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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 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              35353535 32323232 67676767

2222 原澤　悦典          原澤　悦典          原澤　悦典          原澤　悦典          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              有賀　正起          有賀　正起          有賀　正起          有賀　正起          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              33333333 35353535 68686868

3333 杉山　　茂          杉山　　茂          杉山　　茂          杉山　　茂          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              井草　洋一          井草　洋一          井草　洋一          井草　洋一          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              35353535 34343434 69696969

                梅澤　吉朗          梅澤　吉朗          梅澤　吉朗          梅澤　吉朗          片　品              片　品              片　品              片　品              阿部　政則          阿部　政則          阿部　政則          阿部　政則          みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ            33333333 36363636 69696969

5555 志村　和彦          志村　和彦          志村　和彦          志村　和彦          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              細野　晃詳          細野　晃詳          細野　晃詳          細野　晃詳          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              36363636 34343434 70707070

                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              36363636 34343434 70707070

                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              35353535 35353535 70707070

                桐生　　勝          桐生　　勝          桐生　　勝          桐生　　勝          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              青木　忠雄          青木　忠雄          青木　忠雄          青木　忠雄          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              35353535 35353535 70707070

9999 戸井　智之          戸井　智之          戸井　智之          戸井　智之          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              砂盃　　肇          砂盃　　肇          砂盃　　肇          砂盃　　肇          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 34343434 71717171

                清水　　勲          清水　　勲          清水　　勲          清水　　勲          安　中              安　中              安　中              安　中              有賀　史剛          有賀　史剛          有賀　史剛          有賀　史剛          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              36363636 35353535 71717171

                長塩　和生          長塩　和生          長塩　和生          長塩　和生          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              堀江　知史          堀江　知史          堀江　知史          堀江　知史          玉　村              玉　村              玉　村              玉　村              35353535 36363636 71717171

12121212 福田　正行          福田　正行          福田　正行          福田　正行          中之条              中之条              中之条              中之条              斎藤　義春          斎藤　義春          斎藤　義春          斎藤　義春          中之条              中之条              中之条              中之条              37373737 35353535 72727272

                小出　憲治          小出　憲治          小出　憲治          小出　憲治          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              小見　康雄          小見　康雄          小見　康雄          小見　康雄          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              35353535 37373737 72727272

14141414 石田　三男          石田　三男          石田　三男          石田　三男          榛　東              榛　東              榛　東              榛　東              武井　　悟          武井　　悟          武井　　悟          武井　　悟          安　中              安　中              安　中              安　中              39393939 34343434 73737373

                篠崎　成志          篠崎　成志          篠崎　成志          篠崎　成志          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              伊藤　誠二          伊藤　誠二          伊藤　誠二          伊藤　誠二          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              37373737 36363636 73737373

                中島　幸和          中島　幸和          中島　幸和          中島　幸和          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              岩田　孝光          岩田　孝光          岩田　孝光          岩田　孝光          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              36363636 37373737 73737373

                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              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              35353535 38383838 73737373

18181818 原田慶一郎          原田慶一郎          原田慶一郎          原田慶一郎          館　林              館　林              館　林              館　林              須藤　保志          須藤　保志          須藤　保志          須藤　保志          館　林              館　林              館　林              館　林              38383838 36363636 74747474

                岩井　　誠          岩井　　誠          岩井　　誠          岩井　　誠          安　中              安　中              安　中              安　中              佐藤　陵真          佐藤　陵真          佐藤　陵真          佐藤　陵真          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              38383838 36363636 74747474

                井澤　一彦          井澤　一彦          井澤　一彦          井澤　一彦          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              石川　　岳          石川　　岳          石川　　岳          石川　　岳          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              38383838 36363636 74747474

                若岡　良樹          若岡　良樹          若岡　良樹          若岡　良樹          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              冨沢　昌史          冨沢　昌史          冨沢　昌史          冨沢　昌史          安　中              安　中              安　中              安　中              37373737 37373737 74747474

                田村　英秋          田村　英秋          田村　英秋          田村　英秋          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              田村　康成          田村　康成          田村　康成          田村　康成          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              36363636 38383838 74747474

                奥野　茂樹          奥野　茂樹          奥野　茂樹          奥野　茂樹          みどり              みどり              みどり              みどり              星野　浩明          星野　浩明          星野　浩明          星野　浩明          みどり              みどり              みどり              みどり              35353535 39393939 74747474

24242424 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              福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              39393939 36363636 75757575

                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              39393939 36363636 75757575

                鈴木　　功          鈴木　　功          鈴木　　功          鈴木　　功          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              高井　孝祐          高井　孝祐          高井　孝祐          高井　孝祐          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              39393939 36363636 75757575

                小菅　利弘          小菅　利弘          小菅　利弘          小菅　利弘          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              新井　大介          新井　大介          新井　大介          新井　大介          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              36363636 39393939 75757575

                福田　衛敬          福田　衛敬          福田　衛敬          福田　衛敬          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              纐纈　晃寛          纐纈　晃寛          纐纈　晃寛          纐纈　晃寛          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              36363636 39393939 75757575

                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              34343434 41414141 75757575

30303030 山崎　　哲          山崎　　哲          山崎　　哲          山崎　　哲          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              井上　　聡          井上　　聡          井上　　聡          井上　　聡          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              38383838 38383838 76767676

                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              37373737 39393939 76767676

32323232 笹田　和也          笹田　和也          笹田　和也          笹田　和也          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              須藤　隆彦          須藤　隆彦          須藤　隆彦          須藤　隆彦          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              40404040 37373737 77777777

                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              40404040 37373737 77777777

                上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太          上原　慶太          安　中              安　中              安　中              安　中              秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏          秋山　卓宏          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              40404040 37373737 77777777

                岡部　和行          岡部　和行          岡部　和行          岡部　和行          榛　東              榛　東              榛　東              榛　東              樫村　高志          樫村　高志          樫村　高志          樫村　高志          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              40404040 37373737 77777777

                佐藤　和治          佐藤　和治          佐藤　和治          佐藤　和治          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              堀口　　哲          堀口　　哲          堀口　　哲          堀口　　哲          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              38383838 39393939 77777777

37373737 梅田　　勝          梅田　　勝          梅田　　勝          梅田　　勝          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              湯浅　弘和          湯浅　弘和          湯浅　弘和          湯浅　弘和          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 36363636 78787878

                横田　利幸          横田　利幸          横田　利幸          横田　利幸          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              竹渕　典男          竹渕　典男          竹渕　典男          竹渕　典男          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              40404040 38383838 78787878

                石関　　泰          石関　　泰          石関　　泰          石関　　泰          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              大塚真太郎          大塚真太郎          大塚真太郎          大塚真太郎          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              40404040 38383838 78787878

                岡田　広行          岡田　広行          岡田　広行          岡田　広行          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              小板橋　猛          小板橋　猛          小板橋　猛          小板橋　猛          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              39393939 39393939 78787878

                福田　　浩          福田　　浩          福田　　浩          福田　　浩          下仁田              下仁田              下仁田              下仁田              小間　祐司          小間　祐司          小間　祐司          小間　祐司          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              38383838 40404040 78787878

42424242 柿沼　浩二          柿沼　浩二          柿沼　浩二          柿沼　浩二          太　田              太　田              太　田              太　田              荒牧　佑基          荒牧　佑基          荒牧　佑基          荒牧　佑基          太　田              太　田              太　田              太　田              40404040 39393939 79797979

                小笠原利晃          小笠原利晃          小笠原利晃          小笠原利晃          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              中澤　孝二          中澤　孝二          中澤　孝二          中澤　孝二          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              40404040 39393939 79797979

                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              39393939 40404040 79797979

                有川　竜次          有川　竜次          有川　竜次          有川　竜次          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              福島　忠啓          福島　忠啓          福島　忠啓          福島　忠啓          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              39393939 40404040 79797979

46464646 田中　邦彦          田中　邦彦          田中　邦彦          田中　邦彦          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              富沢　　岳          富沢　　岳          富沢　　岳          富沢　　岳          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              41414141 41414141 82828282

                新井　一史          新井　一史          新井　一史          新井　一史          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              井上　武明          井上　武明          井上　武明          井上　武明          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              40404040 42424242 82828282

48484848 高山　満光          高山　満光          高山　満光          高山　満光          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              坂居　昭博          坂居　昭博          坂居　昭博          坂居　昭博          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 41414141 83838383

                久保田　任          久保田　任          久保田　任          久保田　任          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              寺岡　　尚          寺岡　　尚          寺岡　　尚          寺岡　　尚          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              42424242 41414141 83838383

50505050 市田　和晃          市田　和晃          市田　和晃          市田　和晃          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              新井　卓也          新井　卓也          新井　卓也          新井　卓也          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              43434343 42424242 85858585

                柴山　基大          柴山　基大          柴山　基大          柴山　基大          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              登坂　久之          登坂　久之          登坂　久之          登坂　久之          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              41414141 44444444 85858585

52525252 清水　貴久          清水　貴久          清水　貴久          清水　貴久          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              中島　　武          中島　　武          中島　　武          中島　　武          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              47474747 43434343 90909090

＊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

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


