
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 奈良　泰佑     桐　生  71 56 長日部貴博     安　中  85 116 片山　浩志     桐　生  94
2 三好　海土     高　崎  73     木内　正次    みなかみ 85     城所健之助     藤　岡  94
3 長谷川楓弥     太　田  75     小川　彰宏     太　田  85 123 福田　衛敬     高　崎  95
4 藤沢　英和     高　崎  76     青田　知浩     大　泉  85     塩田　哲也     前　橋  95
    木村　正伸     高　崎  76     有坂　良太     安　中  85     新井　和正     太　田  95
    松崎　正幸     前　橋  76     河野礼次郎     高　崎  85     荻原　　誠     富　岡  95
7 榎並　雪彦     草　津  77     中川　　進     渋　川  85 127 濱野　哲敬     高　崎  96
    灘谷　　寛     高　崎  77     斉藤　信幸     富　岡  85     滝山　初夫     前　橋  96
    松井　弘樹     みどり  77     小堀　勝美     みどり  85 129 松本　　肇     高　崎  97
    小林　康春     藤　岡  77 70 田畑　典之     高　崎  86     桑原　幹博     太　田  97
11 阿部　政則    みなかみ 78     佐口　昭雄     太　田  86 131 長谷川夢希     館　林  98
    山崎　　弘     嬬　恋  78     浅田　千秋     高　崎  86 132 前畑　欣宏     安　中  101
    清水　　勲     安　中  78     松田　良一     高　崎  86     播磨谷剛司     前　橋  101
    萩原　裕文     片　品  78     齋藤　軽信     桐　生  86     高橋　勝己      失格      
15 須田　達也     伊勢崎  79     小菅　利弘     富　岡  86     清水　愼司      ＮＲ      
    小林　秀吉     明　和  79     橋詰　一彦     前　橋  86                                 
    関口　　佑     渋　川  79     蟻川　幸男     前　橋  86                                 
18 新井　光興     高　崎  80     石川　　岳     桐　生  86                                 
    横田　利幸     富　岡  80 79 杉山　　茂     高　崎  87                                 
    高橋　道信     渋　川  80     田中　友也     高　崎  87                                 
    石田　三男     榛　東  80     塚越　伸一     太　田  87                                 
    和田　　淳     前　橋  80     久木　茂伸     前　橋  87                                 
    栗原　　隆     安　中  80     篠原　　智     藤　岡  87                                 
    栗山　尊弘     吉　岡  80     江原　　功     高　崎  87                                 
    中島　武昌     高　崎  80 85 大塚真太郎     桐　生  88                                 
    纐纈　晃寛     富　岡  80     今井　光敏     下仁田  88                                 
    尾崎　　勉    みなかみ 80     日野　尚和     東吾妻  88                                 
28 須田　進一     高　崎  81     柳澤　　肇     安　中  88                                 
    福島　則雄     渋　川  81     大澤　　亨     前　橋  88                                 
    櫻井　文雄     高　崎  81     大河原光一     富　岡  88                                 
    松原　孝行     藤　岡  81 91 小林　　誠     玉　村  89                                 
    竹内　陽一     高　崎  81     前田　直久     前　橋  89                                 
    金　　道亨     高　崎  81     湯浅　弘和     高　崎  89                                 
34 斎藤　新治     渋　川  82     吉田　　篤     甘　楽  89                                 
    山崎　孝行     嬬　恋  82     唐澤　次男     長野原  89                                 
    金　　基学     前　橋  82     金山　　浩     前　橋  89                                 
    山内　正勝     前　橋  82     小林　博文     安　中  89                                 
    綿貫　安一     高　崎  82 98 高橋　直寛     安　中  90                                 
    斉藤　一三     沼　田  82     大澤啓一郎     太　田  90                                 
    古内　元明     渋　川  82     星野　　博     片　品  90                                 
41 小野寺高夫     沼　田  83     小池　敏幸     高　崎  90                                 
    片桐　忠夫     高　崎  83     中山　雅志     安　中  90                                 
    諸星　和夫     下仁田  83     草場　勇介     伊勢崎  90                                 
    小池　忠彦     渋　川  83     柳　　守彦     太　田  90                                 
    松本　和幸     前　橋  83     金城　建佑     前　橋  90                                 
    堀口　　誠     玉　村  83     櫛渕　　昭     沼　田  90                                 
    福田　　浩     下仁田  83 107 日下　武明     前　橋  91                                 
    原澤　文雄    みなかみ 83     飯島喜久雄     前　橋  91                                 
    福島　英之     藤　岡  83     富沢　昌史     安　中  91                                 
50 西原　明弘     高　崎  84 110 中沢　茂之     渋　川  93                                 
    谷　　直樹     東吾妻  84     田子　英明     榛　東  93                                 
    松井　健司     高　崎  84     武者　元一     高　崎  93                                 
    梅山　　敦     高　崎  84     樋口　敏治     高　崎  93                                 
    小野里篤雄     高　崎  84     宮野　忠之     高　崎  93                                 
    角田　幸一     前　橋  84     今泉　明夫     前　橋  93                                 
56 赤澤　洋司     前　橋  85 116 高橋美三男     片　品  94                                 
    高橋　　勉     高　崎  85     稲田　　浩     みどり  94                                 
    八巻　　正     榛　東  85     小野里幸司     高　崎  94                                 
    木村　文徳     前　橋  85     吉田　利文     前　橋  94                                 
    飯塚　正彦     高　崎  85     武井　　悟     安　中  94                                 
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