
第７５回都民体育大会（区市町村対抗）ゴルフ競技会【正式競技】女子の部

開催日：令和３年１０月１４日（木）

会場：立川国際カントリー倶楽部

【区市町村】　 参加区市町村数：２５

上位３名の合計スコアによる。

順位 区市町村名 選手名 合計スコア 順位 区市町村名 選手名 合計スコア

1 大田区 253 2 世田谷区 256

池田 成美 88 (45,43) 河西 裕子 83 (43,40)

村上 喜代子 88 (44,44) 武藤 京子 87 (42,45)

岡部 華奈子 84 (45,39) 森本 智恵美 86 (45,41)

小澤 由美 81 (42,39) 工藤 桂子 87 (44,43)

3 日野市 257 4 杉並区 262

遠藤 節子 85 (40,45) 出雲 映子 88 (42,46)

田中 陽子 97 (46,51) 佐竹 千春 90 (47,43)

小澤 典子 87 (45,42) 尾崎 博子 84 (42,42)

芹沢 ひろみ 85 (46,39) 豊島 絵里子 93 (45,48)

5 町田市 265 6 八王子市 266

横山 恵子 88 (44,44) 関澤 由美子 97 (52,45)

水上 高美 90 (42,48) 小林 牧子 99 (52,47)

石渡 陽子 欠場 増山 裕子 87 (45,42)

吉田 理乃 87 (41,46) 高橋 永子 82 (44,38)

7 墨田区 266 8 江東区 268

狐塚 優子 94 (49,45) 長田 恵 92 (47,45)

江口 かがり 91 (47,44) 山中 浩美 87 (43,44)

古澤 久絵 81 (40,41) 塩島 千有希 94 (46,48)

知久 由美子 102 (49,53) 澤井 さやか 89 (43,46)

9 国分寺市 269 10 葛飾区 270

松村 眞由子 98 (48,50) 渡邉 留美子 85 (42,43)

田村 和代 91 (48,43) 田内 美枝子 98 (52,46)

廣原 司織 89 (44,45) 山元 珠美 91 (46,45)

柴田 章江 89 (46,43) 鈴木 直子 94 (45,49)

11 稲城市 274 12 小平市 275

井上 和子 109 (51,58) 浅見 玉江 93 (47,46)

伊原 節子 89 (43,46) 田中 かほる 94 (48,46)

玉田 愛美 90 (44,46) 真田 明美 90 (43,47)

井上 亜紀子 95 (49,46) 安藤 康子 92 (47,45)

13 練馬区 275 14 調布市 275

西山 恵子 90 (49,41) 松本 洋子 93 (46,47)

大熊 祐子 94 (47,47) 共田 陽子 101 (50,51)

丸山 久美子 93 (47,46) 町田 香織 93 (49,44)

井上 久美子 92 (45,47) 林 恵子 89 (45,44)

15 豊島区 275 16 港区 277

恩田 昭恵 103 (53,50) 宮山 恭子 92 (47,45)

中元 千恵子 95 (46,49) 菊谷 希和子 94 (45,49)

遠藤 民子 89 (44,45) 丸山 隆子 92 (48,44)

園部 真弓 91 (47,44) 髙木 千賀子 93 (44,49)

17 板橋区 277 18 台東区 277

鈴木 晴美 92 (45,47) 藤森 いずみ 87 (42,45)

初見 善子 97 (48,49) 望月 和 105 (55,50)

中村 聖子 96 (46,50) 斉藤 佳子 96 (46,50)

渡辺 美樹子 89 (43,46) 生沼 雪江 94 (49,45)

19 千代田区 278 20 東村山市 279

恩田 昭子 95 (48,47) 髙橋 和子 96 (50,46)

落合 孝子 91 (47,44) 五十棲 絵里香 90 (49,41)

津野 真弓 92 (47,45) 白河 蒔子 95 (47,48)

田熊 容子 95 (50,45) 鈴木 優子 94 (46,48)

21 あきる野市 279 22 江戸川区 282

小峯 久美子 89 (46,43) 朝倉 千幸 99 (46,53)

村田 トキ子 105 (55,50) 斉藤 百代 93 (50,43)

石成 智恵子 94 (46,48) 遠藤 芳江 90 (42,48)

木田 喜久代 96 (50,46) 稲葉 千恵子 120 (61,59)

23 品川区 285 24 福生市 286

蒲田 恭子 94 (47,47) 江川 夏枝 98 (47,51)

津野 淳子 93 (48,45) 金綱 恵子 87 (42,45)

嶋田 佐智子 98 (48,50) 古屋 すず子 101 (53,48)

五十嵐 のり子 99 (47,52) 中崎 千秋 106 (54,52)

25 昭島市 299

大矢 喜美子 103 (51,52)

安田 弘子 115 (60,55)

奥村 展子 100 (52,48)

鈴木 真由美 96 (49,47)

スコア スコア


