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組合わせおよびスタート時間表 八王⼦カントリークラブ

参加者数 82名 ( 男⼦ 62名  ⼥⼦ 20名)

１番よりスタート １０番よりスタート

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

⿊⽊ 蘭 江東区 千葉 ⻯聖 世田谷区 吉岡 進 瑞穂町 片岡 弘幸 世田谷区

杉⼭ 奈央 八王⼦市 中⼭ 真尋 中野区 柳澤 賢仁 豊島区 林 久仁彦 練馬区

澤井 綾⼦ 江東区 沼田 茂昭 大田区 ⼭本 ⼒輝 個人会員 岩田 吉弘 世田谷区

伊藤 理恵 個人会員 袖⼭ 哲朗 江東区 伊東 流星 世田谷区 阿出川 宗哉 練馬区

岩谷 咲来 練馬区 三上 哲人 個人会員 清野 桜貴 八王⼦市 篠原 雷登 国分寺市

⽯澤 梨杏 多摩市 服部 滋多 千代田区 森口 貴資 港区 吉田 文雄 練馬区

渡邊 恵 世田谷区 福田 正平 世田谷区 細野 敏彦 八王⼦市 田村 康一 世田谷区

森口 裕⼦ 港区 大崎 将⾏ 新宿区 森下 和晴 八王⼦市 小野 和男 個人会員

⼭村 真鈴 杉並区 清水 圭 国分寺市 中原 創一郎 八王⼦市 海⽼原 隆仁 個人会員

髙田 嘩琳 世田谷区 岡田 海斗 個人会員 竹内 規晃 世田谷区 大沼 英次 ⻄東京市

岡安 優菜 ⽇野市 ⼭田 繁男 国分寺市 田代 健 新宿区 鈴⽊ 雅弘 個人会員

武田 真幸 文京区 村上 雄太 港区 小澤 隆弘 豊島区 田代 猛 個人会員

縄田屋 ももか 武蔵野市 大村 仁乃 世田谷区 井上 浩司 個人会員 ⼭田 豊 個人会員

茶⽊ 詩央 八王⼦市 浅田 ⻯平 八王⼦市 大瀧 初明 小平市 ⻑谷川 主一 世田谷区

宮本 リリカ 江東区 小野 ⻯彦 あきる野市 瀧澤 泰三 個人会員 下野 修照 新宿区

成田 瑛麻 個人会員 鈴⽊ 薫 個人会員 ⽊村 厚 板橋区 小林 慶一 個人会員

宇田 紗彩 八王⼦市 ⽯川 哲士 大田区 村上 功一 武蔵野市 澤井 均 江東区

馬場 咲希 ⽇野市 須崎 友貴 ⽴川市 千野 英樹 世田谷区 広野 幾男 昭島市

高⽊ りおん 世田谷区 岡部 実 あきる野市 永井 翔太郎 個人会員 中井 信吾 個人会員

⽯澤 梨⾳ 多摩市 吉田 壮一郎 豊島区 菊池 幸人 大田区

田邊 隆一 個人会員

田中 良博 ⻘梅市

宮武 善樹 世田谷区
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