
Ａ班 Ｃ班
【　男　子　】 【　男　子　】

ビブ 氏　名 所 属 資格 ビブ 氏　名 所 属 資格

1 佐藤　浩二 高崎 クラ 49 小山　日出映 吾妻 正指
2 林　　秀明 安中 準指 50 山田　伸雄 中之条 準指
3 倉林　敬雪 高崎 正指 51 阿部　　豊 安中 正指
4 黒岩　宏太 嬬恋 テク 52 森川　晴光 安中 準指
5 横沢　隆弘 鹿沢ｽﾉ 準指 53 儘田　智生 安中 準指
6 倉澤　秀祥 水上 テク 54 新井　光 県庁 準指
7 北尾　啓祐 三菱 テク 55 小山内　宏之 高崎 準指
8 中里　順一 桐生 正指 56 風岡　雅巳 川場 正指
9 松本　優 高崎 テク 57 柳田　達郎 尾島 １級
10 石原　一郎 沼田 正指 58 角田　雅人 川場 認定
11 伊藤　幸央 高崎 準指 59 福田　大剛 太田 準指
12 小根澤　大二郎 草津 準指 60 田川　正武 伊勢崎 準指
13 圓尾　哲也 あずま 正指 61 榎並　雪彦 草津 正指
14 後藤　與四也 太田 １級 62 湯本　哲夫 吾妻 正指
15 川田　和正 水上 準指 63 星谷　正樹 東京207ｻｳﾝｽﾞ 正指
16 御子柴　克哉 桐生 正指 64 入澤　将好 片品 準指
17 大朏　詳唯 館林 テク 65 淺井　忠政 草津 正指
18 佐藤　　浩 甘楽 正指 66 砂岡　隆史 榛名 テク
19 沢田　毅志 高崎 準指 67 片貝　隼巳 県庁 準指
20 松野　蓮 川場 テク 68 小野　　隆 甘楽 正指
21 佐藤　正人 前橋 テク 69 長岡　政康 高崎 準指
22 藤本　浩文 県庁 正指 70 植木　毅 川場 正指
23 渡部　智嗣 岐阜ヒマラヤ クラ 71 片亀　隆之 水上 正指
24 星野　浩章 片品 １級 72 竹下　晶久 赤城 正指

73 田子　泰裕 高崎 正指
Ｂ班
【　男　子　】 Ｄ班

ビブ 氏　名 所 属 資格 【　ジュニア　・　女　子　】

25 冨澤　一郎 中之条 準指 ジュニア
26 小池　孝幸 水上 準指 ビブ 氏　名 所 属 資格
27 髙橋　正典 前橋 クラ Jr1 川上　勇貴 伊勢崎 クラ
28 宍戸　範行 氏家 テク Jr2 錦織　美香 佐久長聖高 クラ
29 小林　理 前橋 １級 Jr3 岡部　百合愛 太田 １級
30 日髙　將太郎 高崎 準指
31 青木　寛道 県庁 正指 女子
32 古屋　裕康 県庁 テク ビブ 氏　名 所 属 資格
33 梶　伸之 万座 正指 111 柳下　直美 万座 正指
34 小林　秀徳 万座 準指 112 原田　　恵 富岡 正指
35 岡田　紘希 万座 テク 113 小野寺　晶子 万座 １級
36 田中　正史 高崎 正指 114 中島　晶子 高崎 正指
37 飯塚　俊英 甘楽 正指 115 林　恵子 川崎ﾕｰﾍﾞﾙ 正指
38 古屋　　修 前橋 正指 116 金子　明日美 片品 １級
39 野口　勝二 藤岡 １級 117 角田　和久美 MSS 認定
40 宮崎　純也 伊勢崎 １級 118 立岡　浩美 太田 正指
41 富澤　美昭 吾妻 正指 119 北爪　快 水上 準指
42 小宮山　英一 榛名 クラ 120 小野　香 甘楽 準指
43 大谷　順一 桐生 準指 121 矢島　純子 藤岡 正指
44 住谷　優太 高崎 テク
45 宮田　毅 川場 正指
46 御子柴　裕哉 桐生 正指
47 中野　心哉 吉岡 正指
48 谷　　直樹 中之条 準指 ○Ｃ班　男子 　ビブ№49～№73 25名

○Ｄ班　ｼﾞｭﾆｱ　ビブ№Jr1～№Jr103 3名
○Ａ班　男子　ビブ№1～№24 24名       　女子 　ビブ№111～№121 11名
○Ｂ班　男子　ビブ№25～№48 24名 計87名
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