疋田 大河 ⻘梅市 岡田 光太郎 個人会員 中川 貴史 個人会員 田中 義仁 ⽇野市

原田 将 世田谷区 柳澤 賢仁 豊島区 清水 蔵之介 練馬区 小川 恭伸 新宿区

弘中 亮多 個人会員 福田 正平 世田谷区 澤井 均 江東区 ⽵島 拓 世田谷区

北島 幹久 世田谷区 上杉 隆 個人会員 ⻑尾 福治郎 港区 細川 幸二 新宿区

佐藤 直基 新宿区 市毛 孝男 江東区 関口 俊一 府中市 松本 雄希 目⿊区

⽊村 道雄 個人会員 小池 勝也 世田谷区 山田 繁男 国分寺市 須崎 友貴 ⽴川市

石川 哲士 大田区 大滝 初明 小平市 井上 浩司 個人会員 石田 剛啓 世田谷区

伊東 流星 世田谷区 寺岡 眞治 豊島区 滝島 和好 小平市 榎本 盛 世田谷区

深田 敬一 個人会員 村田 勲俊 府中市 上⻄ 利男 板橋区 中沢 太 多摩市

大崎 将⾏ 新宿区 藤波 寿一 個人会員 小村 峰之 港区 ⻑島 洋介 大田区

依田 操 国分寺市 佐藤 貴輝 世田谷区 阿部 太輔 個人会員 山田 幹雄 新宿区

小椋 孝夫 ⻘梅市 澤井 達矢 江東区

宇佐⾒ 則男 新宿区 栗山 賢一 個人会員

⾈橋 史郎 世田谷区 井口 護 武蔵野市

新井 英昭 個人会員 石田 浩史 港区
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競技委員⻑ 新井陽一
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