
会場： 狭山ゴルフ・クラブ　南・西コース( 6175Yards   Par 72 )

期日：
エントリー： 72名

出場： 72名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岡田 光正 嵐山 76 (38、38) 41 武野内 七郎 栗橋國際 86 (46、40)

2 横川 尚三 唐沢 77 (40、37) 天野 雅之 茨城 86 (45、41)

稲田 一男 栃木 77 (39、38) 武田 宗之 青梅 86 (44、42)

4 斉藤 征修 南摩城 78 (39、39) 水谷 政信 岡部チサン 86 (44、42)

5 萩原 茂 赤城国際 79 (41、38) 山口 清 アスレチック 86 (43、43)

福田 勇 岡部チサン 79 (39、40) 46 藤澤 明生 塩嶺 87 (45、42)

7 金田 春植 穂高 80 (40、40) 上原 清 狭山 87 (45、42)

小川 光生 川越 80 (40、40) 小野 太三郎 松本 87 (43、44)

木村 敏之 嵐山 80 (40、40) 榎本 正 飯能グリーン 87 (41、46)

10 綿貫 敬三 小御門 81 (42、39) 50 平澤 角治 メイプルポイント 88 (46、42)

清水 祥一 狭山 81 (42、39) 谷 正幸 立川国際 88 (41、47)

斎藤 昌俊 嵐山 81 (41、40) 52 中島 晴喜 小川 89 (45、44)

松本 直之 鳩山 81 (41、40) 八木 高男 大相模 89 (44、45)

古庄 武信 東京五日市 81 (40、41) 嶋田 静雄 エーデルワイス 89 (41、48)

15 川村 興作 茨城 82 (43、39) 55 金谷 賢一 茨城 90 (48、42)

村上 美喜雄 立川国際 82 (42、40) 岡村 光治 那須小川 90 (45、45)

藤木 賢 嵐山 82 (42、40) 57 矢島 晃 岡部チサン 91 (47、44)

大河内 正一 ノーザン赤城 82 (41、41) 進藤 明 石坂 91 (46、45)

19 富永 康輔 東京国際 83 (44、39) 秋山 俊 千葉 91 (45、46)

中村 隆男 塩嶺 83 (42、41) 佐藤 清 嵐山 91 (45、46)

中村 友宏 高坂 83 (42、41) 山田 順治 岡部チサン 91 (42、49)

平間 晴雄 鹿沼72 83 (42、41) 62 鈴木 康司 エンゼル 92 (48、44)

小薗江 豊 狭山 83 (41、42) 内藤 裕義 狭山 92 (48、44)

山中 義衛 浦和 83 (41、42) 64 荒川 健 茨城パシフィック 93 (52、41)

和田 孝弌 佐久平 83 (41、42) 松本 清孝 鳩山 93 (47、46)

26 渋谷 百司 日本 84 (45、39) 66 浅野 義文 栗橋國際 94 (46、48)

長谷川 浩史 塩嶺 84 (44、40) 67 田尻 友一 茨城パシフィック 95 (51、44)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 平野 元一 リバーサイドフェニックス 95 (45、50)

小林 智 長瀞 84 (44、40) 69 澤田 弘 白帆 96 (47、49)

塩本 勉 加茂 84 (43、41) 70 比嘉 一夫 鴻巣 98 (53、45)

丹野 岩男 狭山 84 (42、42) 71 北村 次朗 浦和 99 (50、49)

伊藤 勲 八王子 84 (41、43) 松本 眞一 セベ・バレステロス 99 (44、55)

高橋 佑吉 我孫子 84 (41、43)  
戸塚 茂男 赤城国際 84 (40、44)  

34 武 貞夫 南摩城 85 (46、39)  
小笠 憲男 ダイヤグリーン 85 (44、41)  
小坂 孝二 八王子 85 (44、41)  
中崎 安郎 皆川城 85 (43、42)  
武田 博 入間 85 (42、43)  
高松 英明 芳賀 85 (42、43)  
田中 明夫 狭山 85 (41、44)  
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