
第３３回群馬県知事・議長杯ゴルフ選手権第１回予選　新玉村ゴルフ場　2018年3月28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

    男子一般                                   59 今里　広記                 太　田       88     男子ｼﾆｱ                                    

1 高瀬　清美                 高　崎       72     橋本　信行                 前　橋       88 1 金井　正善                 高　崎       74

2 木村　正伸                 高　崎       75 62 志村　和彦                 伊勢崎       89 2 秋塚　正美                 伊勢崎       75

    松崎　正幸                 前　橋       75     三友　　正                 高　崎       89     岡島　康男                 邑　楽       75

4 田村　実久                 前　橋       76     須藤　孝士                 高　崎       89 4 福田　正行                 中之条       76

    松島　明仁                 太　田       76 65 榎並　雪彦                 草　津       90 5 千明　武男                 伊勢崎       77

6 高橋　光雄                 みどり       79     石原　正行                 前　橋       90     中島　幸和                 高　崎       77

    後閑　拓真                 高　崎       79     大塚真太郎                 桐　生       90     河田　育雄                 太　田       77

    井川智一郎                 沼　田       79     石原　一喜                 伊勢崎       90 8 山津　精一                 伊勢崎       78

    松井　宏之                 富　岡       79     高木　清成                 前　橋       90 9 福島　克彦                 前　橋       79

    梅山　明久                 前　橋       79 70 星野　浩明                 みどり       91 10 藤井　　裕                 伊勢崎       80

    大倉　一浩                 太　田       79     正田　宜央                 伊勢崎       91     藤川　　功                 前　橋       80

12 前田　英人                 太　田       80     栗原　正治                 太　田       91     大澤　康宏                 太　田       80

    戸井　智之                 高　崎       80     新井　一史                 桐　生       91     上野　和夫                 高　崎       80

    宗村　健司                 太　田       80 74 半田　英雄                 太　田       92 14 木村　幾雄                 前　橋       81

15 福田　雅史                 太　田       81     小澤　直尊                 前　橋       92     栗原　伸夫                 太　田       81

    舘野　智行                 大　泉       81     助名　勝久                 太　田       92     大澤　　亨                 前　橋       81

    津久井孝一                 みどり       81     石関　　泰                 桐　生       92     黒沢　昭次                 藤　岡       81

18 新井　光興                 高　崎       82     小暮　篤史                 太　田       92 18 秋田　保弘                 大　泉       82

    葉狩　孝良                 千代田       82     水川　純一                 前　橋       92     栗原　貞夫                 伊勢崎       82

    藤沢　英和                 高　崎       82 80 山崎　　弘                 嬬　恋       93     岩渕　和美                 渋　川       82

    松本　　修                 太　田       82     塚越　秀和                 伊勢崎       93     森村　貞夫                 前　橋       82

    上山　公臣                 伊勢崎       82     前川　修治                 高　崎       93     赤石　　雅                 桐　生       82

    岡田　睦広                 前　橋       82     山口　博一                 藤　岡       93 23 金井　宏之                 沼　田       83

24 原田慶一郎                 館　林       83     島田　秀明                 高　崎       93     福田　　浩                 下仁田       83

    小澤慎太郎                 前　橋       83     岩田　三男                 伊勢崎       93     本木　　桂                 桐　生       83

    鈴木　　学                 前　橋       83 86 田中　友也                 高　崎       95     倉林　貞行                 高　崎       83

    錦織　英樹                 玉　村       83     名郷根大助                 高　崎       95     塚越　伸一                 太　田       83

    小菅　利弘                 富　岡       83 88 津久田　博                 高　崎       96 28 井上　好行                 桐　生       84

    渡辺　伸一                 伊勢崎       83 89 長山　盛雄                 太　田       97     秋山　雄一                 伊勢崎       84

    堀　　正樹                 太　田       83 90 塩野　滋利                 前　橋       98     福井　　久                 前　橋       84

    橋本　　剛                 伊勢崎       83 91 樺澤　　守                 前　橋       101     秋山　　実                 千代田       84

    樋口　敏治                 高　崎       83 92 中島　　武                 桐　生       104 32 片桐　忠夫                 高　崎       85

    羽石　有宜                 千代田       83                                                33 山口　仁一                 太　田       86

    儘田　　務                 安　中       83                                                    小林　博行                 伊勢崎       86

35 濱名　哲也                 前　橋       84                                                    竹澤　　孝                 前　橋       86

    多胡　雅文                 安　中       84                                                36 庄司十志夫                 沼　田       87

    下城　秀元                 伊勢崎       84                                                    滝山　初夫                 前　橋       87

    諸田　徳寿                 昭　和       84                                                    石川　俊彦                 太　田       87

    長尾　正之                みなかみ      84                                                39 清水　　恵                 伊勢崎       88

    杉山　　茂                 高　崎       84                                                40 原田　秀文                 安　中       90

    林　　秀星                 沼　田       84                                                    山田　克己                 藤　岡       90

    堀越　恵一                 太　田       84                                                    高田　　優                 玉　村       90

43 遊佐　健策                 伊勢崎       85                                                    田島　孝宏                 桐　生       90

    川島　正夫                 大　泉       85                                                44 佐口　昭雄                 太　田       92

    三木　茂樹                 高　崎       85                                                45 新井　裕二                 藤　岡       93

    木村　文徳                 前　橋       85                                                46 福島　正幸                 前　橋       94

    尾崎　　勉                 吉　岡       85                                                47 倉林　宏行                 伊勢崎       97

    田宮　正彦                 高　崎       85                                                

49 川又　正徳                 安　中       86                                                

    町田　文雄                 千代田       86                                                

    纐纈　晃寛                 富　岡       86                                                

    遠藤　英夫                 みどり       86                                                

    長日部貴博                 安　中       86                                                

54 竹川　浩昭                 太　田       87                                                

    野田　典靖                 安　中       87                                                

    持田　哲哉                 前　橋       87                                                

    西野　邦宏                 前　橋       87                                                

    山本雄一郎                 伊勢崎       87                                                

59 鬼頭　雅彦                 伊勢崎       88                                                

＊同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定


