
会場： 狭山ゴルフ・クラブ　西・東コース( 6172Yards   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 金本 勇 岡部チサン 73 (35、38) 林 吉男 日高 85 (41、44)

2 高橋 正敏 入間 75 (39、36) 豊泉 博保 狭山 85 (41、44)

3 中村 清 水戸 77 (39、38) 43 佐々木 六朗 さいたま梨花 86 (44、42)

寺嶋 順仁 セベ・バレステロス 77 (37、40) 44 蒔田 三郎 ザ・レイクス 87 (44、43)

5 鈴木 正治 府中 78 (40、38) 赤坂 敬夫 朝霧ジャンボリー 87 (43、44)

6 梅澤 吉 群馬 79 (40、39) 46 馬場 和夫 さいたま梨花 88 (46、42)

佐藤 満男 多摩 79 (38、41) 小澤 格 狭山 88 (45、43)

池田 一郎 小金井 79 (37、42) 木下 信也 青梅 88 (45、43)

9 関本 照文 朝霧ジャンボリー 80 (41、39) 藤井 昇 大平台 88 (44、44)

川嶋 玉三 寄居 80 (40、40) 小池 政一 越生 88 (43、45)

雨宮 司郎 小金井 80 (39、41) 安倍 敬三 岡部チサン 88 (42、46)

中嶋 基恵 龍ヶ崎 80 (38、42) 52 平田 利夫 ロイヤルスター 89 (45、44)

13 上條 忠治 オリムピック 81 (42、39) 谷中 正男 水戸 89 (43、46)

大屋 洋佑 船橋 81 (41、40) 安原 春夫 龍ヶ崎 89 (43、46)

15 鶴見 桂一 狭山 82 (43、39) 55 多田 保男 霞南 90 (48、42)

村上 鐵夫 府中 82 (41、41) 塚越 克一 金乃台 90 (47、43)

小山 敏男 青梅 82 (40、42) 尾関 秀夫 武蔵 90 (46、44)

前田 博之 富士御殿場 82 (39、43) 野村 健二 東京 90 (44、46)

19 黒岩 一紘 府中 83 (42、41) 中村 哲造 龍ヶ崎 90 (43、47)

吉岡 幸夫 茨城 83 (42、41) 60 神山 恒夫 狭山 91 (45、46)

高嶋 一 嵐山 83 (41、42) 中丸 正弘 栃の木 91 (45、46)

浅野 隆司 龍ヶ崎 83 (40、43) 山田 益樹 府中 91 (44、47)

23 鮫島 恒男 船橋 84 (44、40) 63 川井 忍 芙蓉 92 (46、46)

竹内 幹哉 緑野 84 (43、41) 64 榊原 義夫 栃の木 93 (46、47)

藤田 孝 大平台 84 (43、41) 田中 英雄 金乃台 93 (45、48)

波多野 康二 東京 84 (41、43) 66 後藤 尚志 小金井 94 (45、49)

水越 要 日光 84 (41、43) 山本 喜孝 龍ヶ崎 94 (44、50)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 68 阿部 裕三 龍ヶ崎 104 (53、51)

角南 道弘 中山 84 (39、45) 棄権 清水 幸雄 鷹

山田 享弘 武蔵 84 (38、46) 棄権 田中 賢一 津久井湖

30 高松 勝 日高 85 (45、40) 欠場 近藤 幸造 鷹

新実 啓悦 嵐山 85 (45、40) 欠場 植田 春夫 水戸

北村 彰敏 岡部チサン 85 (44、41)  
太田 英二 桜ヶ丘 85 (44、41)  
成塚 靖治 嵐山 85 (44、41)  
唐澤 正明 狭山 85 (44、41)  
加々美 信光 狭山 85 (43、42)  
檜垣 仁一 白鳳 85 (43、42)  
松岡 和歳 東京よみうり 85 (43、42)  
田村 春二 大平台 85 (42、43)  
小林 正義 東京五日市 85 (41、44)  
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