
第1ラウンド
会場：

期日：
エントリー： 110名

出場： 101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 石川 哲士 大田区 72 (36、36) 岩田 吉弘 世田谷区 81 (41、40) 田中 義仁 日野市 86 (43、43)

2 岡部 実 あきる野市 73 (38、35) 片岡 弘幸 世田谷区 81 (41、40) 83 伊澤 喜久男 杉並区 87 (46、41)

須崎 友貴 立川市 73 (35、38) 林 久仁彦 練馬区 81 (40、41) 大場 邦夫 杉並区 87 (44、43)

4 吉田 壮一郎 豊島区 74 (38、36) 篠原 雷登 国分寺市 81 (40、41) 浦谷 明 江東区 87 (41、46)

浅田 竜平 八王子市 74 (37、37) 吉田 文雄 練馬区 81 (38、43) 86 五月女 芳克 個人会員 88 (47、41)

大村 仁乃 世田谷区 74 (36、38) 47 田村 康一 世田谷区 82 (42、40) 舟橋 史郎 世田谷区 88 (47、41)

7 鈴木 薫 個人会員 75 (39、36) 小野 和男 個人会員 82 (42、40) 石井 聡 個人会員 88 (46、42)

清水 圭 国分寺市 75 (37、38) 大沼 英次 西東京市 82 (42、40) 89 本田 彰宏 個人会員 89 (48、41)

小野 竜彦 あきる野市 75 (37、38) 海老原 隆仁 個人会員 82 (42、40) 東 裕二 新宿区 89 (47、42)

10 山田 繁男 国分寺市 76 (39、37) 51 田代 猛 個人会員 83 (45、38) 高橋 隆 国分寺市 89 (43、46)

岡田 海斗 個人会員 76 (39、37) 田邊 隆一 個人会員 83 (45、38) 田中 伸明 個人会員 89 (42、47)

三上 哲人 個人会員 76 (38、38) 山田 豊 個人会員 83 (44、39) 93 増山 浩喜 八王子市 90 (48、42)

福田 正平 世田谷区 76 (38、38) 下野 修照 新宿区 83 (44、39) 安中 司 羽村市 90 (45、45)

村上 雄太 港区 76 (37、39) 中井 信吾 個人会員 83 (43、40) 95 深田 敬一 個人会員 92 (50、42)

服部 滋多 千代田区 76 (36、40) 小林 慶一 個人会員 83 (43、40) 秋山 清志 府中市 92 (47、45)

16 沼田 茂昭 大田区 77 (42、35) 鈴木 雅弘 個人会員 83 (42、41) 97 澤井 達矢 江東区 93 (49、44)

清野 桜貴 八王子市 77 (41、36) 長谷川 主一 世田谷区 83 (42、41) 98 栗山 賢一 個人会員 96 (45、51)

伊東 流星 世田谷区 77 (41、36) 澤井 均 江東区 83 (41、42) 植松 一起 八王子市 96 (42、54)

中山 真尋 中野区 77 (39、38) 広野 幾男 昭島市 83 (41、42) 棄権 清水 栄太郎 世田谷区

千葉 竜聖 世田谷区 77 (39、38) 宮武 善樹 世田谷区 83 (39、44) 棄権 眞藤 健一 港区

袖山 哲朗 江東区 77 (37、40) 田中 良博 青梅市 83 (37、46) 欠場 植原 大作 新宿区

大崎 将行 新宿区 77 (37、40) - 以上、最終R 進出 欠場 大橋 武広 個人会員

23 山本 力輝 個人会員 78 (43、35) 63 中沢 太 多摩市 84 (45、39) 欠場 衣笠 洋司 世田谷区

吉岡 進 瑞穂町 78 (41、37) 田中 天晴 中野区 84 (44、40) 欠場 佐藤 匠真 八王子市

柳澤 賢仁 豊島区 78 (41、37) 野口 知嗣 瑞穂町 84 (43、41) 欠場 柴田 聡 目黒区

26 森口 貴資 港区 79 (41、38) 長尾 福治郎 港区 84 (43、41) 欠場 清水 蔵之介 練馬区

森下 和晴 八王子市 79 (41、38) 辰井 賢二 個人会員 84 (43、41) 欠場 鈴木 則仁 杉並区

細野 敏彦 八王子市 79 (39、40) 本庄 政哉 港区 84 (42、42) 欠場 高橋 洋平 個人会員

29 小澤 隆弘 豊島区 80 (42、38) 69 櫻井 武志 青梅市 85 (45、40) 欠場 村井 啓矩 世田谷区

中原 創一郎 八王子市 80 (41、39) 小村 峰之 港区 85 (45、40)

竹内 規晃 世田谷区 80 (41、39) 弘中 亮多 個人会員 85 (44、41)

村上 功一 武蔵野市 80 (41、39) 堀木 崇大 個人会員 85 (43、42)

木村 厚 板橋区 80 (41、39) 勝山 邦彦 個人会員 85 (43、42)

瀧澤 泰三 個人会員 80 (40、40) 安原 正樹 世田谷区 85 (42、43)

大瀧 初明 小平市 80 (40、40) 髙橋 敏彦 個人会員 85 (42、43)

井上 浩司 個人会員 80 (40、40) 水野谷 章 練馬区 85 (42、43)

永井 翔太郎 個人会員 80 (39、41) 山田 幹雄 新宿区 85 (41、44)

田代 健 新宿区 80 (38、42) 三澤 孝至 世田谷区 85 (41、44)

千野 英樹 世田谷区 80 (38、42) 榎本 盛 世田谷区 85 (40、45)

40 阿出川 宗哉 練馬区 81 (42、39) 80 阿部 太輔 個人会員 86 (46、40)

菊池 幸人 大田区 81 (41、40) 佐藤 充利 港区 86 (44、42)

八王子カントリークラブ( 6595Yards   Par 72 )

第23回東京アマチュアゴルフ選手権【決勝競技】

4月14日(水)


