
第14回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第1回予選(男子)赤城国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　2015年9月18日(金)第14回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第1回予選(男子)赤城国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　2015年9月18日(金)第14回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第1回予選(男子)赤城国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　2015年9月18日(金)第14回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第1回予選(男子)赤城国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　2015年9月18日(金)
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 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              34343434 36363636 70707070

2222 金井　正善          金井　正善          金井　正善          金井　正善          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              大澤　康宏          大澤　康宏          大澤　康宏          大澤　康宏          太　田              太　田              太　田              太　田              39393939 33333333 72727272

                松原　　満          松原　　満          松原　　満          松原　　満          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              阿久津孝幸          阿久津孝幸          阿久津孝幸          阿久津孝幸          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              36363636 36363636 72727272

4444 小野里篤雄          小野里篤雄          小野里篤雄          小野里篤雄          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              廣瀬　光成          廣瀬　光成          廣瀬　光成          廣瀬　光成          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              36363636 37373737 73737373

5555 本多　八男          本多　八男          本多　八男          本多　八男          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              尾崎　　勉          尾崎　　勉          尾崎　　勉          尾崎　　勉          吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡              35353535 40404040 75757575

6666 浅野　基和          浅野　基和          浅野　基和          浅野　基和          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              阿部　善宏          阿部　善宏          阿部　善宏          阿部　善宏          みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ            40404040 36363636 76767676

                梅山　明久          梅山　明久          梅山　明久          梅山　明久          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              杉木　良彦          杉木　良彦          杉木　良彦          杉木　良彦          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              39393939 37373737 76767676

                田村　伸光          田村　伸光          田村　伸光          田村　伸光          太　田              太　田              太　田              太　田              長谷川雅広          長谷川雅広          長谷川雅広          長谷川雅広          太　田              太　田              太　田              太　田              37373737 39393939 76767676

                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              37373737 39393939 76767676

                佐口　昭雄          佐口　昭雄          佐口　昭雄          佐口　昭雄          太　田              太　田              太　田              太　田              福富　祥倫          福富　祥倫          福富　祥倫          福富　祥倫          大　泉              大　泉              大　泉              大　泉              37373737 39393939 76767676

11111111 久保　英昭          久保　英昭          久保　英昭          久保　英昭          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              石関　　泰          石関　　泰          石関　　泰          石関　　泰          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              39393939 38383838 77777777

                須田　進一          須田　進一          須田　進一          須田　進一          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              米沢　賢一          米沢　賢一          米沢　賢一          米沢　賢一          みどり              みどり              みどり              みどり              38383838 39393939 77777777

13131313 蟻川　幸男          蟻川　幸男          蟻川　幸男          蟻川　幸男          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              41414141 37373737 78787878

                長尾　正之          長尾　正之          長尾　正之          長尾　正之          みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ            齋藤　　誠          齋藤　　誠          齋藤　　誠          齋藤　　誠          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              40404040 38383838 78787878

                関口　祐介          関口　祐介          関口　祐介          関口　祐介          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              千明　孝夫          千明　孝夫          千明　孝夫          千明　孝夫          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              37373737 41414141 78787878

16161616 橋本　　剛          橋本　　剛          橋本　　剛          橋本　　剛          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              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              42424242 37373737 79797979

                橋爪　義典          橋爪　義典          橋爪　義典          橋爪　義典          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              猿渡　　猛          猿渡　　猛          猿渡　　猛          猿渡　　猛          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              40404040 39393939 79797979

                高橋　　潔          高橋　　潔          高橋　　潔          高橋　　潔          中之条              中之条              中之条              中之条              山口　忠士          山口　忠士          山口　忠士          山口　忠士          中之条              中之条              中之条              中之条              38383838 41414141 79797979

19191919 高橋　光雄          高橋　光雄          高橋　光雄          高橋　光雄          みどり              みどり              みどり              みどり              河田　育雄          河田　育雄          河田　育雄          河田　育雄          太　田              太　田              太　田              太　田              41414141 39393939 80808080

                長谷川勝己          長谷川勝己          長谷川勝己          長谷川勝己          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              持田　哲哉          持田　哲哉          持田　哲哉          持田　哲哉          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              40404040 40404040 80808080

                福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              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              37373737 43434343 80808080

22222222 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 41414141 81818181

23232323 桑畠　　剛          桑畠　　剛          桑畠　　剛          桑畠　　剛          玉　村              玉　村              玉　村              玉　村              阿久津達也          阿久津達也          阿久津達也          阿久津達也          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 40404040 82828282

                長岡　元樹          長岡　元樹          長岡　元樹          長岡　元樹          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              柴田紳一郎          柴田紳一郎          柴田紳一郎          柴田紳一郎          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              40404040 42424242 82828282

                福島　克彦          福島　克彦          福島　克彦          福島　克彦          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              宮下　隆志          宮下　隆志          宮下　隆志          宮下　隆志          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              40404040 42424242 82828282

26262626 秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太          安　中              安　中              安　中              安　中              41414141 42424242 83838383

27272727 斎藤　新治          斎藤　新治          斎藤　新治          斎藤　新治          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              立石　真一          立石　真一          立石　真一          立石　真一          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              44444444 40404040 84848484

                松本　威臣          松本　威臣          松本　威臣          松本　威臣          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              今泉　明夫          今泉　明夫          今泉　明夫          今泉　明夫          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              42424242 42424242 84848484

29292929 小池　敏幸          小池　敏幸          小池　敏幸          小池　敏幸          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              高橋　　昇          高橋　　昇          高橋　　昇          高橋　　昇          吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡              40404040 45454545 85858585

30303030 須藤　隆彦          須藤　隆彦          須藤　隆彦          須藤　隆彦          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              田中　悦己          田中　悦己          田中　悦己          田中　悦己          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              40404040 46464646 86868686

31313131 大武　英司          大武　英司          大武　英司          大武　英司          吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡              山口　智志          山口　智志          山口　智志          山口　智志          吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡              44444444 44444444 88888888

                小林　勝美          小林　勝美          小林　勝美          小林　勝美          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              佐藤　教裕          佐藤　教裕          佐藤　教裕          佐藤　教裕          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              40404040 48484848 88888888

33333333 中野　澄人          中野　澄人          中野　澄人          中野　澄人          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              加藤　　篤          加藤　　篤          加藤　　篤          加藤　　篤          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              47474747 42424242 89898989

                山田　克己          山田　克己          山田　克己          山田　克己          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              清水　健士          清水　健士          清水　健士          清水　健士          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              45454545 44444444 89898989

                吉川　勝美          吉川　勝美          吉川　勝美          吉川　勝美          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              柳田　　修          柳田　　修          柳田　　修          柳田　　修          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              43434343 46464646 89898989

36363636 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              43434343 48484848 91919191

37373737 新井　郁夫          新井　郁夫          新井　郁夫          新井　郁夫          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              45454545 50505050 95959595

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


