
Ａ班 Ｃ班
【　男　子　】 【　男　子　】

ビブ 氏　名 所 属 資格 ビブ 氏　名 所 属 資格

201 圓尾　哲也 あずま 正指 249 沢田　毅志 高崎 準指
202 横沢　隆弘 鹿沢ｽﾉ 準指 250 渡部　智嗣 岐阜ﾋﾏﾗﾔ クラ
203 松本　優 高崎 テク 251 川田　和正 水上 準指
204 上田　浩義 埼玉ﾎﾜｲﾄﾊﾟﾙ 正指 252 北尾　啓祐 三菱 テク
205 佐藤　浩二 高崎 クラ 253 伊藤　幸央 高崎 準指
206 勝瀬　栄之 尾島 クラ 254 中島　慶一 伊勢崎 テク
207 砂岡　隆史 榛名 テク 255 倉林　敬雪 高崎 正指
208 浅井　忠政 草津 正指 256 侭田  隆 東京ﾂｳﾞｧｲﾃ 準指
209 内田　芳明 高崎 正指 257 片貝　隼巳 県庁 準指
210 植木　毅 川場 正指 258 竹下　晶久 赤城 正指
211 湯本　哲夫 吾妻 正指 259 鴇澤　篤史 伊勢崎 準指
212 新井　光 県庁 クラ 260 入澤　将好 片品 準指
213 角田　雅人 川場 認定 261 風岡　雅巳 川場 正指
214 山田　伸雄 中之条 準指 262 田川　正武 伊勢崎 準指
215 小宮山　英一 榛名 クラ 263 森川　晴光 安中 準指
216 徳丸　智祥 尾島 １級 264 住谷　優太 高崎 テク
217 御子柴　裕哉 桐生 正指 265 渡辺　雅之 川場 準指
218 富沢　美昭 吾妻 正指 266 谷　　直樹 中之条 準指
219 古屋　修 前橋 正指 267 小熊　篤 桐生 準指
220 日高　将太郎 高崎 準指 268 宮崎　純也 栃木足利 １級
221 小林　秀徳 万座 準指 269 飯塚  慧 太田 テク
222 小池　孝幸 水上 準指 270 古屋　裕康 県庁 テク
223 山口　祐司 川場 正指 271 田中　正史 高崎 正指
224 佐藤　浩 甘楽 正指

Ｂ班 Ｄ班
【　男　子　】 【　女　子　】

ビブ 氏　名 所 属 資格 ビブ 氏　名 所 属 資格

225 藤本　浩文 県庁 正指 281 田村　昌子 太田 準指
226 庄司　憲介 榛名 正指 282 柳下　直美 万座 正指
227 後藤　與四也 太田 １級 283 太田　美也子 片品 正指
228 倉澤　秀祥 水上 テク 284 立岡　浩美 太田 正指
229 石原　一郎 沼田 正指 285 牧野　采花 川場 テク
230 林　　秀明 安中 準指 286 錦織　美香 佐久長聖高 クラ
231 戸塚　広一 榛名 １級 287 金子　明日美 片品 １級
232 土井　俊幸 たんばら 正指 288 川端　ひとみ 高体連 テク
233 小野  隆 甘楽 正指 289 原田　恵 富岡 正指
234 片亀　隆之 水上 正指 290 中島　晶子 高崎 正指
235 星谷　正樹 東京207ｻｳﾝｽﾞ 正指 291 矢島　純子 藤岡 正指
236 小山内　宏之 高崎 準指
237 福田　大剛 太田 準指
238 鈴木　勉 埼玉ｱﾒﾆﾃｨｰ 正指

239 阿部　豊 安中 正指

240 大谷　順一 桐生 準指
241 中野　心哉 吉岡 正指
242 飯塚　拓 太田 テク
243 野口　勝二 藤岡 １級
244 茂木　博明 川場 準指
245 桜井　洋平 桐生 クラ
246 青木　寛道 県庁 正指
247 岡田　紘希 万座 テク
248 髙橋　正典 前橋 クラ

○Ａ班　男子　ビブ№201～№224 ○Ｃ班　男子　ビブ№249～№271
○Ｂ班　男子　ビブ№225～№248 ○Ｄ班　女子　ビブ№281～№291 計82名
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