
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 黒子　光貴                 前　橋       74 52 松岡　三夫                 吉　岡       81 116 日野　尚和                 東吾妻       85

    木村　裕明                 前　橋       74     金山　　浩                 前　橋       81 122 上原　昭和                 安　中       86
    野口　正雄                 前　橋       74     辻　　　章                 太　田       81     塩谷　貴永                 前　橋       86
    岡田　健人                 前　橋       74     片桐　忠夫                 高　崎       81     大良　正樹                 桐　生       86
5 永井　　彰                 高　崎       75     須永　雅夫                 桐　生       81     関口　俊二                 高　崎       86

    櫛渕　寛之                みなかみ      75     飯島喜久雄                 前　橋       81     堀口　　誠                 玉　村       86
    金山　　武                 前　橋       75     浅田　千秋                 高　崎       81     富田　　恭                 安　中       86
8 設楽　守廣                 前　橋       76     小澤慎太郎                 前　橋       81     濱野　哲敬                 高　崎       86

    鈴木　幸仁                 高　崎       76     青田　知浩                 大　泉       81     高橋　栄作                 高　崎       86
    伊藤　誠二                 渋　川       76     高野　政人                 前　橋       81     田嶋　人志                 榛　東       86
    狩野　明英                 前　橋       76 71 田中　友也                 高　崎       82     岩渕　和美                 渋　川       86
    田中　悦己                 桐　生       76     中島　武昌                 高　崎       82     大澤　　亨                 前　橋       86
    堀越　　誠                 高　崎       76     佐口　昭雄                 太　田       82     金　　基学                 高　崎       86
14 井川智一郎                 沼　田       77     栗原　秀男                 太　田       82 134 中島　昌彦                 高　崎       87
    小見　康雄                 高　崎       77     福島　英之                 藤　岡       82     小林　治重                 前　橋       87
    石井　　晶                 前　橋       77     塚越　伸一                 太　田       82     星野　　博                 伊勢崎       87
    森田　和男                 藤　岡       77     杉木　邦夫                みなかみ      82     茂木　大和                 高　崎       87
    福島　克彦                 前　橋       77     小澤　　渉                 嬬　恋       82     森田　志郎                 榛　東       87
    清水　　恵                 伊勢崎       77     横田　利幸                 富　岡       82     斉藤　信幸                 富　岡       87
    小林　順一                 安　中       77     小林　博行                 伊勢崎       82 140 鬼頭　雅彦                 伊勢崎       88
    篠原　　寿                 渋　川       77 81 阿久戸建児                 太　田       83     矢野　克義                 安　中       88
    小板橋保宏                 安　中       77     青木　仁嗣                 渋　川       83     大川　博司                 前　橋       88
23 浅野　基和                 渋　川       78     前畑　欣宏                 安　中       83     北　　俊一                 沼　田       88
    上野　和夫                 高　崎       78     人見　　忠                 太　田       83     芝入　達典                 前　橋       88
    笠原　一郎                 高　崎       78     有坂　良太                 安　中       83     新田　元大                 藤　岡       88
    井口　文英                 前　橋       78     津久井孝一                 みどり       83 146 小野寺高夫                 沼　田       89
    金井　啓寿                 高　崎       78     藤戸　正秋                 大　泉       83     福井　誠治                 前　橋       89
    斉藤　昭一                 高　崎       78     藤沢　英和                 高　崎       83     山岡　嘉則                 高　崎       89
    石井　一功                 太　田       78     樋口　隆夫                 沼　田       83     高野　　弘                 藤　岡       89
    原澤　悦典                 高　崎       78     須藤　哲男                 伊勢崎       83     岸　　幸成                 高　崎       89
31 福澤　八起                 長野原       79     桑原　　裕                 伊勢崎       83     小林　博文                 安　中       89
    橋爪　誠一                 中之条       79     小澤　拓真                 太　田       83 152 蜂巣　幸彦                 前　橋       90
    長塩　和生                 高　崎       79     岡部　康博                 榛　東       83     木内　正次                みなかみ      90
    竹澤　　孝                 前　橋       79     古内　元明                 渋　川       83     高橋　昌弘                 高　崎       90
    富沢　昌史                 安　中       79     草場　勇介                 伊勢崎       83     北屋敷　司                 伊勢崎       90
    佐野　知弘                みなかみ      79     諸田右千人                 昭　和       83 156 田畑　俊彦                 藤　岡       91
    灘谷　　寛                 高　崎       79     小池　敏幸                 高　崎       83     上原　計規                 前　橋       91
    滝沢　信夫                 長野原       79     柳　　守彦                 太　田       83     今泉　公志                 みどり       91
    小池　修二                 高　崎       79     八巻　　正                 榛　東       83     須永　　敦                 藤　岡       91
    阿部　政則                みなかみ      79 100 原澤　文雄                みなかみ      84     高橋　道信                 渋　川       91
    中川　　進                 渋　川       79     前原　淳一                 前　橋       84     塩田　哲也                 前　橋       91
    長岡　　均                 安　中       79     齋藤　軽信                 桐　生       84     川端　哲雄                 伊勢崎       91
43 山内　正勝                 前　橋       80     石坂　博司                 渋　川       84     今泉　雅弘                 桐　生       91
    原　　博文                 前　橋       80     儘田　　務                 安　中       84 164 天田　英明                 高　崎       92
    角田　幸一                 前　橋       80     松井　　登                 沼　田       84     石川　真行                 高　崎       92
    松崎　正幸                 前　橋       80     西原　明弘                 高　崎       84     北　　雅文                 沼　田       92
    須田　進一                 高　崎       80     原　　賢二                 高　崎       84 167 柴山　基大                 高　崎       93
    竹田　駿樹                 富　岡       80     高橋　　健                 前　橋       84     笠原　武敏                 玉　村       93
    渡辺　俊裕                 高　崎       80     田中　邦彦                 高　崎       84     藤井　正典                 高　崎       93
    梅山　　敦                 高　崎       80     梅田　　勝                 伊勢崎       84 170 高橋　晃規                みなかみ      94
    斎藤　新治                 渋　川       80     高橋　義一                 前　橋       84     郡司　正好                 前　橋       94
52 吉田　　篤                 甘　楽       81     福田　衛敬                 高　崎       84     牛込　雄一                 前　橋       94
    岩井　　誠                 富　岡       81     江原　　功                 高　崎       84     島田　岳志                 伊勢崎       94
    斉藤　憲司                 太　田       81     平尾　一夫                 高　崎       84 174 伊藤　　孝                 安　中       95
    栗山　尊弘                 吉　岡       81     千明　武男                 伊勢崎       84 175 中山　典昭                 高　崎       103
    竹内　陽一                 高　崎       81 116 福田　正行                 中之条       85 176 高橋　重剛                 渋　川       104
    蟻川　幸男                 前　橋       81     長山　盛雄                 太　田       85     宮下　隆志                  失格           
    福島　則雄                 渋　川       81     峯村　順一                 高　崎       85     瀬間　　昇                  ＮＲ           
    小野里篤雄                 高　崎       81     鈴木　昭彦                 高　崎       85     城所健之助                  ＮＲ           
    山上　利行                 桐　生       81     村岡　晋弥                 みどり       85                                                
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