
第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第4回予選(男子)富岡倶楽部　2016年10月20日(木)第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第4回予選(男子)富岡倶楽部　2016年10月20日(木)第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第4回予選(男子)富岡倶楽部　2016年10月20日(木)第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第4回予選(男子)富岡倶楽部　2016年10月20日(木)
順位順位順位順位 ｱｳﾄｱｳﾄｱｳﾄｱｳﾄ ｲﾝｲﾝｲﾝｲﾝ ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ

1111 土田　健輔          土田　健輔          土田　健輔          土田　健輔          榛　東              榛　東              榛　東              榛　東              多胡　昌行          多胡　昌行          多胡　昌行          多胡　昌行          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              35353535 34343434 69696969
2222 津久井孝一          津久井孝一          津久井孝一          津久井孝一          みどり              みどり              みどり              みどり              海川　知博          海川　知博          海川　知博          海川　知博          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              35353535 35353535 70707070
3333 山田　克己          山田　克己          山田　克己          山田　克己          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              吉川　勝美          吉川　勝美          吉川　勝美          吉川　勝美          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              35353535 36363636 71717171
4444 小野　　茂          小野　　茂          小野　　茂          小野　　茂          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              青木　　章          青木　　章          青木　　章          青木　　章          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 35353535 72727272

                藤井　隆之          藤井　隆之          藤井　隆之          藤井　隆之          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              木村　正伸          木村　正伸          木村　正伸          木村　正伸          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 35353535 72727272
                若岡　良樹          若岡　良樹          若岡　良樹          若岡　良樹          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              冨沢　昌史          冨沢　昌史          冨沢　昌史          冨沢　昌史          安　中              安　中              安　中              安　中              37373737 35353535 72727272

7777 大和田康夫          大和田康夫          大和田康夫          大和田康夫          中之条              中之条              中之条              中之条              福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              38383838 35353535 73737373
                石倉　敏正          石倉　敏正          石倉　敏正          石倉　敏正          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              横沢　大介          横沢　大介          横沢　大介          横沢　大介          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              37373737 36363636 73737373
                高橋　恒人          高橋　恒人          高橋　恒人          高橋　恒人          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              井口　文英          井口　文英          井口　文英          井口　文英          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              36363636 37373737 73737373
                中島　幸和          中島　幸和          中島　幸和          中島　幸和          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              岩田　孝光          岩田　孝光          岩田　孝光          岩田　孝光          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              35353535 38383838 73737373

11111111 蟻川　幸男          蟻川　幸男          蟻川　幸男          蟻川　幸男          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              岡部　康博          岡部　康博          岡部　康博          岡部　康博          榛　東              榛　東              榛　東              榛　東              38383838 36363636 74747474
                山下　太郎          山下　太郎          山下　太郎          山下　太郎          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              竹内　陽一          竹内　陽一          竹内　陽一          竹内　陽一          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              38383838 36363636 74747474
                国吉　寛治          国吉　寛治          国吉　寛治          国吉　寛治          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              平林　英成          平林　英成          平林　英成          平林　英成          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 37373737 74747474
                稲田　憲英          稲田　憲英          稲田　憲英          稲田　憲英          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              田中　悦己          田中　悦己          田中　悦己          田中　悦己          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              36363636 38383838 74747474
                金山　義行          金山　義行          金山　義行          金山　義行          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              狩野　又男          狩野　又男          狩野　又男          狩野　又男          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              36363636 38383838 74747474
                川和　　真          川和　　真          川和　　真          川和　　真          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              岡村　恵一          岡村　恵一          岡村　恵一          岡村　恵一          みどり              みどり              みどり              みどり              36363636 38383838 74747474

17171717 戸塚　尚夫          戸塚　尚夫          戸塚　尚夫          戸塚　尚夫          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              清水　浩之          清水　浩之          清水　浩之          清水　浩之          安　中              安　中              安　中              安　中              39393939 36363636 75757575
                小笠原利晃          小笠原利晃          小笠原利晃          小笠原利晃          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              中澤　孝二          中澤　孝二          中澤　孝二          中澤　孝二          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              39393939 36363636 75757575
                江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              関口　　茂          関口　　茂          関口　　茂          関口　　茂          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              38383838 37373737 75757575
                福田　　浩          福田　　浩          福田　　浩          福田　　浩          下仁田              下仁田              下仁田              下仁田              小間　祐司          小間　祐司          小間　祐司          小間　祐司          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              38383838 37373737 75757575
                宮野　忠之          宮野　忠之          宮野　忠之          宮野　忠之          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              徳永　幸雄          徳永　幸雄          徳永　幸雄          徳永　幸雄          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              36363636 39393939 75757575

22222222 松沢　　斉          松沢　　斉          松沢　　斉          松沢　　斉          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              芹沢　良幸          芹沢　良幸          芹沢　良幸          芹沢　良幸          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              40404040 36363636 76767676
                原田慶一郎          原田慶一郎          原田慶一郎          原田慶一郎          館　林              館　林              館　林              館　林              須藤　保志          須藤　保志          須藤　保志          須藤　保志          館　林              館　林              館　林              館　林              40404040 36363636 76767676
                上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太          安　中              安　中              安　中              安　中              秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              39393939 37373737 76767676
                猪又　晴孝          猪又　晴孝          猪又　晴孝          猪又　晴孝          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              堀口　剛史          堀口　剛史          堀口　剛史          堀口　剛史          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              38383838 38383838 76767676
                山崎　孝行          山崎　孝行          山崎　孝行          山崎　孝行          嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              山崎　博幸          山崎　博幸          山崎　博幸          山崎　博幸          嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              38383838 38383838 76767676
                儘田　　務          儘田　　務          儘田　　務          儘田　　務          安　中              安　中              安　中              安　中              宮下　隆志          宮下　隆志          宮下　隆志          宮下　隆志          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              36363636 40404040 76767676

28282828 加藤　貴行          加藤　貴行          加藤　貴行          加藤　貴行          太　田              太　田              太　田              太　田              村岡　晋弥          村岡　晋弥          村岡　晋弥          村岡　晋弥          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              41414141 36363636 77777777
                那波芳比古          那波芳比古          那波芳比古          那波芳比古          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              橋本　　剛          橋本　　剛          橋本　　剛          橋本　　剛          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              40404040 37373737 77777777
                柳澤　　誠          柳澤　　誠          柳澤　　誠          柳澤　　誠          安　中              安　中              安　中              安　中              長日部　豊          長日部　豊          長日部　豊          長日部　豊          安　中              安　中              安　中              安　中              40404040 37373737 77777777

31313131 遊佐　健策          遊佐　健策          遊佐　健策          遊佐　健策          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              加藤　　洋          加藤　　洋          加藤　　洋          加藤　　洋          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              40404040 38383838 78787878
                小菅　利弘          小菅　利弘          小菅　利弘          小菅　利弘          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              新井　大介          新井　大介          新井　大介          新井　大介          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              39393939 39393939 78787878
                高山　満光          高山　満光          高山　満光          高山　満光          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              坂居　昭博          坂居　昭博          坂居　昭博          坂居　昭博          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              39393939 39393939 78787878
                原　　賢二          原　　賢二          原　　賢二          原　　賢二          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              松原　史和          松原　史和          松原　史和          松原　史和          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              38383838 40404040 78787878
                藤澤　邦俊          藤澤　邦俊          藤澤　邦俊          藤澤　邦俊          太　田              太　田              太　田              太　田              太田　博仁          太田　博仁          太田　博仁          太田　博仁          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              38383838 40404040 78787878
                佐藤　省吾          佐藤　省吾          佐藤　省吾          佐藤　省吾          安　中              安　中              安　中              安　中              栗原　　隆          栗原　　隆          栗原　　隆          栗原　　隆          安　中              安　中              安　中              安　中              38383838 40404040 78787878
                渡辺　伸一          渡辺　伸一          渡辺　伸一          渡辺　伸一          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              舘野　智行          舘野　智行          舘野　智行          舘野　智行          大　泉              大　泉              大　泉              大　泉              37373737 41414141 78787878
                林　　義宣          林　　義宣          林　　義宣          林　　義宣          みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ            中野　澄人          中野　澄人          中野　澄人          中野　澄人          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 41414141 78787878

39393939 寺島　直紀          寺島　直紀          寺島　直紀          寺島　直紀          東吾妻              東吾妻              東吾妻              東吾妻              萩原　　昇          萩原　　昇          萩原　　昇          萩原　　昇          東吾妻              東吾妻              東吾妻              東吾妻              40404040 39393939 79797979
                田宮　正彦          田宮　正彦          田宮　正彦          田宮　正彦          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              新井　由隆          新井　由隆          新井　由隆          新井　由隆          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              40404040 39393939 79797979
                羽石　有宜          羽石　有宜          羽石　有宜          羽石　有宜          千代田              千代田              千代田              千代田              小野里尚也          小野里尚也          小野里尚也          小野里尚也          太　田              太　田              太　田              太　田              40404040 39393939 79797979
                小林　晃豊          小林　晃豊          小林　晃豊          小林　晃豊          みどり              みどり              みどり              みどり              長竹　伯晶          長竹　伯晶          長竹　伯晶          長竹　伯晶          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              39393939 40404040 79797979
                横田　利幸          横田　利幸          横田　利幸          横田　利幸          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              竹渕　典男          竹渕　典男          竹渕　典男          竹渕　典男          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              38383838 41414141 79797979

44444444 萩原　和久          萩原　和久          萩原　和久          萩原　和久          片　品              片　品              片　品              片　品              植田　浩二          植田　浩二          植田　浩二          植田　浩二          片　品              片　品              片　品              片　品              42424242 38383838 80808080
                高木　正巳          高木　正巳          高木　正巳          高木　正巳          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              山崎　　剛          山崎　　剛          山崎　　剛          山崎　　剛          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              41414141 39393939 80808080
                田中　義男          田中　義男          田中　義男          田中　義男          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              佃　　一生          佃　　一生          佃　　一生          佃　　一生          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              41414141 39393939 80808080
                鈴木チアゴ          鈴木チアゴ          鈴木チアゴ          鈴木チアゴ          太　田              太　田              太　田              太　田              高橋　　崇          高橋　　崇          高橋　　崇          高橋　　崇          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              41414141 39393939 80808080
                湯浅　弘和          湯浅　弘和          湯浅　弘和          湯浅　弘和          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              梅田　　勝          梅田　　勝          梅田　　勝          梅田　　勝          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              40404040 40404040 80808080
                茂田　秀雄          茂田　秀雄          茂田　秀雄          茂田　秀雄          榛　東              榛　東              榛　東              榛　東              福島　正幸          福島　正幸          福島　正幸          福島　正幸          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              39393939 41414141 80808080

50505050 赤沼　正登          赤沼　正登          赤沼　正登          赤沼　正登          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              金田　博明          金田　博明          金田　博明          金田　博明          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              42424242 39393939 81818181
                原田　晶則          原田　晶則          原田　晶則          原田　晶則          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              塩出　　勝          塩出　　勝          塩出　　勝          塩出　　勝          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              41414141 40404040 81818181
                須藤　孝士          須藤　孝士          須藤　孝士          須藤　孝士          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              三木　茂樹          三木　茂樹          三木　茂樹          三木　茂樹          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              41414141 40404040 81818181
                浦野　友和          浦野　友和          浦野　友和          浦野　友和          草　津              草　津              草　津              草　津              伊藤　良一          伊藤　良一          伊藤　良一          伊藤　良一          中之条              中之条              中之条              中之条              40404040 41414141 81818181

54545454 島田　秀明          島田　秀明          島田　秀明          島田　秀明          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              斎藤　武司          斎藤　武司          斎藤　武司          斎藤　武司          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              43434343 39393939 82828282
                萩原　俊治          萩原　俊治          萩原　俊治          萩原　俊治          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              斉藤　英隆          斉藤　英隆          斉藤　英隆          斉藤　英隆          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              43434343 39393939 82828282
                馬場　達三          馬場　達三          馬場　達三          馬場　達三          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              島村　晴信          島村　晴信          島村　晴信          島村　晴信          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              42424242 40404040 82828282
                高野　兼寿          高野　兼寿          高野　兼寿          高野　兼寿          みどり              みどり              みどり              みどり              瀬瀬瀬瀬谷谷谷谷　俊行          　俊行          　俊行          　俊行          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              41414141 41414141 82828282
                桑畠桑畠桑畠桑畠　　剛          　　剛          　　剛          　　剛          玉玉玉玉　村              　村              　村              　村              阿阿阿阿久津達也          久津達也          久津達也          久津達也          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              41414141 41414141 82828282

59595959 林　　和弘          林　　和弘          林　　和弘          林　　和弘          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              日下　武明          日下　武明          日下　武明          日下　武明          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              39393939 44444444 83838383
60606060 神神神神保　富明          保　富明          保　富明          保　富明          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              高橋　忠宏          高橋　忠宏          高橋　忠宏          高橋　忠宏          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              41414141 44444444 85858585

                大塚　　孝          大塚　　孝          大塚　　孝          大塚　　孝          榛　東              榛　東              榛　東              榛　東              森森森森　　大　　大　　大　　大作作作作                                        渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              41414141 44444444 85858585
                新井　新井　新井　新井　郁郁郁郁夫          夫          夫          夫          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              田口　良宣          田口　良宣          田口　良宣          田口　良宣          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              41414141 44444444 85858585

＊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＊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＊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＊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

チーム　男子の部成績チーム　男子の部成績チーム　男子の部成績チーム　男子の部成績


