
［予選第2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12⽇

組合わせおよびスタート時間表 多摩カントリークラブ

参加者数 127 名 ( 男⼦ 108 名  ⼥⼦ 19 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

宮本 リリカ 江東区 中原 拓⾶ 八王⼦市 岡安 優菜 ⽇野市 澤端 裕太 中野区

⼭村 真鈴 杉並区 清⽔ 栄太郎 世田谷区 井上 利恵⼦ 個人会員 早坂 俊則 目⿊区

御⼦柴 千津 世田谷区 榎本 大芽 新宿区 宇田 紗彩 八王⼦市 武内 義広 武蔵野市

- 加藤 ⼒也 個人会員 ⽯澤 梨⾳ 多摩市 ⼭本 ⼒輝 個人会員

森 紗也佳 個人会員 ⼭口 洋史 個人会員 ⽯澤 梨杏 多摩市 萩生田 國弘 多摩市

甲 まどか 港区 ⽯井 昌人 世田谷区 ⾦⼦ 苗菜乃 個人会員 小澤 隆 千代田区

田倉 真由美 ⻄東京市 千野 正⼆郎 江東区 馬場 咲希 ⽇野市 椎名 剛弘 豊島区

千野 さくら⼦ 世田谷区 佐藤 匠真 八王⼦市 ⼭嶋 伸江 武蔵野市 中嶋 直樹 江東区

村上 雄太 港区 袖⼭ 哲朗 江東区 新井 眞理 個人会員 小澤 隆弘 豊島区

何 建強 個人会員 三澤 孝至 世田谷区 田口 嘉穂 葛飾区 村本 雅輝 中野区

成平 博文 杉並区 下野 修照 新宿区 伊藤 藍⽉ 大田区 清澤 淳 府中市

村井 啓矩 世田谷区 中島 智明 個人会員 縄田屋 ももか 武蔵野市 小林 仁 個人会員

清⽔ 圭 国分寺市 浦澤 豊 個人会員 伊藤 博通 武蔵野市 安原 正樹 世田谷区

千野 英樹 世田谷区 千葉 ⻯聖 世田谷区 植松 一起 八王⼦市 坂野 誠 豊島区

中⼭ 真尋 中野区 菊池 幸人 大田区 ⼭崎 一成 個人会員 村上 啓太 千代田区

高橋 洋平 個人会員 中原 創一郎 八王⼦市 田中 天晴 中野区 木村 厚 板橋区

鈴木 一義 豊島区 野口 知嗣 瑞穂町 磯崎 守良 板橋区 小野沢 幸司 豊島区

⽚岡 健太郎 杉並区 眞藤 健一 港区 阿出川 宗哉 練馬区 吉田 知宏 ⻘梅市

⼭田 豊 個人会員 森下 和晴 八王⼦市 澤越  博幸 千代田区 ⽔野 正雄 練馬区

大村 仁乃 世田谷区 堀木 崇大 個人会員 後藤 建 個人会員 佐藤 喜三夫 世田谷区

竹歳 宏一 個人会員 本庄 政哉 港区 小池 昇 豊島区 吉田 壮一郎 豊島区

⿊川 忠是 世田谷区 河原 宏昭 大田区 秋⼭ 清志 府中市 ⿊田 隆雅 八王⼦市

篠原 雷登 国分寺市 瀧澤 泰三 個人会員 岡田 海斗 個人会員 井上 達也 文京区

村上 功一 武蔵野市 遠藤 琢磨 台東区 福間 輝幸 ⽴川市 外川 栄治 世田谷区

鈴木 薫 個人会員 荒川 慶量 港区 ⾦丸 智 ⽴川市 髙橋 一秀 墨田区

藤田 一洋 国分寺市 大橋 武広 個人会員 清野 桜貴 八王⼦市 ⼭嶋 克己 武蔵野市

浦谷 明 江東区 竹内 敬人 八王⼦市 大神田 充 多摩市 ⽚岡 重勝 世田谷区

清⽔ 大輔 世田谷区 大貫 大輔 ⻄東京市 吉村 元久 個人会員 林  久仁彦 練馬区

串田 怜 個人会員 中井 裕⼆ 千代田区 宮田 敦司 練馬区 細野 敏彦 八王⼦市

⻘木 真樹 江東区 北原 明重 江東区 松崎 航大 台東区 ⾐笠 洋司 世田谷区

浅田 ⻯平 八王⼦市 浜 健⼆郎 目⿊区 原 勝美 個人会員 松⼭ 好孝 武蔵野市

武政 憲一郎 新宿区 高林 宏和 個人会員 吉岡 進 瑞穂町 森田 正則 小平市
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