
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 松永　利之                 伊勢崎       83 7 二宮　佳音                 みどり       76
1 津久井孝一                 太　田       72     平野　幸司                 藤　岡       83 8 松本花仔乃                 伊勢崎       77
2 藤井　隆之                 渋　川       73     塚越　秀和                 伊勢崎       83 9 角田　夢香                 前　橋       78

    岡田　睦広                 前　橋       73 63 大森　匡史                 榛　東       84 10 吉田　沙羅                 前　橋       80
    篠崎　成志                 前　橋       73     川瀬　昭良                 前　橋       84 11 金子　愛梨                 桐　生       82
5 織田　啓吾                 榛　東       74     山田　俊介                 前　橋       84 12 山根　朱理                 玉　村       83
6 福士　翔琉                 太　田       75     角田　　守                 渋　川       84                                                

    清水　紀行                 高　崎       75     石関　賢一                 前　橋       84     女子ﾐｯﾄﾞ                                   
8 中川　善幸                 明　和       76     阿部健太郎                 高　崎       84 1 荻原由美子                 大　泉       76

    富澤　英幸                 前　橋       76     林　　義宣                みなかみ      84 2 清田マキコ                 太　田       81
    伊藤　智彦                 高　崎       76     松井　輝芳                 高　崎       84 3 呉　　鍾淑                 太　田       84
    小保方　徹                 伊勢崎       76 71 葉狩　孝良                 千代田       85 4 田戸岡美幸                 高　崎       87
    堀口　淳史                 高　崎       76 72 細野　　延                 前　橋       86                                                
13 山上　利行                 桐　生       77     加藤　　篤                 高　崎       86     女子ｼﾆｱ                                    
    森阪　誠二                 伊勢崎       77     新井　一史                 桐　生       86 1 前田　薫子                 前　橋       79
    前川　修治                 高　崎       77 75 徳永　幸雄                 前　橋       87     林　　夏美                 太　田       79
    清水　　翼                 伊勢崎       77     野口　智宏                 高　崎       87 3 黒岩　瑞恵                 前　橋       82
17 中澤　孝二                 渋　川       78     田子　英明                 榛　東       87                                                
    小澤　孝之                 渋　川       78 78 塩出　　勝                 高　崎       89                                                
    波多野　悟                 吉　岡       78     沼野　藤雅                 高　崎       89                                                
    中野　澄人                 高　崎       78 80 久保田　寿                 みどり       90                                                
    志村　和彦                 伊勢崎       78 81 生方　嘉月                 沼　田       92                                                
    東野　優也                 高　崎       78 82 佐藤　公翼                 前　橋       93                                                
    松田美智雄                 高　崎       78                                                                                               
24 栗田　昌俊                 吉　岡       79     男子ｼﾆｱ                                                                                   
    岩崎　一孝                 桐　生       79 1 大竹　政雄                 沼　田       77                                                
    川和　　真                 前　橋       79     岩下　裕之                 桐　生       77                                                
    剱持　秀喜                 中之条       79     石井　　晶                 前　橋       77                                                
    杉木　邦夫                みなかみ      79 4 塩野　滋利                 前　橋       79                                                
29 伊藤　誠二                 渋　川       80 5 黒沢　昭次                 藤　岡       80                                                
    山崎　　弘                 嬬　恋       80 6 小菅　利弘                 富　岡       81                                                
    山崎　克哉                 安　中       80     塚越　伸一                 太　田       81                                                
    吉井　幸広                 高　崎       80     小渕　正行                 前　橋       81                                                
    設楽　智久                 伊勢崎       80 9 久木　茂伸                 前　橋       82                                                
    林　　俊助                 沼　田       80     蟻川　　豊                 中之条       82                                                
    榎原　俊治                 前　橋       80     国吉　寛治                 高　崎       82                                                
    福田　衛敬                 前　橋       80 12 眞崎　謙治                 玉　村       83                                                
    町田　文雄                 千代田       80     須藤　昭壽                 榛　東       83                                                
38 新井　郁夫                 前　橋       81     佐藤　勇二                 下仁田       83                                                
    田村　一弘                 玉　村       81     飯嶋喜久雄                 前　橋       83                                                
    加納　良一                 高　崎       81 16 福井　　久                 前　橋       84                                                
    笠原　宏介                 高　崎       81     武藤　尚男                 下仁田       84                                                
    秦　龍三郎                 前　橋       81     竹澤　　孝                 前　橋       84                                                
    藤沢　英和                 高　崎       81     小林長三郎                 藤　岡       84                                                
    半田　英雄                 太　田       81     根岸　定雄                 前　橋       84                                                
    吉田　友貴                 前　橋       81     秋山　雄一                 伊勢崎       84                                                
    原　蓮太朗                 渋　川       81 22 磯山　　守                 高　崎       86                                                
    高橋　邦夫                みなかみ      81     田子　　清                 吉　岡       86                                                
    松沢　　斉                 高　崎       81 24 遠藤　克代                 太　田       88                                                
49 小島　一純                 みどり       82     小林　博行                 伊勢崎       88                                                
    原　　靖雄                 前　橋       82 26 前畑　欣宏                 安　中       91                                                
    上原　慶太                 安　中       82 27 大川　博司                 前　橋       92                                                
    木村　裕明                 前　橋       82                                                                                               
    岩井　　巧                 富　岡       82     女子一般                                                                                  
    茂木　正徳                 玉　村       82 1 長谷川愛美                 前　橋       70                                                
    大山　右京                 前　橋       82 2 中澤　凜音                 前　橋       71                                                
    登坂　　貴                 中之条       82 3 小野田寧々                 伊勢崎       74                                                
    小暮　篤史                 藤　岡       82     谷　　寧々                 桐　生       74                                                
    唐澤　次男                 長野原       82 5 須永　ねね                 桐　生       75                                                
    佐藤　浩徳                 高　崎       82     白石　実零                 玉　村       75                                                

※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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