
第2ラウンド
会場：

期日：

エントリー： 105名

出場： 91名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 大村 仁乃 世田谷区 144 (75、69) 勝山 邦彦 個人会員 163 (82、81)

2 関　 茂生 港区 146 (76、70) 大塚 邦彦 個人会員 163 (77、86)

大田区 146 (73、73) 44 村上 雄太 港区 164 (85、79)

松谷 崇嗣 世田谷区 146 (72、74) 五月女 芳克 個人会員 164 (83、81)

5 須﨑 友貴 立川市 148 (78、70) 46 鈴木 明彦 千代田区 165 (80、85)

6 永井 翔太郎 個人会員 149 (73、76) 三澤 孝至 世田谷区 165 (78、87)

田中 良博 青梅市 149 (74、75) 48 千野 英樹 世田谷区 166 (85、81)

8 宇田川 理茶度 葛飾区 150 (75、75) 鈴木 勝奈織 個人会員 166 (84、82)

竹内 規晃 世田谷区 150 (75、75) 田村 康一 世田谷区 166 (79、87)

吉田 壮一郎 豊島区 150 (76、74) 村井 啓矩 世田谷区 166 (80、86)

11 浅田 竜平 八王子市 151 (74、77) 52 伊澤 喜久男 杉並区 168 (83、85)

勝田 兵吉 港区 151 (74、77) 53 山本 伸一 豊島区 170 (83、87)

13 菊池 幸人 大田区 153 (73、80) 井上 浩司 個人会員 170 (83、87)

大久保 麻波浪 八王子市 153 (74、79) 55 森口 貴資 港区 172 (85、87)

15 岡田 海斗 個人会員 154 (74、80) 山田 繁男 国分寺市 172 (84、88)

16 三上 哲人 個人会員 155 (77、78) 57 久富 正太郎 日野市 173 (84、89)

篠原 雷登 国分寺市 155 (76、79) 58 梅原 和典 豊島区 174 (82、92)

18 岡部 実 あきる野市 156 (81、75) 酒井 昌伸 個人会員 174 (85、89)

小松 潤 大田区 156 (77、79) 60 松尾 勝人 港区 177 (83、94)

中駄 凛太郎 練馬区 156 (78、78) 欠場 福永 貴祐 新宿区

21 袖山 哲朗 江東区 158 (75、83) 欠場 上田 和永 個人会員

22 鈴木 薫 個人会員 159 (78、81) 欠場 松田 考平 港区

福田 隆志 個人会員 159 (82、77)

本間 一太 練馬区 159 (77、82)

伊東 流星 世田谷区 159 (80、79)

細野 敏彦 八王子市 159 (79、80)

27 安藤 英俊 世田谷区 160 (81、79)

藤井 優音 大田区 160 (84、76)

小林 慶一 個人会員 160 (77、83)

山田 豊 個人会員 160 (78、82)

31 高木 歩 港区 161 (85、76)

山端 孝博 港区 161 (82、79)

林 久仁彦 練馬区 161 (77、84)

福田 正平 世田谷区 161 (81、80)

35 小野 和男 個人会員 162 (78、84)

櫻井 武志 青梅市 162 (80、82)

田代 猛 個人会員 162 (83、79)

黒田 隆雅 八王子市 162 (82、80)

長尾 福治郎 港区 162 (78、84)

40 広野 幾男 昭島市 163 (82、81)

鈴木 雅弘 個人会員 163 (82、81)

八王子カントリークラブ( 6595Yards   Par 72 )

第24回東京都アマチュアゴルフ選手権【決勝競技】
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