
第29回群馬県知事・議長杯ゴルフ選手権第4回予選 新玉村ゴルフ場 2014年5月28日(水)
順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ 順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ

1 染宮　　慶                 板　倉       74 56 渡辺　伸一                 伊勢崎       85
2 川島　勇介                 高　崎       75     正田　宜央                 伊勢崎       85

    松本　博史                 大　泉       75     平野　幸司                 藤　岡       85
    福富　祥倫                 大　泉       75     倉林　貞行                 高　崎       85
5 奥野　茂樹                 みどり       76     堀越　　誠                 高　崎       85
6 有賀　正起                 高　崎       77     細野　　延                 前　橋       85

    原田慶一郎                 館　林       77 67 纐纈　晃寛                 富　岡       86
    濱口　賢文                 高　崎       77     新井　郁夫                 前　橋       86
9 福田　正行                 中之条       78     中野　澄人                 高　崎       86

    角田　幸一                 前　橋       78     松崎　正幸                 前　橋       86
11 辻　　　章                 太　田       79     湯浅　政明                 玉　村       86
    佐藤　省吾                 安　中       79     渡辺　俊治                 吉　岡       86
    滝山　初夫                 前　橋       79     丸澤　　武                 甘　楽       86
    中沢　文行                 草　津       79     福田　　浩                 下仁田       86
    塩島　貴生                 伊勢崎       79     桑原　　裕                 伊勢崎       86
16 川島　　勝                 館　林       80     山内　正勝                 前　橋       86
    栗原　貞夫                 伊勢崎       80     大島　和久                 前　橋       86
    武藤　尚男                 下仁田       80     岡野　則行                 富　岡       86
    常世田正憲                 館　林       80 79 福井　　久                 前　橋       87
    新田　元大                 藤　岡       80     新井　光之                 安　中       87
    川和　　真                 前　橋       80     藤井　　裕                 伊勢崎       87
    鈴木　　学                 前　橋       80     大木　孝之                 伊勢崎       87
    栗原　一郎                 館　林       80     谷　　直樹                 東吾妻       87
    田邊　知已                 高　崎       80     長竹　敏次                 みどり       87
25 秋田　保弘                 大　泉       81     小澤　直尊                 前　橋       87
    松永　利之                 伊勢崎       81     青木　良男                 前　橋       87
    阿部　善宏                みなかみ      81     樋口　敏治                 高　崎       87
    福田　衛敬                 高　崎       81     佐藤　友久                 館　林       87
    岡部　康博                 榛　東       81     池田　和史                 伊勢崎       87
    大隅　正史                 太　田       81     須藤　隆彦                 前　橋       87
    木村　幾雄                 前　橋       81 91 樺澤　　守                 前　橋       88
    儘田　　務                 安　中       81     神谷　譲二                 太　田       88
    山上　利行                 桐　生       81 93 片野　明利                 大　泉       89
34 須藤　保志                 館　林       82     吉田　　篤                 甘　楽       89
    舘野　智行                 大　泉       82     高橋　　昇                 吉　岡       89
    海原　良介                 太　田       82     須田　幸郎                 伊勢崎       89
    今井　和弘                 板　倉       82     松浦　博良                 前　橋       89
38 小保方利幸                 伊勢崎       83 98 児玉　輝明                 藤　岡       90
    石坂　純一                みなかみ      83     上山　公臣                 伊勢崎       90
    森阪　誠二                 伊勢崎       83     柿沼富士夫                 伊勢崎       90
    貫井　紀之                 藤　岡       83     三友　　正                 高　崎       90
    室賀　祥樹                 高　崎       83     赤石　　雅                 桐　生       90
    清水　清二                 藤　岡       83     片山　浩志                 桐　生       90
    上村　光輝                 藤　岡       83 104 柿沼　浩二                 太　田       91
    小屋原　淳                 高　崎       83     鬼頭　雅彦                 伊勢崎       91
46 中島　昌彦                 高　崎       84     町田　貴之                 前　橋       91
    須永　雅夫                 桐　生       84 107 小林　保貴                 前　橋       92
    石井有希夫                 伊勢崎       84     備前島功雄                 太　田       92
    田島　孝宏                 桐　生       84 109 稲田　憲英                 みどり       93
    大澤　　亨                 前　橋       84     新井　一史                 桐　生       93
    飯島喜久雄                 前　橋       84 111 石井　健太                 邑　楽       94
    山田　裕之                 前　橋       84 112 高橋　晃規                みなかみ      95
    山津　精一                 伊勢崎       84     桾澤　茂樹                 みどり       95
    齋藤　常信                 桐　生       84 114 加藤　　篤                 高　崎       97
    藤戸　正秋                 大　泉       84 115 津久田　博                 高　崎       98
56 岩田　三男                 伊勢崎       85     山岡土佐雄                  失格           
    清水　治雄                 太　田       85     高橋　秀臣                  ＮＲ           
    久保田義弘                 太　田       85                                                
    町田　寛徳                 下仁田       85                                                
    小川　正浩                 館　林       85                                                

※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


