
会場：

期日：
エントリー： 55名

出場： 54名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 増田 康平 水戸 69 (35、34) 42 平山 芳照 ノースショア 87 (46、41)

2 松田 永基 清川 71 (36、35) 岩橋 和輝 ギャツビイ 87 (43、44)

3 水上 晃一 袖ヶ浦 75 (39、36) 東 紘平 神奈川 87 (41、46)

4 太田 智喜 富士笠間 76 (39、37) 上迫 友貴 太平洋・御殿場 87 (40、47)

5 関澤 誠 嵐山 77 (39、38) 三瓶 大輔 スプリングフィルズ 87 (40、47)

伊藤 優太 東京五日市 77 (37、40) 47 岡田 光史 嵐山 88 (44、44)

鄭 多仁 鹿沼72 77 (37、40) 金川 基晴 鷹 88 (43、45)

8 吹野 耕一 富士笠間 78 (39、39) 49 田辺 昌彦 岡部チサン 90 (46、44)

清水 優太 東京五日市 78 (38、40) 50 松澤 義治 鳳凰 91 (44、47)

陸田 郁夫 鴻巣 78 (37、41) 沼田 茂昭 富里 91 (44、47)

11 照沼 純平 大平台 79 (41、38) 鷺 一成 太平洋・御殿場 91 (42、49)

武田 大輔 鎌倉 79 (40、39) 53 宮田 広人 皆川城 93 (47、46)

竹原 洋行 横浜 79 (36、43) 54 野村 匡弘 姉ヶ崎 95 (46、49)

14 布施 正明 袖ヶ浦 80 (42、38) 欠場 永野 雄亮 かずさ

亥飼 台 水戸レイクス 80 (42、38)

杉田 龍英 凾南 80 (40、40)

川崎 邦朗 龍ヶ崎 80 (40、40)

斉野 恵康 GMG八王子 80 (40、40)

齋藤 太稀 中央大 80 (39、41)

高山 恵輔 石坂 80 (38、42)

21 鈴木 貴士 大日向 81 (40、41)

窪田 一樹 太平洋・御殿場 81 (40、41)

夏堀 裕大 水戸レイクス 81 (39、42)

白石 哲也 相模原 81 (38、43)

25 石毛 誠 南摩城 82 (44、38)

服部 滋多 白帆 82 (42、40)

小野 竜彦 オリムピック 82 (41、41)

河内 喜文 水戸 82 (39、43)

永田 昭二 ノースショア 82 (39、43)

長倉 聖弥 鹿沼72 82 (39、43)

31 坂輪 成章 平川 83 (43、40)

森田 聡史 ロイヤルスター 83 (41、42)

33 田中 良博 寄居 84 (45、39)

高瀬 基次 飯能 84 (42、42)

福島 太一朗 成田ハイツリー 84 (41、43)

森 光弘 葉山国際 84 (41、43)

河島 慎吾 霞ヶ関 84 (41、43)

38 広田 文雄 長野 85 (43、42)

大内田 愼一郎 岡部チサン 85 (42、43)

本庄 政哉 鶴舞 85 (42、43)

41 岡田 陽太 嵐山 86 (42、44)
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