
会場： 狭山ゴルフ・クラブ　東・南コース( 6171Yards   Par 72 )

期日：
エントリー： 72名

出場： 70名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小林 祺一郎 富士チサン 72 (38、34) 石田 康太郎 クリアビュー 85 (40、45)

2 中野 貞宜 東我孫子 73 (35、38) 42 井上 陽平 鷹之台 86 (44、42)

3 高橋 功 習志野 74 (36、38) 富澤 勲 桜 86 (42、44)

4 山崎 徳人 多摩 77 (37、40) 中野 裕美 藤ヶ谷 86 (42、44)

5 藤岡 五郎 高根 78 (39、39) 有木 光三 狭山 86 (41、45)

6 西沢 五郎 エンゼル 79 (38、41) 加藤 賢 藤岡 86 (41、45)

7 藤原 利行 オーク・ヒルズ 80 (41、39) 47 山岸 勇幸 鷹之台 87 (45、42)

田崎 久太郎 東我孫子 80 (41、39) 堺 俊晴 アザレア 87 (44、43)

飯塚 武 千葉 80 (40、40) 清田 敏彦 江戸崎 87 (44、43)

黒澤 常三郎 飯能 80 (40、40) 深澤 源一 廣済堂埼玉 87 (43、44)

11 小町 章 青梅 81 (43、38) 小谷野 利三 飯能 87 (43、44)

鈴木 陸郎 筑波 81 (41、40) 佐藤 重信 かすみがうらOGM 87 (41、46)

永嶋 清馬 筑波 81 (41、40) 53 中 博文 狭山 88 (45、43)

大山 四郎 新千葉 81 (40、41) 木村 健一 習志野 88 (44、44)

傍島 輝雄 千葉 81 (40、41) 岡山 貞夫 クリアビュー 88 (43、45)

内野 和夫 八王子 81 (40、41) 奥澤 明男 鷹之台 88 (43、45)

田辺 義和 桜 81 (38、43) 大垣 学人 筑波学園 88 (43、45)

仲田 功雄 飯能 81 (38、43) 58 冨山 信治 狭山 89 (44、45)

植田 耕作 森林公園 81 (38、43) 岩永 武則 甘楽 89 (44、45)

20 田村 道明 高根 82 (42、40) 60 萩原 治郎 ＧＭＧ八王子 90 (45、45)

石毛 欣家 千葉 82 (42、40) 小池 浩 飯能 90 (42、48)

八嶋 貞司 ザ・レイクス 82 (41、41) 62 市川 金次郎 美里 92 (47、45)

古屋 英敏 狭山 82 (41、41) 野見山 邦生 江戸崎 92 (46、46)

杉原 宏 飯能 82 (41、41) 64 田中 仁一郎 ＧＭＧ八王子 93 (46、47)

柳生 恒雄 狭山 82 (39、43) 渡辺 恒夫 鴻巣 93 (44、49)

26 岡田 四郎 千葉 83 (43、40) 66 岸 一 千葉 95 (50、45)

永井 秋光 東京五日市 83 (43、40) 67 水上 浩一 八王子 96 (52、44)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 牟田 龍一郎 川越 96 (48、48)

尾崎 和夫 桜 83 (43、40) 69 細井 秀次郎 鷹之台 100 (49、51)

足立 今朝六 総武 83 (42、41) 失格 長野 浩二 江戸崎

今村 佳嗣 千葉 83 (41、42) 欠場 花ヶ崎 尚 麻生

31 酒井 佐之 取手国際 84 (42、42) 欠場 田口 茂昭 江戸崎

山路 慶一 川越 84 (41、43)  
野村 義弘 飯能 84 (41、43)  
吉田 幹夫 東京五日市 84 (39、45)  

35 酒井 健二 江戸崎 85 (46、39)  
山本 法光 ＧＭＧ八王子 85 (42、43)  
中島 誠 森林公園 85 (41、44)  
高橋 孝一 大利根 85 (41、44)  
萩原 億 江戸崎 85 (41、44)  
大林 仁 総武 85 (41、44)  
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