
順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ 順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ 順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ

1111 関　　徹也          関　　徹也          関　　徹也          関　　徹也                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       72727272 59595959 高橋勇二郎          高橋勇二郎          高橋勇二郎          高橋勇二郎                 中之条              中之条              中之条              中之条       82828282 121121121121 後藤　則男          後藤　則男          後藤　則男          後藤　則男                 安　中              安　中              安　中              安　中       90909090

                山崎　孝行          山崎　孝行          山崎　孝行          山崎　孝行                 嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋       72727272                 矢澤　幸彦          矢澤　幸彦          矢澤　幸彦          矢澤　幸彦                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       82828282 122122122122 笹田　和也          笹田　和也          笹田　和也          笹田　和也                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       91919191

3333 小巻貴由樹          小巻貴由樹          小巻貴由樹          小巻貴由樹                 太　田              太　田              太　田              太　田       73737373                 高橋　洋二          高橋　洋二          高橋　洋二          高橋　洋二                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       82828282                 飯塚　知之          飯塚　知之          飯塚　知之          飯塚　知之                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       91919191

                中山　忠裕          中山　忠裕          中山　忠裕          中山　忠裕                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       73737373                 江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       82828282                 遠田　孝寿          遠田　孝寿          遠田　孝寿          遠田　孝寿                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       91919191

5555 佐藤　友久          佐藤　友久          佐藤　友久          佐藤　友久                 館　林              館　林              館　林              館　林       74747474                 奥澤　　茂          奥澤　　茂          奥澤　　茂          奥澤　　茂                 明　和              明　和              明　和              明　和       82828282 125125125125 金子　秀成          金子　秀成          金子　秀成          金子　秀成                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       92929292

                菅野　裕行          菅野　裕行          菅野　裕行          菅野　裕行                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       74747474 66666666 堀口　善弘          堀口　善弘          堀口　善弘          堀口　善弘                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       83838383                 安澤　嘉高          安澤　嘉高          安澤　嘉高          安澤　嘉高                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       92929292

                石井　一功          石井　一功          石井　一功          石井　一功                 太　田              太　田              太　田              太　田       74747474                 福井　　久          福井　　久          福井　　久          福井　　久                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383 127127127127 福島　正幸          福島　正幸          福島　正幸          福島　正幸                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       94949494

                浅野　基和          浅野　基和          浅野　基和          浅野　基和                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       74747474                 石原　正行          石原　正行          石原　正行          石原　正行                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383                 秦　龍三郎          秦　龍三郎          秦　龍三郎          秦　龍三郎                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       94949494

                橋爪　義典          橋爪　義典          橋爪　義典          橋爪　義典                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       74747474                 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       83838383 129129129129 久保田稔郎          久保田稔郎          久保田稔郎          久保田稔郎                 大　泉              大　泉              大　泉              大　泉       95959595

                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      74747474                 唐澤　次男          唐澤　次男          唐澤　次男          唐澤　次男                 長野原              長野原              長野原              長野原       83838383 130130130130 川上　澄夫          川上　澄夫          川上　澄夫          川上　澄夫                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       97979797

11111111 岩城　弘織          岩城　弘織          岩城　弘織          岩城　弘織                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       75757575                 高橋　　昇          高橋　　昇          高橋　　昇          高橋　　昇                 大　泉              大　泉              大　泉              大　泉       83838383 131131131131 田崎　　徹          田崎　　徹          田崎　　徹          田崎　　徹                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       98989898

                野田　典靖          野田　典靖          野田　典靖          野田　典靖                 安　中              安　中              安　中              安　中       75757575                 山内　正勝          山内　正勝          山内　正勝          山内　正勝                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383 132132132132 伊藤　　孝          伊藤　　孝          伊藤　　孝          伊藤　　孝                 安　中              安　中              安　中              安　中       100100100100

                堀越　　誠          堀越　　誠          堀越　　誠          堀越　　誠                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       75757575                 斉藤　孝夫          斉藤　孝夫          斉藤　孝夫          斉藤　孝夫                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       83838383 133133133133 大塚　祐寿          大塚　祐寿          大塚　祐寿          大塚　祐寿                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       101101101101

                加藤　　洋          加藤　　洋          加藤　　洋          加藤　　洋                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       75757575                 若岡　良樹          若岡　良樹          若岡　良樹          若岡　良樹                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       83838383 134134134134 狩野　雅光          狩野　雅光          狩野　雅光          狩野　雅光                 中之条              中之条              中之条              中之条       102102102102

                朝鳥　洋介          朝鳥　洋介          朝鳥　洋介          朝鳥　洋介                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       75757575                 林　　和弘          林　　和弘          林　　和弘          林　　和弘                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       83838383                 布施　政也          布施　政也          布施　政也          布施　政也                  失格                失格                失格                失格                    

16161616 宮崎　祐樹          宮崎　祐樹          宮崎　祐樹          宮崎　祐樹                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       76767676                 飯塚　邦男          飯塚　邦男          飯塚　邦男          飯塚　邦男                 南　牧              南　牧              南　牧              南　牧       83838383                 山崎　　哲          山崎　　哲          山崎　　哲          山崎　　哲                  失格                失格                失格                失格                    

                永島　和行          永島　和行          永島　和行          永島　和行                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       76767676                 長塩　和生          長塩　和生          長塩　和生          長塩　和生                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       83838383                                                                                                                                                                                             

                八田　雅弘          八田　雅弘          八田　雅弘          八田　雅弘                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       76767676                 白岩　弘之          白岩　弘之          白岩　弘之          白岩　弘之                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       83838383                                                                                                                                                                                             

                秋田　保弘          秋田　保弘          秋田　保弘          秋田　保弘                 大　泉              大　泉              大　泉              大　泉       76767676 79797979 花川　光洋          花川　光洋          花川　光洋          花川　光洋                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                                                                                                                                                                                             

20202020 清水　　勲          清水　　勲          清水　　勲          清水　　勲                 安　中              安　中              安　中              安　中       77777777                 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       84848484                                                                                                                                                                                             

                齋藤　和善          齋藤　和善          齋藤　和善          齋藤　和善                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       77777777                 新井　一史          新井　一史          新井　一史          新井　一史                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       84848484                                                                                                                                                                                             

                田宮　正彦          田宮　正彦          田宮　正彦          田宮　正彦                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       77777777                 原田　秀文          原田　秀文          原田　秀文          原田　秀文                 安　中              安　中              安　中              安　中       84848484                                                                                                                                                                                             

                福田　　浩          福田　　浩          福田　　浩          福田　　浩                 下仁田              下仁田              下仁田              下仁田       77777777                 野村　　誠          野村　　誠          野村　　誠          野村　　誠                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                                                                                                                                                                                             

24242424 神沢　徳久          神沢　徳久          神沢　徳久          神沢　徳久                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       78787878                 三原　光一          三原　光一          三原　光一          三原　光一                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                                                                                                                                                                                             

                茂木　清治          茂木　清治          茂木　清治          茂木　清治                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       78787878                 松沢　　斉          松沢　　斉          松沢　　斉          松沢　　斉                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                                                                                                                                                                                             

                金子　　仁          金子　　仁          金子　　仁          金子　　仁                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       78787878                 堀　　正樹          堀　　正樹          堀　　正樹          堀　　正樹                 太　田              太　田              太　田              太　田       84848484                                                                                                                                                                                             

                高木　清成          高木　清成          高木　清成          高木　清成                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       78787878                 黒崎　将哉          黒崎　将哉          黒崎　将哉          黒崎　将哉                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                                                                                                                                                                                             

                小池　　哲          小池　　哲          小池　　哲          小池　　哲                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       78787878 88888888 纐纈　晃寛          纐纈　晃寛          纐纈　晃寛          纐纈　晃寛                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       85858585                                                                                                                                                                                             

                田子　英明          田子　英明          田子　英明          田子　英明                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       78787878                 増山　馨介          増山　馨介          増山　馨介          増山　馨介                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       85858585                                                                                                                                                                                             

                山田　茂伸          山田　茂伸          山田　茂伸          山田　茂伸                 中之条              中之条              中之条              中之条       78787878                 古内　元明          古内　元明          古内　元明          古内　元明                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       85858585                                                                                                                                                                                             

                角田　幸一          角田　幸一          角田　幸一          角田　幸一                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       78787878                 島田　秀明          島田　秀明          島田　秀明          島田　秀明                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       85858585                                                                                                                                                                                             

32323232 岡部　康博          岡部　康博          岡部　康博          岡部　康博                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       79797979                 田中　友也          田中　友也          田中　友也          田中　友也                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       85858585                                                                                                                                                                                             

                木村　文徳          木村　文徳          木村　文徳          木村　文徳                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       79797979 93939393 山崎　　弘          山崎　　弘          山崎　　弘          山崎　　弘                 嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋       86868686                                                                                                                                                                                             

                福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       79797979                 小池　敏幸          小池　敏幸          小池　敏幸          小池　敏幸                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       86868686                                                                                                                                                                                             

                片桐　忠夫          片桐　忠夫          片桐　忠夫          片桐　忠夫                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       79797979                 大澤　　亨          大澤　　亨          大澤　　亨          大澤　　亨                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686                                                                                                                                                                                             

                福島　克彦          福島　克彦          福島　克彦          福島　克彦                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       79797979                 志塚　　貴          志塚　　貴          志塚　　貴          志塚　　貴                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       86868686                                                                                                                                                                                             

                岡部　行伸          岡部　行伸          岡部　行伸          岡部　行伸                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       79797979 97979797 宮野　忠之          宮野　忠之          宮野　忠之          宮野　忠之                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       87878787                                                                                                                                                                                             

38383838 濱名　哲也          濱名　哲也          濱名　哲也          濱名　哲也                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       80808080                 森田　志郎          森田　志郎          森田　志郎          森田　志郎                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       87878787                                                                                                                                                                                             

                萩原　俊治          萩原　俊治          萩原　俊治          萩原　俊治                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       80808080                 入澤　直樹          入澤　直樹          入澤　直樹          入澤　直樹                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       87878787                                                                                                                                                                                             

                関口　　茂          関口　　茂          関口　　茂          関口　　茂                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       80808080                 上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太                 安　中              安　中              安　中              安　中       87878787                                                                                                                                                                                             

                中野　宏一          中野　宏一          中野　宏一          中野　宏一                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       80808080                 柿沼　和幸          柿沼　和幸          柿沼　和幸          柿沼　和幸                 太　田              太　田              太　田              太　田       87878787                                                                                                                                                                                             

                結城　典文          結城　典文          結城　典文          結城　典文                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       80808080                 川瀬　昭良          川瀬　昭良          川瀬　昭良          川瀬　昭良                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       87878787                                                                                                                                                                                             

                奥田　秀敏          奥田　秀敏          奥田　秀敏          奥田　秀敏                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       80808080                 笠原　　武          笠原　　武          笠原　　武          笠原　　武                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       87878787                                                                                                                                                                                             

                戸塚　尚夫          戸塚　尚夫          戸塚　尚夫          戸塚　尚夫                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       80808080 104104104104 登坂　　貴          登坂　　貴          登坂　　貴          登坂　　貴                 中之条              中之条              中之条              中之条       88888888                                                                                                                                                                                             

                高橋　千秋          高橋　千秋          高橋　千秋          高橋　千秋                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       80808080                 清水　　晋          清水　　晋          清水　　晋          清水　　晋                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       88888888                                                                                                                                                                                             

                櫛渕　　昭          櫛渕　　昭          櫛渕　　昭          櫛渕　　昭                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       80808080                 小林　保貴          小林　保貴          小林　保貴          小林　保貴                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       88888888                                                                                                                                                                                             

                吉川　公貴          吉川　公貴          吉川　公貴          吉川　公貴                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       80808080                 秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       88888888                                                                                                                                                                                             

48484848 諸田　徳寿          諸田　徳寿          諸田　徳寿          諸田　徳寿                 昭　和              昭　和              昭　和              昭　和       81818181                 須藤　隆彦          須藤　隆彦          須藤　隆彦          須藤　隆彦                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       88888888                                                                                                                                                                                             

                海原　良介          海原　良介          海原　良介          海原　良介                 太　田              太　田              太　田              太　田       81818181                 葉狩　孝良          葉狩　孝良          葉狩　孝良          葉狩　孝良                 千代田              千代田              千代田              千代田       88888888                                                                                                                                                                                             

                須藤　正樹          須藤　正樹          須藤　正樹          須藤　正樹                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181                 南雲　光雄          南雲　光雄          南雲　光雄          南雲　光雄                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       88888888                                                                                                                                                                                             

                原　雄一郎          原　雄一郎          原　雄一郎          原　雄一郎                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181                 眞崎　謙治          眞崎　謙治          眞崎　謙治          眞崎　謙治                 玉　村              玉　村              玉　村              玉　村       88888888                                                                                                                                                                                             

                栗原　聡史          栗原　聡史          栗原　聡史          栗原　聡史                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       81818181                 石坂　純一          石坂　純一          石坂　純一          石坂　純一                みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ      88888888                                                                                                                                                                                             

                荒木　正志          荒木　正志          荒木　正志          荒木　正志                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       81818181                 神保　富明          神保　富明          神保　富明          神保　富明                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       88888888                                                                                                                                                                                             

                青木　忠雄          青木　忠雄          青木　忠雄          青木　忠雄                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181 114114114114 中川　　進          中川　　進          中川　　進          中川　　進                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       89898989                                                                                                                                                                                             

                臼田　圭一          臼田　圭一          臼田　圭一          臼田　圭一                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       81818181                 栗原　一郎          栗原　一郎          栗原　一郎          栗原　一郎                 館　林              館　林              館　林              館　林       89898989                                                                                                                                                                                             

                鈴木　光夫          鈴木　光夫          鈴木　光夫          鈴木　光夫                                      草草草草　　　　津津津津                            81818181                 坂坂坂坂庭庭庭庭　秀　秀　秀　秀人人人人                                               伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       89898989                                                                                                                                                                                             

                太田　太田　太田　太田　錠児錠児錠児錠児                                               渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       81818181                 春春春春山　　山　　山　　山　　学学学学                                               玉　村              玉　村              玉　村              玉　村       89898989                                                                                                                                                                                             

                橋橋橋橋本本本本　　　　　　　　剛剛剛剛                                               伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       81818181                 庄司十庄司十庄司十庄司十志夫          志夫          志夫          志夫                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       89898989                                                                                                                                                                                             

59595959 石関　　石関　　石関　　石関　　泰泰泰泰                                               桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       82828282                 中島　　勲          中島　　勲          中島　　勲          中島　　勲                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       89898989                                                                                                                                                                                             

                儘儘儘儘田　　田　　田　　田　　務務務務                                               安　中              安　中              安　中              安　中       82828282                 茂木　和典          茂木　和典          茂木　和典          茂木　和典                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       89898989                                                                                                                                                                                             

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
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