
第24東京都アマチュアゴルフ選手権　第24回東京都女子アマチュアゴルフ選手権　決勝1日目 2022年4月21日（木）

組合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 138 名 ( 男子 105 名  女子 33 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

柴田　章江 国分寺市 小松　潤 大田区 小坂　順子 世田谷区 小池　健心 世田谷区

清水　かおり 世田谷区 田村　康一 世田谷区 田口　貴美子 個人会員 澤井　均 江東区

小林　晴美 府中市 井上　浩司 個人会員 真田　佳代子 府中市 山田　繁男 国分寺市

柳原　由依 府中市 大村　仁乃 世田谷区 尾﨑　靖子 武蔵野市 清野　桜貴 八王子市

岩谷　咲来 練馬区 福田　隆志 個人会員 近内　麻希子 個人会員 菊池　幸人 大田区

三原　舞紀 個人会員 三上　哲人 個人会員 森安　ひろみ 港区 田代　猛 個人会員

澤井　さやか 江東区 大久保　麻波浪 八王子市 髙橋　永子 八王子市 篠原　雷登 国分寺市

松本　菜々子 世田谷区 柳澤　賢仁 豊島区 岡安　優菜 日野市 鵜瀬　璃久 大田区

鈴木　能々子 個人会員 岡部　実 あきる野市 武田　真幸 文京区 黒田　隆雅 八王子市

縄田屋　ももか 武蔵野市 松谷　崇嗣 世田谷区 岸田　想來 個人会員 本間　一太 練馬区

澤井　綾子 江東区 鈴木　勝奈織 個人会員 森口　裕子 港区 宇田川　理茶度 葛飾区

髙田　嘩琳 世田谷区 細野　敏彦 八王子市 村田　結 目黒区 福田　正平 世田谷区

佐藤　甘菜 昭島市 木葉　厚 葛飾区 森　紗也佳 個人会員 中駄　凛太郎 練馬区

馬場　咲希 日野市 荒川　慶量 港区 羽田野　陽香 個人会員 酒井　昌伸 個人会員

黒木　蘭 江東区 小林　慶一 個人会員 伊藤　理恵 個人会員 山端　孝博 港区

尾崎　博子 杉並区 千野　英樹 世田谷区 袖山　哲朗 江東区 広野　幾男 昭島市

今井　信子 個人会員 松尾　勝人 港区 鈴木　雅弘 個人会員 安藤　秀二 世田谷区

長尾　説子 港区 田中　良博 青梅市 岡田　海斗 個人会員 千野　正二郎 江東区

須﨑　友貴 立川市 本田　彰宏 個人会員

清水　栄太郎 世田谷区 弘中　亮多 個人会員 大貫　大輔 西東京市 勝山　邦彦 個人会員

福永　貴祐 新宿区 田代　健 新宿区 安藤　英俊 世田谷区 福本　大裕 目黒区

松田　考平 港区 大貫　和秀 個人会員 村上　雄太 港区 岩本　陽一郎 世田谷区

鈴木　明彦 千代田区 幸村　憲明 小平市 渡部　慎一 個人会員 山田　豊 個人会員

榎本　盛 世田谷区 辻村　純 世田谷区 大塚　邦彦 個人会員 伊澤　喜久男 杉並区

藤井　優音 大田区 高木　歩 港区 村井　啓矩 世田谷区 小池　勝也 世田谷区

内藤　俊也 新宿区 上原　真次郎 板橋区 内野　秀紀 港区 沼田　茂昭 大田区

山口　道元 個人会員 森本　俊満 葛飾区 山下　洋史 八王子市 山本　伸一 豊島区

三澤　孝至 世田谷区 五月女　芳克 個人会員 小野沢　幸司 豊島区 坂野　誠 豊島区

林　久仁彦 練馬区 中嶋　直樹 江東区 中山　大生 世田谷区 小野　和男 個人会員

永井　翔太郎 個人会員 清水　剛 世田谷区 浅田　竜平 八王子市 北原　明重 江東区

勝田　兵吉 港区 鈴木　薫 個人会員 長尾　福治郎 港区 髙橋　隆 国分寺市

竹内　規晃 世田谷区 澤越　博幸 千代田区 久富　正太郎 日野市 藤本　政光 世田谷区

上田　和永 個人会員 関　茂生 港区 中山　真尋 中野区 木村　道雄 個人会員

梅原　和典 豊島区 稲見　大和 北区 伊東　流星 世田谷区 櫻井　武志 青梅市

澤井　達矢 江東区 清澤　淳 府中市 森口　貴資 港区 吉田　壮一郎 豊島区

28 8:51

2 7:39 11 9:00 20 7:39 29 9:00

1 7:30 10 8:51 19 7:30

30 9:09

4 7:57 13 9:18 22 7:57 31 9:18

3 7:48 12 9:09 21 7:48

32 9:27

6 8:15 15 9:36 24 8:15 33 9:36

5 8:06 14 9:27 23 8:06

34 9:45

8 8:33 17 9:54 26 8:33 35 9:54

7 8:24 16 9:45 25 8:24

競技委員長　津堅典子

36 10:039 8:42 18 10:03 27 8:42


