
会場：

期日：

エントリー： 80名

出場： 74名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 吉田 文雄 練馬区 74 (32、42) 久光 一規 世田谷区 87 (40、47)

2 下野 修照 新宿区 75 (38、37) 伊澤 喜久男 杉並区 87 (39、48)

3 小池 昇 八王子市 76 (36、40) 44 坂本 光司 世田谷区 88 (47、41)

大森 豊 府中市 76 (36、40) 重住 卓 個人会員 88 (47、41)

5 岡部 実 あきる野市 79 (42、37) 外川 栄治 世田谷区 88 (47、41)

上原 真次郎 板橋区 79 (41、38) 岩本 陽一郎 世田谷区 88 (44、44)

鈴木 明彦 北区 79 (40、39) 石井 昌人 世田谷区 88 (42、46)

田代 猛 個人会員 79 (40、39) 49 井上 浩司 個人会員 89 (40、49)

玉置 敏光 個人会員 79 (39、40) 50 木村 茂 墨田区 90 (45、45)

10 青木 安輝 八王子市 80 (40、40) 新庄 和彦 新宿区 90 (44、46)

永野 竜二 個人会員 80 (39、41) 佐藤 直基 新宿区 90 (43、47)

加藤 達 個人会員 80 (39、41) 秋山 清志 府中市 90 (41、49)

八尾 厚史 中野区 80 (37、43) 54 大島 崇 世田谷区 91 (51、40)

14 鈴木 雅弘 個人会員 81 (42、39) 菅野 博 個人会員 91 (48、43)

髙橋 敏彦 個人会員 81 (41、40) 鈴木 康之 個人会員 91 (41、50)

16 髙橋 久雄 個人会員 82 (41、41) 57 大友 史生 あきる野市 92 (48、44)

平 耕志郎 中野区 82 (41、41) 島根 秀明 個人会員 92 (44、48)

勝山 邦彦 個人会員 82 (39、43) 59 松山 好孝 武蔵野市 93 (48、45)

田村 康一 世田谷区 82 (39、43) 福永 貴祐 新宿区 93 (48、45)

20 酒井 昌伸 個人会員 83 (45、38) 磯崎 守良 板橋区 93 (46、47)

安藤 秀二 世田谷区 83 (43、40) 島﨑 健一 個人会員 93 (46、47)

中嶋 直樹 江東区 83 (42、41) 日方 俊幸 世田谷区 93 (43、50)

舟橋 史郎 世田谷区 83 (42、41) 64 中村 敦 世田谷区 94 (46、48)

安藤 英俊 世田谷区 83 (42、41) 65 森島 宏之 小平市 95 (49、46)

安中 司 羽村市 83 (41、42) 青木 義満 世田谷区 95 (47、48)

26 神 羊二 東村山市 84 (40、44) 67 内藤 俊也 新宿区 96 (46、50)

田丸 芳明 板橋区 84 (40、44) 68 那波 敏雄 豊島区 98 (55、43)

荒木 康之 個人会員 84 (39、45) 69 菊地 一 世田谷区 99 (50、49)

29 深谷 泰宏 江東区 85 (45、40) 70 大塚 邦雄 世田谷区 100 (49、51)

内野 秀紀 港区 85 (43、42) 71 長浜 浄 個人会員 102 (52、50)

谷口 修一 世田谷区 85 (42、43) 棄権 長谷川 主一 世田谷区

32 安原 正樹 世田谷区 86 (45、41) 棄権 片岡 弘幸 世田谷区

一色 浩 八王子市 86 (43、43) 棄権 山本 高久 個人会員

榎本 盛 世田谷区 86 (43、43) 欠場 小野 和男 個人会員

35 工藤 英人 世田谷区 87 (45、42) 欠場 大瀧 初明 小平市

関口 知徳 板橋区 87 (44、43) 欠場 松尾 勝人 港区

三富 琢 杉並区 87 (43、44) 欠場 上田 和永 個人会員

望月 一弘 千代田区 87 (42、45) 欠場 辰井 賢二 個人会員

速水 浩二 新宿区 87 (42、45) 欠場 奥村 康徳 個人会員

黒田 隆雅 八王子市 87 (41、46)

山本 博士 多摩市 87 (40、47)
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