
会場：

期日：

エントリー： 74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 田中 美津大 練馬区 74 (42,32) 井梅 英樹 福生市 85 (44,41)

須崎 友貴 立川市 74 (40,34) 小澤 秀春 昭島市 85 (44,41)

小野 修 青梅市 74 (36,38) 市川 正浩 日野市 85 (41,44)

4 鳥巣 英明 大田区 75 (37,38) 45 仲戸川 慶 大田区 86 (47,39)

平 耕志郎 中野区 75 (37,38) 生駒 英則 三鷹市 86 (44,42)

岡部 実 あきる野市 75 (37,38) 47 酒井 昌伸 渋谷区 87 (43,44)

吉田 壮一郎 豊島区 75 (36,39) 大竹 邦男 三鷹市 87 (43,44)

8 中村 潤 瑞穂町 77 (39,38) 石井 健太 小平市 87 (43,44)

小野 竜彦 あきる野市 77 (38,39) 長谷川 主一 世田谷区 87 (42,45)

斉木 康允 品川区 77 (38,39) 田代 健 新宿区 87 (42,45)

酒巻 栄太 千代田区 77 (37,40) 大山 裕司 東村山市 87 (40,47)

12 田中 博幸 府中市 78 (40,38) 53 有田 幸司 江東区 88 (46,42)

勝田 兵吉 港区 78 (37,41) 森下 和晴 中央区 88 (45,43)

上原 真次郎 板橋区 78 (36,42) 和田 充弘 中央区 88 (44,44)

15 濱野 浩二 八王子市 79 (41,38) 平田 昌治 台東区 88 (42,46)

浅田 勉 立川市 79 (37,42) 川野 英三郎 稲城市 88 (41,47)

17 廣瀬 稔 瑞穂町 80 (41,39) 広野 幾男 昭島市 88 (41,47)

磯山 喜一 江戸川区 80 (39,41) 59 島田 茂雄 羽村市 90 (46,44)

19 松田 考平 港区 81 (44,37) 60 谷 宙 日野市 91 (49,42)

重住 卓 町田市 81 (43,38) 斉藤 幸治 多摩市 91 (43,48)

勝山 邦彦 品川区 81 (41,40) 62 重元 洋 町田市 92 (51,41)

河嶋 晃仁 小平市 81 (40,41) 遠藤 誠司 国分寺市 92 (43,49)

塩田 陽一 豊島区 81 (40,41) 河野 好太郎 東村山市 92 (42,50)

村林 顧樹 台東区 81 (40,41) 65 大澤 美公 八王子市 93 (50,43)

25 木葉 厚 葛飾区 82 (41,41) 齊藤 顕彦 墨田区 93 (50,43)

中島 智明 江戸川区 82 (40,42) 井上 智洋 稲城市 93 (46,47)

平原 昌明 羽村市 82 (39,43) 畠腹 一浩 多摩市 93 (43,50)

28 田中 秀司 府中市 83 (44,39) 69 菊地 利男 中野区 96 (50,46)

三木 辰也 板橋区 83 (42,41) 70 妹尾 彰雄 杉並区 98 (49,49)

岡野 正浩 福生市 83 (41,42) 北原 進一 杉並区 98 (48,50)

佐藤 浩二 江東区 83 (40,43) 72 秋田 大 墨田区 99 (51,48)

藤本 政光 世田谷区 83 (40,43) 73 浅沼 洋継 八丈町 100 (47,53)

市原 敏隆 渋谷区 83 (39,44) 74 山路 樹一郎 八丈町 105 (46,59)

髙橋 隆 国分寺市 83 (39,44)

35 植原 大作 新宿区 84 (44,40)

増田 充 葛飾区 84 (43,41)

玉置 敏光 調布市 84 (43,41)

白浜 利崇 調布市 84 (42,42)

村上 啓太 千代田区 84 (40,44)

40 日高 浩 練馬区 85 (48,37)

福田 大介 青梅市 85 (45,40)
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