
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 湯本　哲夫 吾妻 正指 41 小山　内宏之 高崎 準指
2 小宮　山英一 榛名 クラ 42 中島　慶一 伊勢崎 テク
3 田川　正武 伊勢崎 準指 43 圓尾　哲也 あずま 正指
4 青木　誠也 草津 1級 44 松本　優 アドバンス テク
5 大谷　順一 桐生 準指 45 福田 大剛 太田 正指
6 冨澤　一郎 中之条 正指 46 佐藤　浩二 高崎 クラ
7 島　武志 伊勢崎 1級 47 植木　毅 川場 正指
8 稲葉　慎一郎 鹿沢 準指 48 佐藤　浩 甘楽 正指
9 金井　皆就 吾妻 クラ 49 関口　雄太 桐生 準指
10 儘田　智生 安中市 準指 50 倉林　敬雪 高崎 正指
11 佐藤　正人 前橋 テク 51 山田　謙治 前橋 1級
12 小野　隆 甘楽 正指 52 阿部　豊 安中 正指
13 田中　正史 尾島 正指 53 唐澤　真治 中之条 正指
14 岩間　良平 大泉 1級 54 中野　心哉 吉岡体協 正指
15 御子柴　裕哉 桐生 正指 55 大朏　詳唯 館林 テク
16 山田　裕明 藤岡 クラ 56 小熊　篤 桐生 準指
17 本多　雅也 片品 クラ 57 星野　浩章 片品 準指
18 古屋　裕康 群馬県庁 クラ 58 小林　広典 伊勢崎 準指
19 萩原　健一 片品 テク 59 小林　正樹 太田 正指
20 日髙　將太郎 高崎 正指 60 大塚　憲仁 群馬県庁 1級

61 井　千歳 安中 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

21 小山　日出映 吾妻 正指 111 柳下　直美 万座 正指
22 星谷　正樹 サウンズ クラ 112 関　奈々星 川場 準指
23 酒井　暁彦 前橋 準指 113 原田　恵 富岡 正指
24 山本　理博 ＭＳＳ 正指 114 籏福　美紀 前橋 テク
25 野口　勝二 藤岡 テク 115 鈴川　真由 高崎 認定
26 森川　晴光 安中 準指 116 川端　ひとみ ＭＳＳ クラ
27 石原　一郎 沼田 正指 117 小野　香 甘楽 正指
28 渡部　智嗣 ヒマラヤスノー クラ 118 牧野　采花 川場 テク
29 宮崎　純也 伊勢崎 1級 119 池田　実句 草津 テク
30 青木　寛道 群馬県庁 正指 120 立岡　浩美 太田 正指
31 飯塚　俊英 甘楽 正指 121 北爪　快 水上 正指
32 宮田　毅 川場 正指
33 髙橋　洋章 太田 正指
34 古屋　修 前橋 正指
35 山田　伸雄 中之条 準指
36 藤本　浩文 群馬県庁 正指
37 竹下　晶久 赤城 正指
38 新井　光 群馬県庁 準指
39 川田　和正 水上 準指
40 須藤　典夫 高崎 正指

○Ａ班　男子　ビブ№1～№20 20名 ○Ｃ班　男子 　ビブ№41～№61 21名
○Ｂ班　男子　ビブ№21～№40 20名 ○Ｄ班　女子 　ビブ№111～№121 11名

      　 計72名
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