
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 新藤　　冴                 桐　生       72 54 本多　八男                 渋　川       85 119 片野　秀明                 高　崎       94
2 金井　正善                 高　崎       73     清水　　恵                 伊勢崎       85     都丸　良樹                 渋　川       94

    小倉　孝一                 館　林       73     梅山　明久                 前　橋       85     入澤　直樹                 渋　川       94
4 久保　侑也                 前　橋       74 64 滝山　初夫                 前　橋       86     新井　一史                 桐　生       94
5 戸井　智之                 高　崎       77     小菅　利弘                 富　岡       86     鈴木　健史                 前　橋       94

    大澤　康宏                 太　田       77     狩野　明英                 前　橋       86 126 池田　和史                 伊勢崎       95
7 片桐　忠夫                 高　崎       78     横山　博文                 太　田       86     市川　恵二                 中之条       95

    椎名　健介                 伊勢崎       78     山田　　明                 大　泉       86     鬼頭　雅彦                 伊勢崎       95
    諸田右千人                 昭　和       78     柿沼　和幸                 太　田       86     久保田好幸                 前　橋       95
    長尾　正之                みなかみ      78     岡山　和男                 富　岡       86 130 廣上　和樹                 高　崎       97
    佐藤　圭胤                 前　橋       78     山下　正彦                 前　橋       86     中島　邦夫                 安　中       97
    岡村　恵一                 みどり       78     唐澤　次男                 長野原       86     小林　晃豊                 みどり       97
13 富沢　昌史                 安　中       79     田中　悦己                 桐　生       86 133 谷村　幸樹                 高　崎       99
    藤井　隆之                 渋　川       79     高橋　　昇                 大　泉       86 134 海原　雅樹                 館　林       100
    岡部　康博                 榛　東       79 75 田中　友也                 高　崎       87     山内　正勝                  失格           
    和田　　淳                 前　橋       79     桑原　　裕                 伊勢崎       87     飯塚　邦男                  失格           
    福島　則雄                 渋　川       79     重村　光昭                 伊勢崎       87     清水　治雄                  ＮＲ           
    尾崎　　勉                 吉　岡       79     藤井　　裕                 伊勢崎       87     山田　克己                  ＮＲ           
19 今泉　慶一                 館　林       80     福島　克彦                 前　橋       87     三友　　正                  ＮＲ           
    大和田康夫                 中之条       80     櫻井　文雄                 高　崎       87                                                
    福田　正行                 中之条       80     岡本　知紀                 前　橋       87                                                
    菅野　裕行                 藤　岡       80     前畑　欣宏                 安　中       87                                                
23 新井　光興                 高　崎       81     杉山　　茂                 高　崎       87                                                
    志村　和彦                 伊勢崎       81     中島　幸和                 高　崎       87                                                
    臼田　圭一                 富　岡       81 85 長日部貴博                 安　中       88                                                
    鈴木　　博                 高　崎       81     笠原　　武                 藤　岡       88                                                
    松原　　満                 伊勢崎       81     日野　尚和                 東吾妻       88                                                
    高橋　　聡                 伊勢崎       81     大木　孝之                 伊勢崎       88                                                
    武藤　尚男                 下仁田       81     若岡　良樹                 高　崎       88                                                
30 井川智一郎                 沼　田       82     新田　元大                 藤　岡       88                                                
    栗原　　隆                 安　中       82     福井　　久                 前　橋       88                                                
    儘田　　務                 安　中       82     清水　清二                 藤　岡       88                                                
    榎並　雪彦                 草　津       82     三木　茂樹                 高　崎       88                                                
    津久井孝一                 みどり       82     藤沢　英和                 高　崎       88                                                
    山上　利行                 桐　生       82     須藤　孝士                 高　崎       88                                                
    佃　　一生                 渋　川       82     篠原　　寿                 渋　川       88                                                
    木村　祐貴                 高　崎       82     半田　英雄                 太　田       88                                                
    桐生　　勝                 富　岡       82 98 立石　真一                 藤　岡       89                                                
    細野　晃詳                 伊勢崎       82     松本　満広                 高　崎       89                                                
    植田　浩二                 片　品       82     舩津　　司                 前　橋       89                                                
    原田慶一郎                 館　林       82     中島　昌彦                 高　崎       89                                                
    小野里篤雄                 高　崎       82     眞崎　謙治                 玉　村       89                                                
43 佐藤　勇二                 下仁田       83     小澤　孝之                 渋　川       89                                                
    内山　光一                 富　岡       83     田中　義男                 渋　川       89                                                
    風間　　強                 富　岡       83     増山　馨介                 桐　生       89                                                
46 滝沢　信夫                 長野原       84     八巻　　正                 榛　東       89                                                
    多胡　雅文                 安　中       84     古内　元明                 渋　川       89                                                
    下城　秀元                 伊勢崎       84     江原　　功                 高　崎       89                                                
    中島　信次                 安　中       84 109 黒崎　将哉                 高　崎       90                                                
    鈴木　　学                 前　橋       84     松崎　正幸                 前　橋       90                                                
    斎藤　義春                 中之条       84 111 大澤　　亨                 前　橋       91                                                
    星野　浩明                 みどり       84     塚越晃一郎                 高　崎       91                                                
    今泉　明夫                 前　橋       84 113 高橋　千秋                 富　岡       92                                                
54 小池　敏幸                 高　崎       85     石川　俊彦                 太　田       92                                                
    佐藤　省吾                 安　中       85     新井　郁夫                 前　橋       92                                                
    大森　匡史                 榛　東       85     近藤　政志                 高　崎       92                                                
    田中　邦彦                 高　崎       85 117 塩原　宏治                 前　橋       93                                                
    太田　　保                 富　岡       85     飯島　克也                 伊勢崎       93                                                
    飯島喜久雄                 前　橋       85 119 小林　博文                 安　中       94                                                
    中島　武昌                 高　崎       85     後藤　則男                 安　中       94                                                

※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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