
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
男子一般            出井　　浩                 邑　楽       男子ｼﾆｱ             
堀江　知史                 玉　村       多胡　雅文                 安　中       金井　正善                 高　崎       
志村　和彦                 伊勢崎       諏訪　公一                 伊勢崎       倉林　貞行                 高　崎       
井川智一郎                 沼　田       石塚　太志                 太　田       福島　克彦                 前　橋       
藤沢　英和                 高　崎       水川　純一                 前　橋       菅　　博信                 太　田       
戸井　智之                 高　崎       須藤　孝士                 高　崎       岡島　康男                 邑　楽       
松原　　満                 伊勢崎       上野　利彦                 前　橋       千明　武男                 伊勢崎       
錦織　英樹                 玉　村       島田　秀明                 高　崎       清水　　恵                 伊勢崎       
岡田　睦広                 前　橋       葉狩　孝良                 千代田       田島　孝宏                 桐　生       
藤田　一恵                 桐　生       柴田紳一郎                 桐　生       栗原　伸夫                 太　田       
斎藤　武司                 高　崎       坂庭　秀人                 伊勢崎       中島　幸和                 高　崎       
津久井孝一                 みどり       田中　邦彦                 高　崎       黒沢　昭次                 藤　岡       
儘田　　務                 安　中       久保田義弘                 太　田       鈴木　　学                 前　橋       
菅井　　学                 伊勢崎       榎並　雪彦                 草　津       片桐　忠夫                 高　崎       
堀越　　誠                 高　崎       井上　　哲                 高　崎       上野　和夫                 高　崎       
内山　光一                 富　岡       柿沼　浩二                 太　田       斎藤　義春                 中之条       
松島　明仁                 太　田       平野　幸司                 藤　岡       藤井　　裕                 伊勢崎       
杉山　　茂                 高　崎       橋本　　剛                 伊勢崎       福田　正行                 中之条       
下城　秀元                 伊勢崎       塚越　秀和                 伊勢崎       今北　民憲                 邑　楽       
橋本　信行                 前　橋       茂木　清治                 伊勢崎       渋澤　泰一                 前　橋       
関　　英将                 草　津       中野　澄人                 高　崎       飯島　康之                 太　田       
松井　宏之                 富　岡       石原　正行                 前　橋       高田　　優                 玉　村       
高瀬　清美                 高　崎       上山　公臣                 伊勢崎       山津　精一                 伊勢崎       
大倉　一浩                 太　田       須田　邦雅                 前　橋       山口　仁一                 太　田       
梅山　明久                 前　橋       前川　修治                 高　崎       小堀　勝美                 みどり       
三友　　正                 高　崎       小菅　利弘                 富　岡       秋山　　実                 千代田       
福田　雅史                 太　田       野田　典靖                 安　中       新井　裕二                 藤　岡       
木村　文徳                 前　橋       岩田　三男                 伊勢崎       湯浅　政明                 玉　村       
前田　英人                 太　田       児玉　輝明                 藤　岡       角田　正司                 藤　岡       
大澤　　亨                 前　橋       石坂　純一                みなかみ      小保方利幸                 伊勢崎       
ｼﾞﾑ･ﾌﾚｯﾁｬｰ                 高　崎       山口　博一                 藤　岡       原田　秀文                 安　中       
松崎　正幸                 前　橋       鬼頭　雅彦                 伊勢崎       高橋　俊昭                 前　橋       
長尾　正之                みなかみ      津久田　博                 高　崎       小池　敏幸                 高　崎       
森尻　昭彦                 明　和       新井　郁夫                 前　橋       菊池　宗雄                 伊勢崎       
新井　光興                 高　崎       高木　清成                 前　橋       眞崎　謙治                 玉　村       
堀　　正樹                 太　田       片山　浩志                 桐　生       竹澤　　孝                 前　橋       
原澤　悦典                 高　崎       纐纈　晃寛                 富　岡       秋塚　正美                 伊勢崎       
三木　茂樹                 高　崎       大島　和久                 前　橋       岩渕　和美                 渋　川       
半田　英雄                 太　田       田宮　正彦                 高　崎       高橋　　昇                 大　泉       
高澤雄一朗                 太　田       細野　　延                 前　橋       須田　幸郎                 伊勢崎       
川島　　勝                 館　林       町田　貴之                 前　橋       山田　克己                 藤　岡       
蟻川　幸男                 前　橋       内田　龍夫                 館　林       飯塚喜代光                 みどり       
宗村　健司                 太　田       吉川　勝美                 高　崎       金井　宏之                 沼　田       
木村　幾雄                 前　橋       金谷　宏則                 館　林       常世田正憲                 館　林       
林　　和弘                 高　崎       小林　　徹                 伊勢崎       栗原　貞夫                 伊勢崎       
若岡　良樹                 高　崎       塩野　滋利                 前　橋       倉林　宏行                 伊勢崎       
奥野　茂樹                 みどり       長山　盛雄                  ＮＲ        吉田　　実                 高　崎       
岩城　弘織                 藤　岡       須藤　昭壽                  ＮＲ        
正田　宜央                 伊勢崎       
渡辺　伸一                 伊勢崎       
舘野　智行                 大　泉       
田中　友也                 高　崎       
塚越　伸一                 太　田       
長日部貴博                 安　中       
高橋　光雄                 みどり       
持田　哲哉                 前　橋       
諸田　徳寿                 昭　和       
川島　正夫                 大　泉       
星野　浩明                 みどり       
小暮　篤史                 太　田       
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