
第９回群馬県ダブルスゴルフ選手権　男子　ﾛｰｽﾞﾍﾞｲｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　2010年9月9日(木)
順位 ｱｳﾄ ｲﾝ ｽｺｱ
1 有賀　史剛        高　崎         清水 　勲          安 中         33 33 66
2 外丸　暢彦        高　山         杉木 邦夫        みなかみ     34 33 67
3 金山　義行        前　橋         狩野 又男        前 橋         36 33 69

    小野　　茂          高　崎         竹内 陽一        高 崎         36 33 69
    清水　聖二        渋　川         関口 祐介        渋 川         36 33 69
    阿部　政則        みなかみ     梅澤 吉朗        片 品         35 34 69
    片桐　忠夫        高　崎         川合 孝幸        安 中         33 36 69
    岩井　　誠          富　岡         鈴木 一平        安 中         33 36 69

9 前原　淳一        前　橋         上野 利彦        前 橋         36 34 70
    長塩　和生        高　崎         柳田 陽平        伊勢崎        36 34 70
    武井　茂幸        伊勢崎        関 　徹也          前 橋         35 35 70
    藤井　隆之        渋　川         伊藤 誠二        渋 川         35 35 70
    木暮　　篤          渋　川         篠原 　寿          渋 川         35 35 70
    鈴木　昭彦        高　崎         長谷川 潤        藤 岡         34 36 70
15 吉田　和人        高　崎         木村 正伸        高 崎         37 34 71

    佐藤　省吾        安　中         栗原 　隆          安 中         36 35 71
    高橋　恒人        前　橋         設楽 守廣        前 橋         36 35 71
    本多　八男        渋　川         尾崎 　勉          みなかみ     36 35 71
    山崎　　弘          嬬　恋         三富 　昇          嬬 恋         36 35 71

20 福島　英之        藤　岡         永井 　彰          高 崎         36 36 72
    小池　修二        高　崎         杉山 　茂          高 崎         36 36 72
    木村　祐貴        高　崎         原澤 和彦        中之条        35 37 72
    江原　　功          高　崎         須田 進一        高 崎         35 37 72

24 茂田　秀雄        榛　東         斉藤 昭一        高 崎         39 34 73
    稲田　憲英        みどり          齋藤 軽信        桐 生         38 35 73
    山下　太郎        高　崎         田子 英明        榛 東         37 36 73
    横田　利幸        富　岡         竹渕 典男        安 中         37 36 73
    志村　和彦        伊勢崎        細野 晃詳        伊勢崎        37 36 73
    飯島　康之        太　田         石井 一功        太 田         37 36 73
    戸塚　尚夫        高　崎         田中 邦彦        高 崎         37 36 73
    新井　欣樹        前　橋         湯浅 弘和        高 崎         36 37 73
    狩野　春樹        渋　川         岩崎美智雄       渋 川         36 37 73
    佐藤　匡哉        渋　川         大和田康夫       中之条        36 37 73

34 長尾　正之        みなかみ     田村 邦男        みなかみ     38 36 74
    原澤　文雄        みなかみ     林 　辰男          みなかみ     38 36 74
    萩原　裕文        片　品         星野 　博          片 品         37 37 74
    橋爪　誠一        中之条        福田 正行        中之条        37 37 74
    増川　　聡          高　崎         石川 英彦        高 崎         37 37 74
    狩野　明英        前　橋         加藤 　隆          前 橋         37 37 74
    石坂　　隆          渋　川         井口 拓哉        渋 川         36 38 74
    宮野　忠之        高　崎         石川 真行        高 崎         36 38 74
    福島　則雄        渋　川         須藤 隆彦        前 橋         36 38 74
    大崎　和幸        伊勢崎        岡本 知紀        前 橋         35 39 74

44 千葉　秀希        前　橋         湯沢 真吾        前 橋         38 37 75
    河村　　直          高　崎         小島 徹也        安 中         38 37 75
    田中　友也        高　崎         原澤 悦典        高 崎         38 37 75
    清水　清二        藤　岡         猿渡 三郎        藤 岡         38 37 75
    福島　克彦        前　橋         宮下 隆志        前 橋         38 37 75
    榎田　俊雄        前　橋         関口 　茂          前 橋         38 37 75
    萩原　晴信        片　品         吉野健太郎       片 品         37 38 75
    蟻川　幸男        前　橋         千明 武男        伊勢崎        37 38 75
    栗山　尊弘        吉　岡         小菅 利弘        富 岡         37 38 75

53 須田　　聖          高　崎         小枝 盛雄        高 崎         38 38 76
    清水　和久        高　崎         山岡 嘉則        高 崎         38 38 76
    木村　浩貴        みなかみ     小曽根和雄       前 橋         38 38 76
    梅田　　勝          伊勢崎        今井 和正        渋 川         38 38 76
    新井　和裕        安　中         吉岡 順一        安 中         37 39 76
    植田　浩二        片　品         萩原 和久        片 品         37 39 76

59 加藤　儀久        甘　楽         春山彰太郎       高 崎         38 39 77
60 芝入　達典        前　橋         金山 　浩          前 橋         38 40 78
61 松本　威臣        前　橋         今泉 明夫        前 橋         41 38 79

    市川　恵二        中之条        山口 　清          中之条        41 38 79
    山崎　明良        嬬　恋         増田 義則        嬬 恋         39 40 79
    須永　　敦          藤　岡         吉田 公彦        高 崎         36 43 79

65 鈴木　光男        前　橋         播磨谷剛司       前 橋         43 37 80
    竹村　克哉        高　崎         佐間田直樹       甘 楽         42 38 80
    上野　和夫        高　崎         渡部 靖夫        高 崎         42 38 80

68 茂木　一典        前　橋         谷口 仁志        前 橋         42 39 81
69 藤生　喜和        みどり          水出 公佳        前 橋         44 39 83

    根岸　洋之        前　橋         竹渕 和幸        前 橋         40 43 83

チーム　男子の部成績


