
第24回群馬県市町村対抗ゴルフ選手権　白水ゴルフ倶楽部　2012年10月10日（水）
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 木村　正伸                 高　崎       68 61 岡野　　明                 甘　楽       81 119 小池　　裕                前･宮城       86
2 佐藤　省吾                 安　中       69     小池　敏幸                高･群馬       81     後閑　孝幸                高･箕郷       86
3 工藤　利明                 藤　岡       70     杉原　宏壮               東吾･吾妻      81     藤見　好和                伊･赤堀       86
4 川合　孝幸               安･松井田      72     新田　元大                藤･鬼石       81     大川　隆史                太･尾島       86

    松原　　満                伊勢･東       72     石坂　博司                渋･赤城       81     外山喜代一                前･大胡       86
6 清水　聖二               渋･伊香保      73     小林由紀夫               渋･伊香保      81     斉藤　昭一                高･群馬       86
7 長岡　　均               安･松井田      74     松岡　三夫                 吉　岡       81     高橋　輝道                 長野原       86

    梅澤　吉朗                 片　品       74     竹澤　広志                 川　場       81     山上　光一                桐･新里       86
    小野　　茂                高･箕郷       74     川島　隆夫                 大　泉       81     茂木　宏之                富･妙義       86
10 土屋　武雄              太･薮塚本町     75     小井戸康行                 南　牧       81 132 上野　幹誠                 明　和       87
    尾崎　　勉                み･新治       75     貫井　紀之                藤･鬼石       81     松井　　是                高･榛名       87
    狩野　又男                 前　橋       75     武藤　尚男                 下仁田       81     高橋　俊彦                富･妙義       87
13 櫻井　伸一                 草　津       76     黒岩　慎一                 嬬　恋       81     須藤　哲男                 伊勢崎       87
    篠原　　寿                 渋　川       76     阿久津吉章                伊勢･東       81     岩崎　正明                渋･赤城       87
    梅山　明久                 前　橋       76     上野　利彦                前･宮城       81     清水　和久                高･榛名       87
    関口　　隆                高･吉井       76 77 原田慶一郎                 館　林       82     神沢　輝行                伊･赤堀       87
    林　　辰男                み･新治       76     須藤　保志                 館　林       82     山上　利行                桐･新里       87
18 佐藤　匡哉                渋･子持       77     齋藤　和善                 富　岡       82     木村　謙三               み･月夜野      87
    滝沢　信也                 長野原       77     小川　　篤              太･薮塚本町     82 141 山崎　孝行                 嬬　恋       88
    山崎　博幸                 嬬　恋       77     大谷　好孝                伊勢･境       82     伊藤　好美                 甘　楽       88
    都丸　光二                渋･赤城       77     井野　裕介                 玉　村       82     桑原　文明                沼･利根       88
    河田　育雄                太･新田       77     臼田　圭一                 富　岡       82     広島　重美                伊勢･境       88
    赤石　　雅                 桐　生       77     海川　知博                 桐　生       82     滝沢　信夫                 長野原       88
    小渕　圭樹                 草　津       77     堀　　初夫                沼･白沢       82     後藤　智紀                 吉　岡       88
    辻　　　章                太･新田       77     堀　　福司              太･薮塚本町     82     中沢今朝治                 南　牧       88
    林　　　誠                 高　山       77 87 佐口　昭雄                 太　田       83     高瀬　正雄                みど･東       88
    菊地　隆一                 太　田       77     榎並　雪彦                 草　津       83 149 君島　　博                 千代田       89
28 藤井　隆之                渋･北橘       78     長尾　正之               み･月夜野      83     青木　皆育                藤･鬼石       89
    諸田右千人                 昭　和       78     山口　仁一                太･新田       83     萩原　伸明               前･富士見      89
    井川智一郎                 沼　田       78     高山　恵正                 大　泉       83     星野　浩明               み･大間々      89
    清水　　勲                 安　中       78     飯島　康之                 太　田       83     高澤雄一朗                太･尾島       89
    今井　達治               み･月夜野      78     諸田　政史                渋･北橘       83     増尾　仁一                 邑　楽       89
    田中　悦己                 桐　生       78     齋藤　常信                桐･新里       83     小野寺高夫                 沼　田       89
    浅野　基和                 渋　川       78     中島　昌彦                高･群馬       83     須田　　聖                高･榛名       89
35 福田　　浩                 下仁田       79     林　　秀治               渋･伊香保      83 157 桐谷　一郎                高･吉井       90
    佐藤　　順                 館　林       79     長日部　豊                 富　岡       83     佐藤　勇二                 下仁田       90
    嶋田　浩二                富･妙義       79 98 星野　　博                 片　品       84     藤澤　　昇                 昭　和       90
    岡島　康男                 邑　楽       79     狩野　英之                 榛　東       84     青木　庄一               東吾･吾妻      90
    櫛渕　　昭                 沼　田       79     原澤　悦典                 高　崎       84     篠原　　操                 邑　楽       90
    原澤　文雄                み･新治       79     古内　元明                渋･子持       84     小尾　　守                沼･白沢       90
    福田　篤哉                 安　中       79     長沼　光男                伊勢･境       84     萩原　裕文                 片　品       90
    高橋　　潔                 中之条       79     赤石　俊雄                み･笠懸       84 164 立見　友孝                高･箕郷       91
    中島　幸和                 高　崎       79     小堀　勝美               み･大間々      84     吉沢　和男               前･富士見      91
    中山　晴雄               み･大間々      79     岡部　和行                 榛　東       84 166 坂田　典久                太･尾島       92
    蟻川　光治                 中之条       79     中村　正男                沼･白沢       84     飯塚　卓也                東吾･東       92
46 奥木　　桂                東吾･東       80     松山　高昭                高･新町       84 168 神沢　勝義                伊･赤堀       93
    清水　　恵                 伊勢崎       80     佐間田正二                高･吉井       84     石関　賢一               前･富士見      93
    本多　八男                 渋　川       80     吉野　誠治                 川　場       84 170 河原　眞一                 千代田       94
    高橋　　昇                 吉　岡       80     木村　祐貴                高･新町       84     小林　　進                 高　山       94
    森尻　昭彦                 明　和       80     横坂　　明                 昭　和       84     石川　　三                み･水上       94
    小板橋保宏               安･松井田      80 112 大崎　俊光                前･宮城       85 173 森田　廣治                 明　和       95
    木村　延久                前･大胡       80     小林　定雄                渋･子持       85     角田　輝明                東吾･東       95
    清水　　実                 榛　東       80     阿部　政則                み･水上       85 175 佐藤　公規                み･水上       96
    加藤　　洋                 伊勢崎       80     蟻川　幸男                 前　橋       85 176 飯塚　郁夫                 高　山       97
    日野　尚和               東吾･吾妻      80     高橋　光雄                み･笠懸       85     町田　文雄                 千代田       97
    齋藤　春彦                 玉　村       80     岡田　光弘                高･新町       85 178 信澤　準一                 川　場       98
    高井　孝祐                前･大胡       80     湯浅　政明                 玉　村       85 179 茂木　栄一                 南　牧       99
    小林　康春                 藤　岡       80 119 齋藤　徹也                 甘　楽       86 180 高橋　　幹                沼･利根       100
    橋本　　淳                 藤　岡       80     岡村　恵一                みど･東       86 181 中村　庄一                み･笠懸       101
    織茂　　規                伊勢･東       80 田中　義男                渋･北橘       86 182 森　　良弘                みど･東       102
61 福島　敏夫                 中之条       81     藤戸　正秋                 大　泉       86 183 金子　幾勇                沼･利根       103

※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


