
会場：
期日：

エントリー： 72名
出場： 68名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 兼田 克彦 立川国際 73 (38、35) 41 荒川 健 茨城パシフィック 88 (45、43)

2 大村 静 リバー富士 75 (37、38) 関 磯次 エーデルワイス 88 (44、44)

3 高橋 さとし 大秦野 76 (39、37) 吉本 正治 府中 88 (42、46)

金本 勇 岡部チサン 76 (38、38) 長野 開二 相模野 88 (42、46)

5 宮里 佑交 伊豆にらやま 77 (43、34) 45 安藤 功 東名 89 (46、43)

藤田 年男 鎌倉 77 (39、38) 北村 彰敏 岡部チサン 89 (43、46)

矢部 重晴 伊勢原 77 (39、38) 谷 正幸 立川国際 89 (41、48)

山本 法光 GMG八王子 77 (38、39) 48 飯島 光夫 鶴舞 90 (47、43)

小山 敏男 青梅 77 (38、39) 野村 義弘 飯能 90 (46、44)

10 黒岩 一紘 府中 78 (40、38) 木下 信也 青梅 90 (45、45)

11 前島 洋志 飯能 79 (40、39) 中丸 正弘 栃の木 90 (45、45)

小菅 豊太郎 日高 79 (40、39) 牟田 龍一郎 川越 90 (44、46)

鈴木 正治 府中 79 (40、39) 平野 次男 さいたま梨花 90 (43、47)

近藤 長久 寄居 79 (40、39) 54 榊原 義夫 栃の木 91 (43、48)

清水 祥一 狭山 79 (39、40) 55 石川 一二 白鳳 92 (49、43)

村上 美喜雄 立川国際 79 (37、42) 荒井 忠男 富士御殿場 92 (47、45)

17 金子 三千男 府中 80 (43、37) 田尻 友一 茨城パシフィック 92 (47、45)

小川 光生 川越 80 (41、39) 58 高羽 成和 リバーサイドフェニックス 93 (45、48)

佐藤 満男 多摩 80 (40、40) 59 萩原 治郎 GMG八王子 94 (47、47)

寺嶋 順仁 セベ・バレステロス 80 (40、40) 水越 要 日光 94 (47、47)

21 飯塚 賢治 府中 81 (43、38) 平澤 角治 メイプルポイント 94 (44、50)

鈴木 勝永 大相模 81 (41、40) 前田 博之 富士御殿場 94 (44、50)

小俣 明 鶴舞 81 (41、40) 63 新井 康雄 岡部チサン 95 (51、44)

田村 春二 大平台 81 (41、40) 64 内藤 裕義 狭山 96 (49、47)

山田 益樹 府中 81 (40、41) 丹野 岩男 狭山 96 (48、48)

26 黒澤 常三郎 飯能 82 (40、42) 馬場 和夫 さいたま梨花 96 (45、51)

- 以 上、 予 選 通 過 － 67 池谷 清治 伊勢原 97 (48、49)

27 松野 眞三 府中 83 (45、38) 68 柴山 雄一 府中 98 (50、48)

八木 高男 大相模 83 (41、42) 欠場 田中 明夫 狭山

29 藤井 昇 大平台 84 (44、40) 欠場 関本 照文 朝霧ジャンボリー

鈴木 陸郎 筑波 84 (41、43) 欠場 上條 忠治 オリムピック

31 佐々木 六朗 さいたま梨花 85 (48、37) 欠場 高村 幸夫 修善寺

笹原 孝雄 狭山 85 (45、40)

村上 鐵夫 府中 85 (43、42)

永嶋 清馬 筑波 85 (43、42)

千葉 陽庸 大相模 85 (41、44)

36 安倍 敬三 岡部チサン 86 (47、39)

六本木 清 藤岡 86 (45、41)

38 高嶋 一 嵐山 87 (47、40)

間所 宏全 エーデルワイス 87 (45、42)

梅澤 吉 群馬 87 (44、43)
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