
第43回群馬県ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権 決勝１日目　赤城ゴルフ倶楽部  2017年8月23日(水)
順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ 順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ 順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ

1 松原　　満                 伊勢崎       69 47 松崎　正幸                 前　橋       78 109 川島　正夫                 大　泉       82
    川島　勇介                 高　崎       69     杉山　　茂                 高　崎       78     菅野　裕行                 藤　岡       82
3 長野　京介                 千代田       70     金子　　仁                 前　橋       78 123 山崎　　哲                 前　橋       83
4 本間　大稀                 高　崎       71 64 栗原　　隆                 安　中       79     加藤　　仁                 昭　和       83

    岡部　開斗                 伊勢崎       71     新井　光興                 高　崎       79     三木　茂樹                 高　崎       83
    高瀬　清美                 高　崎       71     青木　　章                 高　崎       79     堀口　　哲                 高　崎       83
    亀井　　隆                 館　林       71     戸塚　尚夫                 高　崎       79     竹内　陽一                 高　崎       83
    関　　英将                 草　津       71     小出　憲治                 高　崎       79     花川　光洋                 高　崎       83
9 長岡　元樹                 前　橋       72     長尾　正之                みなかみ      79     野村　　誠                 高　崎       83

    山下　正彦                 前　橋       72     渡辺　伸一                 伊勢崎       79     飯島喜久雄                 前　橋       83
    福富　祥倫                 大　泉       72     高橋　光雄                 みどり       79     宮下　隆志                 前　橋       83
12 新藤　　冴                 桐　生       73     宮崎　祐樹                 高　崎       79     大塚真太郎                 桐　生       83
13 儘田　　務                 安　中       74     清水　　勲                 安　中       79     岩下　裕之                 桐　生       83
    竹内　佑太                 高　崎       74     尾崎　　勉                 吉　岡       79     岡島　康男                 邑　楽       83
    森村　貞夫                 前　橋       74     藤井　隆之                 渋　川       79     長谷川勝己                 前　橋       83
    井川智一郎                 沼　田       74 76 若岡　良樹                 高　崎       80     伊藤　誠二                 渋　川       83
    桐生　　勝                 富　岡       74     原田慶一郎                 館　林       80     堀　　正樹                 太　田       83
    高橋　　潔                 中之条       74     三友　　正                 高　崎       80     野村　博久                 前　橋       83
19 内山　光一                 富　岡       75     樋口　隆夫                 沼　田       80     井口　陽平                 渋　川       83
    関　　徹也                 高　崎       75     有川　竜次                 前　橋       80 140 山岸　宥喜                 高　崎       84
    狩野　又男                 前　橋       75     冨沢　昌史                 安　中       80     阿部　善宏                みなかみ      84
    清水　浩之                 安　中       75     中島　昌彦                 高　崎       80     渡辺　俊裕                 高　崎       84
    松本　博史                 大　泉       75     榎並　雪彦                 草　津       80     佐藤　省吾                 安　中       84
    木村　文徳                 前　橋       75     清水　　恵                 伊勢崎       80     林　　俊助                 沼　田       84
    金井　正善                 高　崎       75     星野　　博                 片　品       80     角田　幸一                 前　橋       84
    梅山　明久                 前　橋       75     武井　　悟                 安　中       80     日下　武明                 前　橋       84
    小間　祐司                 富　岡       75     山田　茂伸                 中之条       80     久保田義弘                 太　田       84
    齋藤　　誠                 渋　川       75     森田　純也                 太　田       80     岩城　弘織                 藤　岡       84
    志村　和彦                 伊勢崎       75     諸田　徳寿                 昭　和       80 149 小林　　徹                 伊勢崎       85
30 松久保洋一                 高　崎       76     岡部　康博                 榛　東       80     葉狩　孝良                 千代田       85
    岡田　睦広                 前　橋       76     高橋勇二郎                 中之条       80     諏訪　公一                 伊勢崎       85
    小見　康雄                 高　崎       76     梅澤　吉朗                 片　品       80     石井　貴大                 高　崎       85
    加藤　　洋                 伊勢崎       76     米澤　賢一                 みどり       80     福田　衛敬                 前　橋       85
    廣瀬　光成                 高　崎       76 94 藤沢　英和                 高　崎       81     篠田　大輔                 渋　川       85
    大和田康夫                 中之条       76     千明　直一                 伊勢崎       81     中川　　進                 渋　川       85
    木村　正伸                 高　崎       76     小藤　昭次                 草　津       81     松沢　　斉                 高　崎       85
    有賀　正起                 高　崎       76     羽石　有宜                 千代田       81     小池　　哲                 前　橋       85
    関口　祐介                 渋　川       76     小菅　利弘                 富　岡       81     小池　康洋                 高　崎       85
39 石井　一功                 太　田       77     中島　幸和                 高　崎       81     今泉　明夫                 前　橋       85
    吉山　公章                 前　橋       77     赤尾　浩史                 高　崎       81 160 森　　大作                 渋　川       86
    大隅　正史                 太　田       77     竹澤　　孝                 前　橋       81     水川　純一                 前　橋       86
    椎名　健介                 伊勢崎       77     篠原　　寿                 渋　川       81     大澤　盛夫                 前　橋       86
    持田　哲哉                 前　橋       77     田中　大介                 前　橋       81     金子　　亨                 桐　生       86
    関口　　茂                 前　橋       77     福島　則雄                 渋　川       81     小林　保貴                 高　崎       86
    蟻川　光治                 中之条       77     鈴木　孝二                 沼　田       81     森田　志郎                 榛　東       86
    三好　海土                 高　崎       77     後閑　拓真                 高　崎       81 166 那波芳比古                 伊勢崎       87
47 小野　　茂                 高　崎       78     奥野　茂樹                 みどり       81     堀口　文雄                 渋　川       87
    中嶋　　元                 安　中       78     間渕　正悟                 前　橋       81     石川　　岳                 桐　生       87
    戸井　智之                 高　崎       78 109 植田　浩二                 片　品       82 169 須永　雅夫                 桐　生       89
    佃　　一生                 渋　川       78     石井　　晶                 前　橋       82 170 房前　光芳                 沼　田       90
    福田　正行                 中之条       78     安藤　俊介                 高　崎       82     小川　彰宏                 大　泉       90
    原澤　悦典                 高　崎       78     武藤　尚男                 下仁田       82                                                
    大澤　　亨                 前　橋       78     柿沼　和幸                 太　田       82                                                
    菊池　善次                 伊勢崎       78     長日部貴博                 安　中       82                                                
    神谷　譲二                 太　田       78     田中　友也                 高　崎       82                                                
    斎藤　義春                 中之条       78     福田　　浩                 下仁田       82                                                
    上野　利彦                 前　橋       78     杉木　邦夫                みなかみ      82                                                
    川合　孝幸                 安　中       78     井口　　保                 渋　川       82                                                
    冨澤　森幸                 前　橋       78     千明　武男                 伊勢崎       82                                                
    橋本　　剛                 伊勢崎       78     浅野　基和                 渋　川       82                                                


