
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 三田　　悟                 邑　楽       70 56 谷　　直樹                 東吾妻       82 113 峯島　和浩                 藤　岡       90
2 加藤　　洋                 伊勢崎       72     富澤紳一郎                 太　田       82 122 滝山　初夫                 前　橋       91
3 上原　挑夢                 太　田       75     小保方　徹                 伊勢崎       82     北屋敷　司                 前　橋       91
4 須田　和広                 高　崎       76     栗田　昌俊                 吉　岡       82     関口　　光                 前　橋       91

    松本　博史                 大　泉       76 65 高木　清成                 前　橋       83     笹田　和也                 高　崎       91
    濱野　哲敬                 高　崎       76     原澤　悦典                 高　崎       83 126 寺澤　　徹                 渋　川       92
    山田　翔太                みなかみ      76     植田　浩二                 片　品       83     岡本　知紀                 前　橋       92
    岡部　康博                 榛　東       76     蟻川　光治                 中之条       83     庄司十志夫                 沼　田       92
    岩城　弘織                 藤　岡       76     中川　善幸                 明　和       83     中川　　進                 渋　川       92
10 樋口　純弘                 太　田       77     中島　邦夫                 安　中       83 130 飯塚　邦男                 南　牧       93
    田仲　恒夫                 前　橋       77     小菅　利弘                 富　岡       83     樺澤　寿典                 前　橋       93
    鈴木　孝二                 沼　田       77     桑原　信一                 片　品       83     鳥羽　　諒                 前　橋       93
    榎並　雪彦                 草　津       77     小尾　　守                 沼　田       83 133 前川　修治                 高　崎       95
    三友　　正                 高　崎       77 74 岩渕　和美                 渋　川       84 134 三友　岳彦                 高　崎       97
    亀井　　隆                 館　林       77     細野　　延                 前　橋       84 135 須田　大翔                 高　崎       103
16 中島　俊幸                 渋　川       78     高田　俊輔                 高　崎       84 136 馬場　功一                 高　崎       104
    有川　竜次                 前　橋       78     吉井　幸広                 高　崎       84 137 有坂　淳一                 桐　生       108
    田沼　　徹                 藤　岡       78 78 磯貝　　治                 桐　生       85 138 松井　　倖                 沼　田       109
    黒沢　昭次                 藤　岡       78     横山　博文                 太　田       85                                                
    加藤　洸希                 昭　和       78     中嶋　勝弘                 沼　田       85                                                
    角田　幸一                 前　橋       78     加藤　貴行                 太　田       85                                                
    橋本　　剛                 伊勢崎       78     新井　郁夫                 前　橋       85                                                
    千田　直彦                 高　崎       78     児玉　輝明                 藤　岡       85                                                
    清水　　勲                 安　中       78     表野　真拡                 高　崎       85                                                
25 太田　良一                 前　橋       79     松井　宏之                 富　岡       85                                                
    加藤　　仁                 昭　和       79     大森　匡史                 榛　東       85                                                
    浅野　基和                 渋　川       79 87 上間　泰一                 草　津       86                                                
    岩崎　一孝                 桐　生       79     加藤　孝司                 昭　和       86                                                
    中島　幸和                 高　崎       79     林　　孝志                 昭　和       86                                                
    戸井　智之                 高　崎       79     眞崎　謙治                 玉　村       86                                                
    佐藤　省吾                 安　中       79     柿沼　和幸                 太　田       86                                                
    福島　忠啓                 前　橋       79     本多　孝美                 太　田       86                                                
    松井　　純                 沼　田       79     角田　　守                 渋　川       86                                                
    青柳　孝拓                 高　崎       79     橋爪　幸夫                 渋　川       86                                                
35 原　　賢二                 高　崎       80 95 半田　英雄                 太　田       87                                                
    名渕　　浩                 沼　田       80     福田　衛敬                 前　橋       87                                                
    木村　浩貴                みなかみ      80     葉狩　孝良                 千代田       87                                                
    金井　正善                 高　崎       80     笠原　雅昭                 片　品       87                                                
    下城　秀元                 伊勢崎       80     小野寺高夫                 沼　田       87                                                
    大隅　正史                 太　田       80     小島　一純                 みどり       87                                                
    木暮　洸一                 前　橋       80     関　　孝利                 草　津       87                                                
    上野　利彦                 前　橋       80     飯塚　　保                 渋　川       87                                                
43 山崎　孝行                 嬬　恋       81     房前　光芳                 沼　田       87                                                
    仁木　和寛                 前　橋       81     久保田　寿                 みどり       87                                                
    赤桐　康志                 草　津       81     金子　直人                 渋　川       87                                                
    高橋　邦夫                みなかみ      81     信田　篤司                 太　田       87                                                
    星野　　博                 片　品       81 107 森田　育男                 安　中       88                                                
    菊池　善次                 伊勢崎       81     新島　一彦                 太　田       88                                                
    篠原　　寿                 渋　川       81     今泉　明夫                 前　橋       88                                                
    山崎　克哉                 安　中       81 110 鎌塚　　実                 前　橋       89                                                
    山上　利行                 桐　生       81     藤崎　俊男                 前　橋       89                                                
    土屋　智大                 前　橋       81     福田　克也                 藤　岡       89                                                
    森山　昌史                みなかみ      81 113 須田　幸郎                 伊勢崎       90                                                
    須藤　隆彦                 前　橋       81     武井　　修                 沼　田       90                                                
    椎名　健介                 伊勢崎       81     森　　　隆                 昭　和       90                                                
56 塩野　滋利                 前　橋       82     山田　克己                 藤　岡       90                                                
    山田　俊介                 前　橋       82     仁木　雄介                 高　崎       90                                                
    山下　洋輔                 前　橋       82     田中　義男                 渋　川       90                                                
    久保田秀明                 高　崎       82     岩崎　直人                 渋　川       90                                                
    小川　彰宏                 大　泉       82     小出　憲治                 高　崎       90                                                

※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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