
会場：

期日：

エントリー： 88名

出場： 71名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 清水 蔵之介 練馬区 69 (32、37) 村野 俊幸 杉並区 90 (46、44) 欠場 長島 洋介 大田区

2 石川 哲士 大田区 73 (38、35) 相馬 稔輝 八王子市 90 (45、45) 欠場 林 裕一 個人会員

3 須崎 友貴 立川市 76 (37、39) 小椋 孝夫 青梅市 90 (41、49) 欠場 疋田 大河 青梅市

田中 良博 青梅市 76 (36、40) 44 有山 淳 八王子市 91 (48、43) 欠場 星野 元三 台東区

5 大滝 初明 小平市 79 (40、39) 神場 名 世田谷区 91 (48、43) 欠場 細川 幸二 新宿区

6 福田 正平 世田谷区 80 (41、39) 木村 道雄 個人会員 91 (45、46) 欠場 松本 雄希 目黒区

中沢 太 多摩市 80 (40、40) 47 橋本 敬 あきる野市 92 (49、43) 欠場 依田 操 国分寺市

8 永井 翔太郎 個人会員 81 (42、39) 豊泉 光市郎 昭島市 92 (47、45)

9 山田 繁男 国分寺市 82 (43、39) 福本 大裕 目黒区 92 (47、45)

五月女 芳克 個人会員 82 (40、42) 50 塩田 陽一 豊島区 93 (52、41)

11 弘中 亮多 個人会員 83 (44、39) 宇佐見 則男 新宿区 93 (47、46)

榎本 盛 世田谷区 83 (43、40) 原田 将 世田谷区 93 (47、46)

伊東 流星 世田谷区 83 (43、40) 藤本 政光 世田谷区 93 (45、48)

澤井 均 江東区 83 (40、43) 54 坂入 一志 世田谷区 94 (48、46)

15 高橋 隆 国分寺市 84 (43、41) 55 市毛 孝男 江東区 95 (49、46)

井上 浩司 個人会員 84 (39、45) 上杉 隆 個人会員 95 (49、46)

17 柴田 聡 目黒区 85 (45、40) 上西 利男 板橋区 95 (48、47)

長尾 福治郎 港区 85 (44、41) 58 石田 剛啓 世田谷区 96 (51、45)

広野 幾男 昭島市 85 (40、45) 羽山 修 八王子市 96 (49、47)

佐藤 充利 港区 85 (39、46) 佐野 健作 昭島市 96 (48、48)

21 岩田 吉弘 世田谷区 86 (42、44) 高柳 修一 国分寺市 96 (47、49)

水野谷 章 練馬区 86 (42、44) 62 藤波 寿一 個人会員 97 (47、50)

栗山 賢一 個人会員 86 (42、44) 63 北島 幹久 世田谷区 98 (53、45)

阿部 太輔 個人会員 86 (42、44) 寺岡 眞治 豊島区 98 (49、49)

深田 敬一 個人会員 86 (41、45) 65 石田 浩史 港区 99 (54、45)

澤井 達矢 江東区 86 (41、45) 中川 貴史 個人会員 99 (52、47)

27 小村 峰之 港区 87 (46、41) 67 浜島 貴一 個人会員 101 (50、51)

田中 義仁 日野市 87 (44、43) 68 井口 護 武蔵野市 105 (55、50)

増山 浩喜 八王子市 87 (44、43) 69 村田 勲俊 府中市 106 (50、56)

舟橋 史郎 世田谷区 87 (42、45) 70 吉田 聖 北区 121 (60、61)

柳澤 賢仁 豊島区 87 (41、46) 棄権 岡田 光太郎 個人会員

32 大崎 将行 新宿区 88 (50、38) 欠場 秋山 和己 練馬区

大場 邦夫 杉並区 88 (47、41) 欠場 新井 英昭 個人会員

田中 伸明 個人会員 88 (41、47) 欠場 上田 晃 練馬区

35 山田 幹雄 新宿区 89 (46、43) 欠場 小泉 啓二 世田谷区

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 後藤 勇二 個人会員

小川 恭伸 新宿区 89 (44、45) 欠場 佐藤 貴輝 世田谷区

深谷 泰宏 江東区 89 (43、46) 欠場 佐藤 直基 新宿区

西原 尚樹 千代田区 89 (42、47) 欠場 関口 俊一 府中市

39 馬場 敬 個人会員 90 (48、42) 欠場 滝島 和好 小平市

小池 勝也 世田谷区 90 (47、43) 欠場 竹島 拓 世田谷区

2021年3月8日

第23回東京都アマチュアゴルフ選手権予選競技第1会場

府中カントリークラブ( 6675Yards   Par 72 )


