
開催日： 参加倶楽部数： 38

会場： 決勝進出倶楽部数： 38

Aクラス： 6110yards Par72 競技方法： 各クラス2名出場、計4名の合計スコア

Bクラス： 6546yards Par72

1位 231 2位 232
大野 長利 85 (42,43) 巴山 健一 81 (40,41)
田中 照美 75 (40,35) 白浜 茂靖 75 (38,37)
吉岡 進 79 (42,37) 浅上 隆司 78 (40,38)
中村 潤 77 (38,39) 玉置 敏光 79 (41,38)

3位 234 4位 237
平野 義夫 82 (41,41) 田倉 吉一 79 (41,38)
長尾 博文 79 (42,37) 伊藤 臣二 80 (40,40)
小澤 秀春 77 (38,39) 本多 裕之 83 (42,41)
広野 幾男 78 (41,37) 髙橋 隆 78 (41,37)

5位 237 6位 238
久保田 俊昭 86 (46,40) 鈴木 隆之 82 (41,41)
野崎 一博 85 (40,45) 斉藤 正夫 80 (36,44)
土田 恭章 71 (36,35) 仲戸川 慶 76 (38,38)
土田 晃成 81 (43,38) 河原 宏昭 83 (41,42)

7位 238 8位 238
矢島 金光 87 (46,41) 神田 隆弘 89 (48,41)
森田 次郎 89 (42,47) 宇佐見 則男 81 (37,44)
須﨑 友貴 69 (35,34) 田代 健 79 (36,43)
榎本 和正 82 (38,44) 植原 大作 78 (40,38)

9位 239 10位 242
渡邉 正史 79 (40,39) 畔上 隆治 88 (44,44)
村田 三郎 77 (40,37) 島田 茂雄 84 (43,41)
平田 昌治 83 (42,41) 北浦 隆史 83 (40,43)
松崎 徹哉 84 (44,40) 村上 大介 75 (40,35)

11位 242 12位 242
山本 順平 79 (38,41) 武藤 永男 80 (43,37)
木田 公正 86 (42,44) 菱岡 弘 欠場
岡部 実 77 (38,39) 安藤 敬一郎 81 (41,40)
大友 史生 88 (47,41) 片岡 弘幸 81 (41,40)

13位 243 14位 243
秋山 清志 84 (42,42) 田代 猛 76 (39,37)
比留間 武治 80 (40,40) 青木 一夫 90 (51,39)
神宮寺 公貴 88 (48,40) 重元 洋 91 (48,43)
田中 秀司 79 (39,40) 高橋 敏彦 77 (40,37)

15位 244 16位 245
矢島 茂 81 (41,40) 福井 寛隆 89 (44,45)
矢島 秀樹 81 (44,37) 新保 雅敏 84 (39,45)
立石 和彦 82 (40,42) 森口 貴資 82 (40,42)
長嶋 文太 95 (51,44) 丸山 晋一郎 79 (40,39)

17位 246 18位 246
鈴木 健一 84 (47,37) 恩田 重義 98 (53,45)
石川 重春 87 (43,44) 石井 繁雄 92 (45,47)
平 智 82 (40,42) 勝山 邦彦 79 (38,41)
田中 義仁 80 (39,41) 齋木 康允 75 (36,39)

19位 247 20位 250
佐山 伸樹 83 (44,39) 高田 幸夫 91 (43,48)
本橋 博隆 94 (47,47) 澤井 均 83 (45,38)
西貝 利明 84 (40,44) 入江 昭仁 83 (40,43)
水野谷 章 80 (40,40) 澤井 達矢 84 (44,40)

中野区 港区

日野市 品川区

練馬区 江東区

台東区 羽村市

あきる野市 世田谷区

府中市 町田市

昭島市 国分寺市

武蔵村山市 大田区

立川市 新宿区

瑞穂町 調布市
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21位 250 22位 251
行武 広己 86 (42,44) 依田 博司 90 (50,40)
鎮西 春男 82 (41,41) 栗本 利郎 95 (47,48)
細野 敏彦 82 (39,43) 流 英一 84 (43,41)
濱野 浩二 95 (47,48) 磯山 喜一 77 (37,40)

23位 252 24位 253
立川 松雄 83 (43,40) 田辺 哲也 84 (41,43)
青木 茂 95 (51,44) 小池 健一 87 (44,43)
河嶋 晃仁 81 (39,42) 奥山 剛央 86 (43,43)
島嵜 勤 88 (43,45) 荒木 俊行 83 (40,43)

25位 253 26位 254
加藤 眞悟 82 (43,39) 斉藤 凱利 89 (44,45)
仲澤 孝宏 89 (45,44) 平山 登 84 (43,41)
木村 厚 84 (40,44) 當間 直樹 84 (40,44)
湊 弘充 87 (43,44) 平野 裕明 86 (39,47)

27位 257 28位 257
中村 民男 87 (42,45) 西山 重良 85 (42,43)
竹島 長康 88 (43,45) 川野 英三郎 91 (47,44)
太田 卓男 84 (42,42) 中野 知彦 86 (40,46)
北村 良之 86 (45,41) 井上 智洋 86 (45,41)

29位 258 30位 259
山辺 修 93 (44,49) 木崎 修平 90 (44,46)
野村 誠一 98 (49,49) 正親 忍 82 (41,41)
小林 慶一 81 (42,39) 酒井 透 87 (44,43)
酒井 昌伸 84 (43,41) 福田 大介 93 (46,47)

31位 259 32位 259
長谷川 貴一 95 (46,49) 木村 茂 84 (45,39)
夏目 幸生 94 (45,49) 張 世誠 88 (46,42)
山村 浩章 83 (40,43) 新井 淳二郎 96 (48,48)
戸部 広之 82 (40,42) 小宮山 賢 87 (41,46)

33位 260 34位 260
柳川 秀夫 89 (44,45) 伊澤 喜久男 85 (41,44)
横山 勝紀 92 (40,52) 服部 正和 93 (46,47)
榎本 宏太郎 85 (43,42) 横内 義之 88 (46,42)
田辺 光男 86 (44,42) 大場 邦夫 87 (44,43)

35位 263 36位 268
清水 謙一 欠場 児玉 廣行 86 (47,39)
近藤 長久 86 (42,44) 沖山 成正 97 (47,50)
森 正樹 89 (43,46) 山路 樹一郎 100 (53,47)
塩田 陽一 88 (40,48) 浅沼 洋継 85 (43,42)

37位 268 38位 272
藤城 悠 85 (47,38) 栗須 格 92 (47,45)
福田 栄二 88 (48,40) 斉藤 和美 100 (52,48)
藤城 拓也 欠場 森下 和晴 84 (43,41)
大谷 英明 95 (44,51) 岡野 哲次 96 (45,51)

三鷹市 杉並区

豊島区 八丈町

北区 中央区

福生市 稲城市

渋谷区 青梅市

千代田区 墨田区

八王子市 江戸川区

小平市 葛飾区

板橋区 東村山市


