
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 篠原　　寿                 渋　川       74 51 鬼頭　雅彦                 伊勢崎       83 120 山岡　嘉則                 高　崎       91
2 今井　和昌                 安　中       75 62 千明　直一                 伊勢崎       84 122 中川　　進                 渋　川       92
3 清水　清二                 藤　岡       76     戸井　智之                 高　崎       84     笠原　　武                 藤　岡       92

    大和田康夫                 中之条       76     富沢　昌史                 安　中       84     岩崎　暁展                 前　橋       92
    佐藤　圭胤                 前　橋       76     佐藤　幸一                 富　岡       84 125 後藤　則男                 安　中       93
6 竹内　陽一                 高　崎       77     浅見　幸宏                 前　橋       84     熊井　秀一                 富　岡       93

    工藤　利明                 藤　岡       77     田中　友也                 高　崎       84     山田　克己                 藤　岡       93
    結城　典文                 前　橋       77     久保　侑也                 前　橋       84     笹田　和也                 高　崎       93
    相澤　久之                 桐　生       77     諸田右千人                 昭　和       84 129 金垣　　聡                 前　橋       94
10 福島　則雄                 渋　川       78 70 清水　浩之                 安　中       85     原　　賢二                 高　崎       94
    中島　信次                 安　中       78     原田　照一                 富　岡       85     村上　　孝                 高　崎       94
    佐藤　省吾                 安　中       78     篠原　　智                 藤　岡       85 132 鈴木　和明                 前　橋       95
    藤沢　英和                 高　崎       78     横尾　康弘                 富　岡       85 133 小畑　　卓                 前　橋       96
    中島　幸和                 高　崎       78     若岡　良樹                 高　崎       85     谷村　幸樹                 高　崎       96
15 山下　正彦                 前　橋       79     飯島喜久雄                 前　橋       85 135 岩渕　和美                 渋　川       97
    須藤　正樹                 高　崎       79     吉田　貴行                 伊勢崎       85     竹内　謙二                 高　崎       97
    伊藤　誠二                 渋　川       79     江原　　功                 高　崎       85     森　　　薫                 前　橋       97
    藤井　隆之                 渋　川       79     鈴木　幸仁                 高　崎       85     佐藤　和治                 富　岡       97
    片桐　忠夫                 高　崎       79     深町　侯一                 伊勢崎       85 139 鬼形　博之                 安　中       109
    菅野　裕行                 藤　岡       79     櫛渕　寛之                みなかみ      85                                                
    細野　晃詳                 伊勢崎       79     竹澤　　孝                 前　橋       85                                                
22 蟻川　幸男                 前　橋       80     桑原　　裕                 伊勢崎       85                                                
    臼田　圭一                 富　岡       80     近藤　政志                 高　崎       85                                                
    植田　浩二                 片　品       80     星野　　巌                 榛　東       85                                                
    櫻井　文雄                 高　崎       80     長日部貴博                 安　中       85                                                
    市川　恵二                 中之条       80 86 松崎　正幸                 前　橋       86                                                
    石田　三男                 榛　東       80     北　　俊一                 沼　田       86                                                
    高田　　優                 玉　村       80     山崎　　弘                 嬬　恋       86                                                
    善養寺正彦                 高　崎       80     上野　和夫                 高　崎       86                                                
30 遊佐　健策                 伊勢崎       81     小池　敏幸                 高　崎       86                                                
    原田慶一郎                 館　林       81 91 日野　尚和                 東吾妻       87                                                
    小倉　孝一                 館　林       81     高橋　淳芳                 みどり       87                                                
    福田　正行                 中之条       81     前畑　欣宏                 安　中       87                                                
    増山　馨介                 桐　生       81     福田　衛敬                 高　崎       87                                                
    持田　哲哉                 前　橋       81     武藤　尚男                 下仁田       87                                                
    岡本　知紀                 前　橋       81     小林　博文                 安　中       87                                                
    新井　光興                 高　崎       81 97 小林　保貴                 高　崎       88                                                
    小野　　茂                 高　崎       81     黛　　良介                 榛　東       88                                                
    志村　和彦                 伊勢崎       81     西尾　良明                 高　崎       88                                                
40 古賀　　茂                 前　橋       82     佐藤　真尚                 前　橋       88                                                
    横山　博文                 太　田       82     石井　卓二                 太　田       88                                                
    鈴木　　学                 前　橋       82     橋爪　誠一                 中之条       88                                                
    廣瀬　光成                 高　崎       82     須藤　哲男                 伊勢崎       88                                                
    小澤　孝之                 渋　川       82     福井　　久                 前　橋       88                                                
    中島　武昌                 高　崎       82     重村　光昭                 伊勢崎       88                                                
    吉田　　篤                 甘　楽       82     堀越　　誠                 高　崎       88                                                
    栗原　　隆                 安　中       82     武井　　環                 高　崎       88                                                
    田中　邦彦                 高　崎       82 108 堀　　　久                 藤　岡       89                                                
    原澤　文雄                みなかみ      82     堀口　昇一                 太　田       89                                                
    櫻井　　明                 前　橋       82     久保　直人                 富　岡       89                                                
51 儘田　　務                 安　中       83     狩野　明英                 前　橋       89                                                
    新田　元大                 藤　岡       83     高野　政人                 前　橋       89                                                
    山上　利行                 桐　生       83     田邊　知已                 高　崎       89                                                
    和田　　淳                 前　橋       83 114 鈴木　猛志                 渋　川       90                                                
    須藤　隆彦                 前　橋       83     福井　誠治                 前　橋       90                                                
    本多　八男                 渋　川       83     古内　元明                 渋　川       90                                                
    松永　利之                 伊勢崎       83     高橋　　亨                 渋　川       90                                                
    大塚　武典                 中之条       83     堀口　　哲                 高　崎       90                                                
    松村　　勝                 渋　川       83     須田　幸郎                 伊勢崎       90                                                
    篠原　雄一                 榛　東       83 120 田辺喜美雄                 玉　村       91                                                

※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

第39回群馬県アマチュアゴルフ選手権第１回予選 ﾛｰｽﾞﾍﾞｲｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 2013年4月6日(土)


