
第26回群馬県知事・議長杯ゴルフ選手権第4回予選　ﾛｰｽﾞﾍﾞｲｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　2011年6月8日(水)
順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ 順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ

1 佐藤　省吾                 安　中       71 61 鈴木　豊一                 高　崎       83
    高瀬　清美                 高　崎       71     灘谷　　寛                 高　崎       83
3 設楽　守廣                 前　橋       73     清水　治雄                 太　田       83

    有賀　正起                 高　崎       73     市川　祐馬                 太　田       83
5 渡辺　俊裕                 高　崎       74     柿沼富士夫                 伊勢崎       83

    長谷川雅広                 太　田       74     鈴木　　功                 前　橋       83
7 中沢　文行                 草　津       75     齋藤　軽信                 桐　生       83

    伊藤　誠二                 渋　川       75     山崎　　弘                 嬬　恋       83
    長塩　和生                 高　崎       75     大塚真太郎                 桐　生       83
10 橋本　　淳                 藤　岡       76     平野　幸司                 藤　岡       83
    角田　幸一                 前　橋       76     外丸　暢彦                 高　山       83
    ｼﾞﾑ･ﾌﾚｯﾁｬｰ                 高　崎       76     石関　俊夫                 前　橋       83
13 関　　英将                 草　津       77 73 小野里　剛                 桐　生       84
    大隅　正史                 太　田       77     北　　俊一                 沼　田       84
    新井　光興                 高　崎       77     滝山　初夫                 前　橋       84
    小野　　茂                 高　崎       77     須田　　聖                 高　崎       84
17 茂木　和也                 館　林       78     井口　文英                 前　橋       84
    小林由紀夫                 渋　川       78     茂木　清治                 伊勢崎       84
    小林　順一                 安　中       78 79 狩野　明英                 前　橋       85
20 飯島喜久雄                 前　橋       79     渡辺　伸一                 伊勢崎       85
    金　　道亨                 高　崎       79     桑原　清光                 前　橋       85
    高橋　恒人                 前　橋       79     根岸　定雄                 前　橋       85
    谷　　直樹                 東吾妻       79     金城　建佑                 前　橋       85
    堀越　　誠                 高　崎       79     半田　英雄                 太　田       85
    前原　淳一                 前　橋       79     山田　裕之                 前　橋       85
    加賀　政昭                 前　橋       79 86 杉岡　裕二                 前　橋       86
    松原　孝行                 藤　岡       79     高橋　晃規                みなかみ      86
    藤戸　正秋                 大　泉       79     石井有希夫                 高　崎       86
    関　　研三                みなかみ      79     橋爪　誠一                 中之条       86
    高田　　優                 玉　村       79     佐口　昭雄                 太　田       86
    田中　悦己                 桐　生       79 91 堀越　　透                 前　橋       87
32 山崎　英良                 前　橋       80     小林　博文                 安　中       87
    岡田　健人                 前　橋       80     亀井　　賢                 高　崎       87
    木内　正次                みなかみ      80     北　　雅文                 沼　田       87
    水川　純一                 前　橋       80 95 福田　衛敬                 高　崎       88
    谷村　幸樹                 高　崎       80     斉藤　昭一                 高　崎       88
37 山上　利行                 桐　生       81     新井　寿二                 前　橋       88
    角田　正司                 藤　岡       81     鈴木　　力                 伊勢崎       88
    小石　陽二                 伊勢崎       81 99 渋澤　泰一                 前　橋       89
    清水　　翼                 伊勢崎       81     伊藤　　孝                 安　中       89
    田中　邦彦                 高　崎       81     井上　好行                 桐　生       89
    山内　正勝                 前　橋       81 102 原田　　忍                 東吾妻       90
    儘田　　務                 安　中       81     清水　清二                 藤　岡       90
    久木　茂伸                 前　橋       81     桾澤　茂樹                 みどり       90
    唐澤　次男                 長野原       81     柿沼　和幸                 太　田       90
    湯浅　政明                 玉　村       81     新井　郁夫                 前　橋       90
    纐纈　晃寛                 富　岡       81     日野　尚和                 東吾妻       90
    杉山　　茂                 高　崎       81     山岡　嘉則                 高　崎       90
    松岡　三夫                 吉　岡       81 109 多留見雄二                 高　崎       91
50 鬼頭　雅彦                 伊勢崎       82 110 榎並　雪彦                 草　津       92
    福田　　浩                 下仁田       82 111 清水　光雄                 安　中       94
    永井　　彰                 高　崎       82     坂本　文夫                 富　岡       94
    後藤　雅則                 渋　川       82 113 高橋　重剛                 渋　川       97
    鈴木　和明                 前　橋       82     飯塚喜代光                  ＮＲ           
    小池　修二                 高　崎       82     田島　孝宏                  ＮＲ           
    津久井孝一                 みどり       82                                                
    石原　一喜                 伊勢崎       82                                                
    備前島功雄                 太　田       82                                                
    堀口　昇一                 太　田       82                                                
    櫻井　文雄                 高　崎       82                                                

※同スコアーの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定


