
江浦 浩 クアドリフォリオ 佐藤 静也 ワンスモア 佐藤
松井 正文 クアドリフォリオ 秋山 郁夫 ワンスモア 秋山

小澤 政弘 フライデーナイト 土井 敦夫 リバーサイドＴ．Ｃ． 土井 60
永山 之康 フライデーナイト 山田 幸二郎 リバーサイドＴ．Ｃ． 山田

栗原 照仁 ネオローン 茶木 孝雄 ＥＭＴＣ 64 佐藤
宮本 健 ネオローン 宮内 正博 ＥＭＴＣ 秋山

佐久間 庄三 EMTC 川上 啓二 リバーサイドＴ．Ｃ． 小嶋 61
松本 学 EMTC 古財 弘明 リバーサイドＴ．Ｃ． 難波江

安藤 千尋 AGTC 小嶋 政夫 OJMファミリー 62 佐藤
石井 寛 AGTC 難波江学 OJMファミリー 秋山

安村 和三 フレームショット 梨本 泰一 ワンスモア 河野 61
大石 高治 フレームショット 中井 昌和 ワンスモア 中野

喜多 康人 ハーバーテニススタジオ 河野 正司 ＥＭＴＣ 河野 62
岡西 勝雄 ハーバーテニススタジオ 中野 雅晴 ＥＭＴＣ 中野

田口 寛史 TTC 村上 輝雄 リバーサイドＴ．Ｃ． 64 河野
奥村 文隆 TTC 大鹿 政雄 リバーサイドＴ．Ｃ． 中野

渡部 潤一郎 ワンスモア 朝子 正英 フライデーナイト 古賀 60
川井 ふみひとワンスモア 松本 真一 フライデーナイト 土谷

民野 哲男 甲子園TC 古賀 信 フリー 60 佐藤

中村 信之 甲子園TC 土谷 昌晴 フリー 秋山

前田 利家 リバーサイドＴＣ 玉木 久寿 甲子園TC 玉木 61
室谷 正幸 リバーサイドＴＣ 松井 弦一 甲子園TC 松井

菊本 能正 フリー 仁科 哲彦 リバーサイドＴ．Ｃ． 61 桑原
松本 成史 フリー 津田 義三 リバーサイドＴ．Ｃ． 常次

宇野 博和 KT-Fun 氏林 修一 NHTC 松本 76（6）

酒井 淳一 フライデーナイト 鳥飼 謙三 NHTC 山岡

大黒 久範 マスクメロン 松本 彰 OJMファミリー 64 桑原
有馬 英樹 マスクメロン 山岡 幸人 OJMファミリー 常次

中嶋 智之 EMTC 桑原 憲一 リバーサイドＴ．Ｃ． 62 松田
竹谷 佳生 EMTC 常次 正和 リバーサイドＴ．Ｃ． 福澤

団 康二郎 トップギア 岡谷 恒夫 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞT.C. 岡谷 61
松島 伸 トップギア 清水 弘治 AGTC 清水

高橋 大介 OJMファミリー 伊澤 幸嗣 OJMファミリー 64 松田
伊藤 順一 OJMファミリー 富岡 重之 OJMファミリー 福澤

永岡 佐太延 リバーサイドＴ．Ｃ． 橋本 茂 フライデーナイト 橋本 60
増田 明広 リバーサイドＴ．Ｃ． 入山 英介 フライデーナイト 入山

高木  享 KT-Fun 古河 牧人 ＥＭＴＣ 63 松田
野崎 朗彦 KT-Fun 深見 憲司 ＥＭＴＣ 福澤

渡嘉敷 弘志 チームフォレスト 松田 清隆 ワンスモア 75
荒木 陽一 チームフォレスト 福澤 健次 ワンスモア

北村 雄二 住友電工TC会
山西 克也 住友電工TC会

有本 佳嗣 TTC
石橋 博孝 TTC

岡本 悟 ワンスモア
加藤 雅彦 ワンスモア

岩野 敏治 OJMファミリー
赤松 尚樹 OJMファミリー

下川 一矢 ハムエモン
御堂 建自 ハムエモン

百々 大介 サウサリート
渡辺 章夫 サウサリート

大野 昌義 BLUECREW
津田 英明 BLUECREW

戸田 圭三 リバーサイドＴＣ

三宅 直樹 リバーサイドＴＣ

寒川 隆雄 ネオローン
嶋谷 徹 ネオローン

畑 哲郎 ワンスモア
石井 伸二 ワンスモア

前田 融磁 フリー
桝井 健 フリー

西田 和弘 EMTC
加治屋 弘 EMTC

斎ヶ原 勝則 OJMファミリー
井藤 勝也 OJMファミリー
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