
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                                   59 房前　光芳                 沼　田       87     男子ｼﾆｱ                                    
1 吉沢　己咲                 藤　岡       68     須田　大翔                 高　崎       87 1 藤井　　裕                 伊勢崎       73
2 廣瀬　光成                 高　崎       70     久保田秀明                 高　崎       87 2 河田　育雄                 太　田       78
3 戸井　智之                 高　崎       72     榎並　雪彦                 草　津       87     鈴木　　学                 前　橋       78
4 吉山　公章                 前　橋       73     木暮　洸一                 前　橋       87     前田　英人                 太　田       78
5 寺本　欣真                 高　崎       74     堀　　正樹                 太　田       87     渡辺　英男                 高　崎       78

    濱野　哲敬                 高　崎       74 66 野口　智宏                 高　崎       88 6 岩渕　和美                 渋　川       79
7 須田　和広                 高　崎       75     笠原　雅昭                 片　品       88 7 福島　弘光                 伊勢崎       80

    小林　雄二                 藤　岡       75 68 細野　　延                 前　橋       89     竹澤　　孝                 前　橋       80
9 阿部　政則                みなかみ      76     津久田　博                 高　崎       89     須永　雅夫                 桐　生       80
10 岩井　　巧                 富　岡       77     前原　真一                 桐　生       89 10 菅　　博信                 太　田       81
    栗原　啓多                 太　田       77 71 柴田紳一郎                 桐　生       90     中澤　隆男                 安　中       81
12 木村　文徳                 前　橋       79     岡田　勇貴                 前　橋       90     福田　　浩                 下仁田       81
    赤尾　浩史                 高　崎       79 73 松澤　義治                 千代田       91     武藤　尚男                 下仁田       81
14 藤沢　英和                 高　崎       80     石井　卓二                 太　田       91     大澤　　亨                 前　橋       81
    松本　博史                 大　泉       80 75 岩井　　奨                 富　岡       92 15 室賀　祥樹                 高　崎       82
    椎名　健介                 伊勢崎       80     川田　政夫                 太　田       92     大澤　康宏                 太　田       82
    栗田　昌俊                 吉　岡       80     阿部健太郎                 高　崎       92     井上　好行                 桐　生       82
18 高木　清成                 前　橋       81     前原　辰俊                 高　崎       92     秋田　保弘                 大　泉       82
    高田　俊輔                 高　崎       81     田村　謙文                 玉　村       92 19 湯浅　政明                 玉　村       84
    佐藤　陵真                 富　岡       81     藤生　篤史                 桐　生       92     山内　正勝                 前　橋       84
    松原　孝行                 藤　岡       81 81 福田　衛敬                 前　橋       94 21 眞崎　謙治                 玉　村       85
22 纐纈　晃寛                 富　岡       82 82 栗原　正治                 太　田       95     磯山　　守                 高　崎       85
    笠原　宏介                 高　崎       82     須田　昂洋                 前　橋       95     原　　博文                 前　橋       85
    小島　一純                 みどり       82 84 岡部　駿一                 前　橋       96     堀口　　哲                 高　崎       85
    秦　龍三郎                 前　橋       82     茂木　正徳                 玉　村       96 25 佐口　昭雄                 太　田       86
26 上原　挑夢                 太　田       83 86 山口　博一                 藤　岡       97 26 山田　克己                 藤　岡       87
    葉狩　孝良                 千代田       83     生方　嘉月                 沼　田       97     福島　克彦                 前　橋       87
    新島　　修                 太　田       83 88 中村　憲司                 前　橋       98     木村　幾雄                 前　橋       87
29 堀越　　誠                 高　崎       84 89 仁科　　拓                 伊勢崎       99 29 原田　秀文                 安　中       88
    永谷　杜葉                 太　田       84     茂木　清治                 伊勢崎       99 30 小林長三郎                 藤　岡       90
    町田　文雄                 千代田       84 91 佐藤　隆宏                 前　橋       111 31 須藤　昭壽                 榛　東       92
    名郷根大助                 高　崎       84                                                32 福島　正幸                 前　橋       93
    佐藤　浩徳                 高　崎       84
    小暮　篤史                 藤　岡       84
    橋本　　剛                 伊勢崎       84
    長日部貴博                 安　中       84
    山田　俊介                 前　橋       84
    山田　茂伸                 中之条       84
    塚田　哲夫                 大　泉       84
    鈴木　　功                 前　橋       84
41 中島　裕成                 安　中       85
    原　蓮太朗                 渋　川       85
    岩崎　一孝                 桐　生       85
    福田　雅史                 太　田       85
    塚越　秀和                 伊勢崎       85
    吉田　友貴                 前　橋       85
47 佐藤　弘幸                 甘　楽       86
    久保　英昭                 桐　生       86
    平野　幸司                 藤　岡       86
    岩田　三男                 伊勢崎       86
    星野　　博                 片　品       86
    吉井　幸広                 高　崎       86
    塩出　　勝                 高　崎       86
    新井　郁夫                 前　橋       86
    笹田　和也                 高　崎       86
    舘野　智行                 大　泉       86
    須田　公司                 前　橋       86
    山本雄一郎                 伊勢崎       86
59 東海林　巧                 太　田       87

※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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