
第8回東京都ゴルフ連盟会⾧杯ゴルフ大会 2021年8月30日(火)

組合わせおよびスタート時間表 小金井カントリー俱楽部

参加者数 110 名 ( 男子 87 名  女子 23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

柿沼 美佐子 文京区 丸 勝 国分寺市 河本 和美 世田谷区 安部 有司 小平市

徳永 春美 江東区 北原 明重 江東区 後藤 良子 小平市 坂本 光司 世田谷区

高木 千賀子 港区 大屋 一 世田谷区 加藤 真紀 杉並区 島田 満吉 武蔵野市

宮田 謙一 個人会員 伊賀 奏恵 大田区 大川 敬之 中野区

三好 枝理可 港区 布施 雅淑 江東区 丸若 邦枝 台東区 関口 敬二 武蔵野市

髙橋 永子 八王子市 岡﨑 謙 港区 鶴賀 美佐子 個人会員 緒方 貴浩 多摩市

本間 公子 世田谷区 安藤 秀二 世田谷区 大島 満子 世田谷区 坂元 孝広 港区

渡部 寛美 個人会員 金子 武司 国分寺市 貴志 里佳 大田区 深田 敬一 個人会員

龍田 里江子 港区 木村 道雄 個人会員 野村 久美子 世田谷区 関 栄勝 小平市

元波 優美 文京区 岩下 壽夫 国分寺市 江口 かがり 墨田区 福島 肇 大田区

辨谷  知子 武蔵野市 平岡 博之 世田谷区 安部 順子 小平市 吉田 知宏 青梅市

西山 恵子 練馬区 出井 久之 文京区 大熊 祐子 練馬区 柱本 哲也 港区

栗山 賢一 個人会員 福本 大裕 目黒区 佐藤 直基 新宿区 高橋 健吾 小平市

秋山 和己 練馬区 石井 昌人 世田谷区 遠藤 英二 八王子市 福島 寛 港区

森口 貴資 港区 古平 真 港区 大塚 邦雄 世田谷区 山名 啓継 大田区

戸村 洋介 国分寺市 森 武人 小平市 鏡原 正路 個人会員

⾧浜 浄 個人会員 田丸 芳明 板橋区 岡田 誠彦 世田谷区 内野 秀紀 港区

後藤 敏夫 世田谷区 井上 健司 世田谷区 増谷 耕二 八王子市 飯村 和之 葛飾区

岡 正博 国分寺市 須子田 智和 国分寺市 柴田 大介 港区 松山 好孝 武蔵野市

宮田 敦司 練馬区 福本 淳一 小平市 内藤 俊也 新宿区 清澤 淳 府中市

岡田 成寛 世田谷区 辻 一彦 世田谷区 久光 一規 世田谷区 石井 聡 個人会員

井口 護 武蔵野市 平澤 秀哲 中野区 折田 清一 目黒区 林 辰彦 千代田区

藤島 正喜 小平市 何 建強 個人会員 岡田 浩成 個人会員 河嶋 晃仁 小平市

谷井 信也 国分寺市 横地 康成 八王子市 有山 淳 八王子市 深堀 恵三 大田区

栗原 進一 国分寺市 淡輪 一仁 世田谷区 渡辺 好 小平市 本田 彰宏 個人会員

鈴木 昇 小平市 石岡 仁 港区 沼田 孝 武蔵野市 松山 和彦 小平市

小池 勝也 世田谷区 大泉 克司 八王子市 安原 正樹 世田谷区 吉田 聖 北区

深谷 泰宏 江東区 上原 真次郎 板橋区 久古谷 卓治 杉並区 星 英典 練馬区

1 7:30

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10
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8 8:26
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15 7:30
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17 7:46
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18 7:54

19 8:02

20 8:10

競技委員⾧ 津堅典子
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23 8:34
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26 8:58

27 9:06
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