
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                                   60 高木　清成                 前　橋       87 女子一般     
1 井上　笑慈                 伊勢崎       75     荒井　秀和                 板　倉       87 1 小野田寧々                 伊勢崎       70

    有賀　正起                 高　崎       75     岩崎　一孝                 桐　生       87 2 長谷川愛美                 前　橋       72
    中澤　文行                 草　津       75     松永　利之                 伊勢崎       87 3 勝見　　梓                 太　田       74
4 松本　博史                 大　泉       76 64 東野　優也                 高　崎       88     白石　実零                 玉　村       74

    松原　孝行                 藤　岡       76     提橋　　剛                 邑　楽       88 5 高野　可菜                 太　田       76
6 井上　　哲                 高　崎       77     塩野　滋利                 前　橋       88 6 若月　麻緒                 前　橋       82
7 斎藤　武司                 高　崎       78 67 児玉　輝明                 藤　岡       89 7 須永　ねね                 桐　生       85

    川島　正夫                 大　泉       78     平野　幸司                 藤　岡       89                                                
    須田　和広                 高　崎       78     石関　賢一                 前　橋       89     女子ﾐｯﾄﾞ                                   
    山本雄一郎                 伊勢崎       78     仁科　　拓                 伊勢崎       89 1 新井　綾乃                 太　田       78
11 小林　雄二                 藤　岡       79     須田　公司                 前　橋       89 2 荻原由美子                 大　泉       82
    設楽　智久                 伊勢崎       79 72 松本　直樹                 高　崎       90 3 加藤亜希子                 太　田       86
    名郷根大助                 高　崎       79     鎌塚　　実                 前　橋       90 4 清田マキコ                 太　田       89
    山田　翔太                みなかみ      79     角田　　守                 渋　川       90                                                
    山田　茂伸                 中之条       79     栗原　正治                 太　田       90     女子ｼﾆｱ                                    
16 橋本　　剛                 伊勢崎       80     丸山　大輝                 太　田       90 1 黒岩　瑞恵                 前　橋       83
    松崎　正幸                 前　橋       80     小暮　篤史                 太　田       90 2 星　美知子                 伊勢崎       85
    助名　勝久                 太　田       80     木暮　洸一                 前　橋       90     林　　夏美                 太　田       85
    上原　挑夢                 太　田       80 79 三友　岳彦                 高　崎       91 4 長谷川徳子                 伊勢崎       89
    新井　光興                 高　崎       80     表野　真拡                 高　崎       91                                                
21 千田　直彦                 高　崎       81     津久田　博                 高　崎       91                                                
    半田　英雄                 太　田       81 82 石坂　純一                みなかみ      92                                                
    書上　正生                 玉　村       81     加藤　　篤                 高　崎       92                                                
24 大隅　正史                 太　田       82 84 正田　宜央                 伊勢崎       93                                                
    山田　裕之                 前　橋       82 85 柴田紳一郎                 桐　生       94                                                
    吉井　幸広                 高　崎       82     茂木　清治                 伊勢崎       94                                                
    宮崎　祐樹                 高　崎       82 87 寺澤　　徹                 渋　川       97                                                
    前原　真一                 桐　生       82 88 須田　昂洋                 前　橋       98                                                
    茂木　正徳                 玉　村       82 89 山口　博一                 藤　岡       99                                                
    井田　貴徳                 藤　岡       82 90 宗村　健司                 太　田       101                                                
    鈴木　　功                 前　橋       82     秦　龍三郎                 前　橋       101                                                
    堀越　恵一                 太　田       82                                                                                               
    中野　澄人                 高　崎       82     男子ｼﾆｱ                                                                                   
34 池田　和史                 桐　生       83 1 竹川　浩昭                 太　田       72                                                
    新島　　修                 太　田       83 2 室賀　祥樹                 高　崎       75                                                
    松井　輝芳                 高　崎       83 3 福島　克彦                 前　橋       76                                                
    坂庭　秀人                 伊勢崎       83     佐口　昭雄                 太　田       76                                                
    土屋　智大                 前　橋       83     藤川　　功                 前　橋       76                                                
39 山口　　博                 太　田       84 6 秋田　保弘                 大　泉       77                                                
    福田　正行                 中之条       84 7 前田　英人                 太　田       78                                                
    中川　善幸                 明　和       84     河田　育雄                 太　田       78                                                
    藤生　篤史                 桐　生       84 9 藤井　　裕                 伊勢崎       79                                                
    細野　　延                 前　橋       84     千明　武男                 伊勢崎       79                                                
    山田　俊介                 前　橋       84     渡辺　英男                 高　崎       79                                                
    松澤　義治                 千代田       84 12 眞崎　謙治                 玉　村       81                                                
    金田　博明                 伊勢崎       84     中島　武昌                 高　崎       81                                                
47 登坂　　貴                 中之条       85     山津　精一                 伊勢崎       81                                                
    富澤　英幸                 前　橋       85 15 八巻　　正                 榛　東       83                                                
    野田　典靖                 安　中       85 16 竹澤　　孝                 前　橋       84                                                
    町田　貴之                 前　橋       85     大澤　　亨                 前　橋       84                                                
    舘野　智行                 大　泉       85 18 武井　　修                 沼　田       86                                                
    鈴木　祥浩                 高　崎       85 19 二渡　瑞夫                 桐　生       88                                                
    田村　謙文                 玉　村       85     藤崎　俊男                 前　橋       88                                                
54 久保田　寿                 みどり       86 21 赤石　　雅                 桐　生       89                                                
    清水　紀行                 高　崎       86 22 矢島　　明                 伊勢崎       91                                                
    阿部健太郎                 高　崎       86 23 飯塚　孝喜                 太　田       93                                                
    前川　修治                 高　崎       86 24 小島　春夫                 安　中       94                                                
    山崎　　弘                 嬬　恋       86                                                                                               
    佐藤　浩徳                 高　崎       86                                                                                  

※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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