
順位 ｱｳﾄ ｲﾝ ｽｺｱ
1 小林　康春    藤　岡     吉山 公章    前 橋     30 34 64
2 岩井　　誠    富　岡     鈴木 一平    安 中     32 33 65
3 小野　　茂    高　崎     竹内 陽一    高 崎     34 33 67
    松本　博史    大　泉     福富 祥倫    板 倉     34 33 67
    中嶋　　元    安　中     三好 海土    高 崎     31 36 67
6 有賀　史剛    高　崎     清水 　勲    安 中     35 33 68
    井澤　一彦    桐　生     金子 幸広    みどり     33 35 68
8 飯島　康之    太　田     石井 一功    太 田     36 33 69
    金山　義行    前　橋     狩野 又男    前 橋     34 35 69
    藤井　隆之    渋　川     伊藤 誠二    渋 川     33 36 69
    阿部　政則    みなかみ   梅澤 吉朗    片 品     32 37 69
12 片桐　忠夫    高　崎     川合 孝幸    安 中     35 35 70
    本多　八男    渋　川     尾崎 　勉    みなかみ   34 36 70
    武井　茂幸    伊勢崎     関 　徹也    前 橋     34 36 70
    萩原　裕文    片　品     星野 　博    片 品     31 39 70
16 田村　英秋    高　崎     田村 康成    高 崎     37 34 71
    山田　　明    大　泉     岡島 康男    邑 楽     36 35 71
    辻　　　章    太　田     山田 耕市    太 田     32 39 71
19 清水　聖二    渋　川     関口 祐介    渋 川     36 36 72
    津久井孝一    みどり     大武 　勤    桐 生     36 36 72
    佐藤　省吾    安　中     栗原 　隆    安 中     36 36 72
    榎並　雪彦    草　津     桜井 伸一    草 津     35 37 72
    蟻川　幸男    前　橋     千明 武男    伊勢崎     35 37 72
    高橋　恒人    前　橋     設楽 守廣    前 橋     35 37 72
    飯塚　　勝    渋　川     須田 秀樹    渋 川     34 38 72
26 遠峯　雅章    昭　和     高橋 邦夫    みなかみ   37 36 73
    下城　秀元    伊勢崎     大澤 康宏    桐 生     37 36 73
    灘谷　　寛    高　崎     小見 康雄    高 崎     37 36 73
    小池　修二    高　崎     杉山 　茂    高 崎     37 36 73
    柿沼　和幸    太　田     阿久津吉章    伊勢崎     37 36 73
    原澤　文雄    みなかみ   林 　辰男    みなかみ   36 37 73
    福田　　浩    下仁田     間渕 正悟    前 橋     36 37 73
    木村　祐貴    高　崎     原澤 和彦    中之条     36 37 73
    鈴木　孝二    沼　田     井川智一郎    沼 田     34 39 73
35 福島　英之    藤　岡     永井 　彰    高 崎     39 35 74
    吉田　和人    高　崎     木村 正伸    高 崎     38 36 74
    山下　太郎    高　崎     田子 英明    榛 東     38 36 74
    木暮　　篤    渋　川     篠原 　寿    渋 川     38 36 74
    斎藤　義春    中之条     上原 　浩    高 山     37 37 74
    田中　友也    高　崎     原澤 悦典    高 崎     37 37 74
    茂田　秀雄    榛　東     斉藤 昭一    高 崎     37 37 74
    横田　利幸    富　岡     竹渕 典男    安 中     36 38 74
    村上　秀男    藤　岡     猪又 晴孝    高 崎     36 38 74
    清水　　恵    伊勢崎     立石 真一    藤 岡     35 39 74
    海川　知博    桐　生     成田 泰久    桐 生     35 39 74
46 佐口　昭雄    太　田     田村 伸光    太 田     39 36 75
    原　　富男    伊勢崎     深沢 敏臣    伊勢崎     36 39 75
    前原　淳一    前　橋     上野 利彦    前 橋     36 39 75
49 志村　和彦    伊勢崎     細野 晃詳    伊勢崎     39 37 76
    江原　　功    高　崎     須田 進一    高 崎     37 39 76
    石田　三男    榛　東     一倉 仁志    榛 東     37 39 76
    長塩　和生    高　崎     柳田 陽平    伊勢崎     37 39 76
    外丸　暢彦    高　山     杉木 邦夫    みなかみ   36 40 76
54 狩野　春樹    渋　川     岩崎美智雄    渋 川     38 39 77
55 田中　悦己    桐　生     細野 裕正    みどり     40 38 78
    福島　則雄    渋　川     須藤 隆彦    前 橋     39 39 78
    斉藤　憲司    太　田     横山 博文    太 田     38 40 78
    稲田　憲英    みどり     齋藤 軽信    桐 生     37 41 78
    藤戸　正秋    大　泉     栗原 秀男    太 田     37 41 78
60 山崎　　弘    嬬　恋     三富 　昇    嬬 恋     40 39 79
61 戸塚　尚夫    高　崎     田中 邦彦    高 崎     39 41 80
62 中川　　進    渋　川     古内 元明    渋 川     41 40 81
    新井　欣樹    前　橋     湯浅 弘和    高 崎     38 43 81
失格 佐藤　匡哉    渋　川 大和田康夫    中之条
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