
第22回群馬県市町村対抗ゴルフ選手権　伊香保国際カンツリークラブ　2010年10月5日（火）
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 関口　　隆            高･吉井    74 57 森尻　昭彦            明　和     82 122 上野　幹誠             明　和     87

    小林　康春             藤　岡     74     清水　　恵             伊勢崎     82     青山　貴人         渋･伊香保   87

    工藤　利明             藤　岡     74     長谷川雅広          太･尾島    82     仙名　康次           渋･子持    87

    松原　　満            伊勢･東    74     田子　正剛           渋･赤城    82     山上　光一           桐･新里    87

    阿部　政則           み･水上    74     菊地　隆一            太　田     82     田中　義男           渋･北橘    87

6 藤戸　正秋             大　泉     75     梅山　明久            前　橋     82     竹渕　和幸         前･富士見   87

    今北　民憲             邑　楽     75     高山　恵正            大　泉     82     佐藤　公規           み･水上    87

    浅見　雄大             草　津     75 70 斎藤　義春            中之条     83     神沢　輝行           伊･赤堀    87

    関　　徹也              前　橋     75     横坂　　明             昭　和     83     名渕　　浩            沼･白沢    87

    佐藤　省吾             安　中     75     榎並　雪彦            草　津     83     諸星　幸男           前･粕川    87

11 梅沢　吉朗             片　品     76     長岡　元樹           前･粕川    83     高橋　光広           み･新治    87

    福島　敏夫            中之条     76     飯塚　郁夫            高　山     83 136 織茂　　規            伊勢･東    88

    本多　八男             渋　川     76     松本　好也            甘　楽     83     神宮　裕一           富･妙義    88

14 小渕　圭樹             草　津     77     長岡　　均          安･松井田   83     辻　　　章             太･新田    88

    菅野　裕行             藤　岡     77     新田　元大           藤･鬼石    83     荻野　　忠          み･大間々   88

    岡田　睦広             前　橋     77     金子　進也            長野原     83     石井　孝志           高･新町    88

    山崎　孝行             嬬　恋     77     長尾　正之         み･月夜野   83     竹沢　広志             川　場     88

    伊藤　誠二           渋･赤城    77     柿沼　和幸           太･新田    83     飯塚　　済            東吾･東    88

    有賀　正起             高　崎     77     高橋　章平           前･粕川    83     青木　一典           高･新町    88

    岡田　光弘           高･新町    77     福田　　浩             下仁田     83 144 吉田　　篤              甘　楽     89

    高瀬　清美             高　崎     77     金　　道亨             高　崎     83     小野寺高夫            沼　田     89

    尾崎　　勉            み･新治    77 84 今田　千秋           前･大胡    84     木村　謙三         み･月夜野   89

    栗原　　隆              安　中     77     奥木　　桂            東吾･東    84     小林　敏夫           沼･利根    89

24 小野　　茂            高･箕郷    78     高橋　光雄           み･笠懸    84     後藤　道男           渋･子持    89

    藤井　隆之           渋･北橘    78     林　　　誠              高　山     84     小林　誠一           太･尾島    89

    斎藤　　久              玉　村     78     茂木　栄一            南　牧     84     櫛渕　寛之         み･月夜野   89

    小林富士男            邑　楽     78     植田　浩二            片　品     84     信沢　正吉             川　場     89

    山田　茂伸           中･六合    78     谷　　直樹            東吾･東    84     小林　秀吉             明　和     89

    田中　悦己             桐　生     78     飯島　康之            太　田     84     井上　孟雄           沼･利根    89

    諸田右千人            昭　和     78     高沢　　昇             大　泉     84     原田　　宙            高･倉渕    89

    河野　光宏             太　田     78     金広　　仁             桐　生     84 155 三ツ木恵一             南　牧     90

    太田　錠児             渋　川     78     青木　庄一         東吾･吾妻   84     関　　光之            み･水上    90

33 篠原　　寿              渋　川     79     半田　英雄        太･薮塚本町 84     石坂　博司           渋･赤城    90

    志村　和彦            伊勢崎     79     斎藤　和善            富　岡     84 158 高井　孝祐           前･大胡    91

    小林由紀夫        渋･伊香保   79 97 久保田義弘       太･薮塚本町 85 159 湯浅　政明             玉　村     92

    小堀　勝美         み･大間々   79     狩野　文雄           前･大胡    85     小暮　　登              板　倉     92

    貫井　紀之           藤･鬼石    79     灘谷　　寛            高･榛名    85     山上　利行           桐･新里    92

    中島　昌彦           高･群馬    79     山崎　　弘             嬬　恋     85     清水　　実              榛　東     92

    川合　孝幸         安･松井田   79     塩谷　次男           伊勢･境    85 163 嶋田　　寛            富･妙義    93

    佐藤　　順              館　林     79     阿久沢恵二           榛　東     85     山本　政春            長野原     93

41 阿久津吉章          伊勢･東    80     清水　和久           高･榛名    85     横田　利幸             富　岡     93

    井川智一郎            沼　田     80     唐沢　正直           高･倉渕    85     尾島　洋一             板　倉     93

    菅　　博信            太･新田    80     小井戸康行           南　牧     85 167 山口　和夫           高･箕郷    94

    萩原　裕文             片　品     80     佐藤　匡哉           渋･子持    85     清水　　清          安･松井田   94

    黒岩　純一             嬬　恋     80     戸塚　尚夫           高･倉渕    85     藤生　稜二           み･笠懸    94

    大和田康夫           中之条     80     斉藤　昭一           高･群馬    85 170 ｳｪｲﾝ･ﾘｰ                館　林     95

    清水　聖二         渋･伊香保   80     中村平八郎           沼　田     85     斉藤　　茂              吉　岡     95

    加藤　孝司             昭　和     80     阿部　元久            高　山     85     清水　　勇            沼･白沢    95

    岡島　康男             邑　楽     80 111 細野　晃詳            伊勢崎     86     平沢　元一         前･富士見   95

    前原　淳一         前･富士見   80     広島　重美           伊勢･境    86     小枝　盛雄           高･榛名    95

51 嶋田　浩二           富･妙義    81     堀口　昇一        太･薮塚本町 86 175 市川　奉文            下仁田     96

    飯塚　孝喜           太･尾島    81     佐藤　勇二            下仁田     86     信沢　準一             川　場     96

    小倉　孝一             館　林     81     青木　皆育           藤･鬼石    86     山本　伸一           中･六合    96

    大沢　康宏             桐　生     81     関口　　操            伊勢･境    86 178 武井　　修            沼･白沢    98

    一場　完次           み･笠懸    81     神沢　勝義           伊･赤堀    86 179 斎藤　軽信           桐･新里    99

    杉原　宏壮         東吾･吾妻   81     荻野　　透          み･大間々   86     山口　　清            中･六合    99

57 杉木　邦夫           み･新治    82     岡野　　明             甘　楽     86 片貝　徳行         東吾･吾妻   99

    福田　篤哉             安　中     82     小池　敏幸           高･群馬    86 182 金子　幾勇           沼･利根    102

    太田　貴博             富　岡     82 佐間田正二          高･吉井    86 183 向井　一志           渋･北橘    103

    藤井　照三             玉　村     82 122 八巻　　正             榛　東     87 184 大沢　啓一           伊･赤堀    106

滝沢　信也            長野原     82     近藤　清臣            吉　岡     87 185 吉田　茂巳           高･吉井    107

    後閑　孝幸           高･箕郷    82     小島　可積            板　倉     87 失格 栗山　尊弘        吉　岡    


