
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】男子の部

開催日：令和３年１０月１３日（水）

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：33

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 港区 237 2 世田谷区 239

長尾 福治郎 84 (44,40) 佐野 高志 83 (46,37)

中山 浩太郎 92 (49,43) 安藤 秀二 74 (38,36)

勝田 兵吉 73 (37,36) 安藤 敬一郎 83 (40,43)

小村 峰之 80 (41,39) 長谷川 主一 82 (41,41)

3 府中市 239 4 昭島市 240

秋山 清志 96 (50,46) 平野 義夫 81 (43,38)

比留間 武治 79 (41,38) 長尾 博文 80 (42,38)

田中 秀司 79 (41,38) 小澤 秀春 79 (38,41)

宮本 健司 81 (43,38) 辻畑 聡利 91 (45,46)

5 渋谷区 241 6 町田市 242

若林 彰 79 (40,39) 田代 猛 78 (38,40)

小林 慶一 79 (40,39) 青木 一夫 85 (43,42)

市原 敏隆 94 (44,50) 高橋 敏彦 88 (43,45)

酒井 昌伸 83 (43,40) 重元 洋 79 (40,39)

7 国分寺市 244 8 板橋区 245

山田 繁男 82 (41,41) 田丸 芳明 84 (44,40)

伊藤 臣二 80 (42,38) 籾木 裕二 92 (52,40)

塩野目 龍一 82 (38,44) 上原 真次郎 83 (39,44)

髙橋 隆 83 (43,40) 木村 厚 78 (39,39)

9 立川市 245 10 青梅市 249

鈴木 義弘 102 (51,51) 木崎 修平 85 (42,43)

矢島 金光 91 (45,46) 市川 洋治 84 (42,42)

金丸 智 78 (39,39) 酒井 透 81 (38,43)

須﨑 友貴 76 (40,36) 福田 大介 84 (41,43)

11 瑞穂町 249 12 大田区 249

田中 照美 83 (41,42) 清水 健介 90 (46,44)

兼田 克彦 84 (39,45) 斉藤 正男 86 (45,41)

吉岡 進 82 (40,42) 中戸川 慶 85 (45,40)

中村 誠 87 (43,44) 山田 竜史 78 (40,38)

13 台東区 251 14 あきる野市 251

渡邉 正史 84 (42,42) 山本 順平 93 (49,44)

松崎 徹哉 81 (41,40) 小塚 良彦 97 (52,45)

平田 昌治 86 (44,42) 岡部 実 80 (37,43)

村林 顧樹 91 (45,46) 小野 竜彦 78 (38,40)

15 新宿区 252 16 江東区 252

神田 隆弘 85 (45,40) 高田 幸夫 90 (45,45)

宇佐見 則男 84 (42,42) 澤井 均 90 (46,44)

田代 健 87 (41,46) 入江 昭仁 82 (40,42)

植原 大作 83 (41,42) 佐藤 浩二 80 (43,37)

17 小平市 252 18 日野市 254

青木 茂 89 (47,42) 平 智 90 (46,44)

立川 松雄 81 (41,40) 田中 義仁 81 (44,37)

横山 和正 90 (46,44) 市川 正浩 88 (42,46)

河嶋 晃仁 82 (45,37) 谷 宙 85 (42,43)

19 杉並区 256 20 調布市 257

伊澤 喜久男 81 (40,41) 巴山 健一 91 (46,45)

服部 正和 91 (48,43) 木田 芳美 90 (43,47)

横内 義之 85 (42,43) 玉置 敏光 84 (43,41)

鈴木 則仁 90 (47,43) 柴田 博文 83 (41,42)

スコア スコア



21 練馬区 259 22 福生市 259

小島 秀行 96 (47,49) 松本 健二 90 (47,43)

佐藤 利美 94 (49,45) 中村 民男 83 (44,39)

日高 浩 80 (40,40) 高橋 勲 101 (49,52)

水野 正雄 85 (41,44) 井梅 英樹 86 (42,44)

23 豊島区 261 24 羽村市 263

近藤 長久 97 (46,51) 島田 茂雄 91 (47,44)

寺岡 眞治 93 (52,41) 羽村 孝之 90 (45,45)

塩田 陽一 81 (38,43) 宮崎 信雄 89 (45,44)

梅山 純志 87 (42,45) 畔上 隆治 84 (42,42)

25 三鷹市 266 26 葛飾区 268

大竹 邦男 81 (41,40) 飯村 和之 84 (42,42)

榎本 宏太郎 94 (46,48) 田辺 哲也 95 (54,41)

生駒 英則 97 (53,44) 山川 裕一 94 (51,43)

田辺 光男 91 (44,47) 増田 充 90 (45,45)

27 墨田区 275 28 東村山市 276

木村 茂 90 (45,45) 平山 登 92 (47,45)

小田 宏 103 (51,52) 田中 重義 97 (48,49)

齊藤 顕彦 95 (42,53) 上原 亮 94 (44,50)

新井 淳二郎 90 (43,47) 中垣 正太郎 90 (44,46)

29 多摩市 277 30 江戸川区 277

萩生田 国弘 99 (50,49) 依田 博司 欠場

湊 雅彦 90 (46,44) 栗本 利郎 102 (49,53)

畠腹 一浩 99 (49,50) 流 英一 94 (41,53)

斉藤 幸治 88 (46,42) 磯山 喜一 81 (38,43)

31 稲城市 279 32 千代田区 280

瀬岡 武司 102 (49,53) 戸部 広之 91 (47,44)

西山 重良 91 (46,45) 長谷川 貴一 100 (51,49)

川野 英三郎 86 (40,46) 山村 浩章 114 (56,58)

坂本 康広 103 (52,51) 森田 明生 89 (45,44)

33 八王子市 281

山元 照義 94 (48,46)

鎮西 春男 93 (45,48)

行武 広己 96 (45,51)

濱野 浩二 94 (45,49)


