
順　位 選　手　名 所属 平均得点 全国順位 備　考

 　1位 若井　友和 川　口 13 14

 　2位 内山　高秀 伊勢崎 13 31

 　3位 大木　　光 川　口 12.6 21

 　4位 中村　友和 浜　松 12.6 27

 　5位 五十嵐一夫 川　口 12.6 60

 　6位 山際　真介 川　口 12.6 62

 　7位 山田　達也 川　口 12.3 12

 　8位 池田　政和 川　口 12 18

 　9位 別府　敬剛 飯　塚 12 72

 　10位 角南　一如 山　陽 11.6 59

 　11位 新井　惠匠 伊勢崎 11 11

 　12位 森　　且行 川　口 11 29

 　13位 伊藤　正真 伊勢崎 11 118 減点１

 　14位 佐藤　裕二 川　口 10.6 24

 　15位 松本　　康 伊勢崎 10.6 50

 　16位 中野　憲人 川　口 10.6 58

 　17位 丸山　智史 山　陽 10.6 63

 　18位 重富　大輔 飯　塚 10.6 74

 　19位 深谷　　輝 川　口 10.6 114

 　20位 篠原　　睦 飯　塚 10.3 10

 　21位 髙橋　義弘 川　口 10.3 64

 　22位 黒岩　　明 川　口 10.3 67

 　23位 山田　真弘 川　口 10.3 91

 　24位 森谷　隼人 川　口 10 68

 　25位 伊藤　信夫 浜　松 9.6 22

 　26位 中山　　光 川　口 9.6 69

 　27位 柴田　健治 浜　松 9.6 92

 　28位 早船　　歩 川　口 9.3 55
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 　29位 長田　恭徳 山　陽 9.3 104

 　30位 鈴木　　清 川　口 9 41

 　31位 影山　　伸 川　口 9 116

 　32位 藤本　梨恵 伊勢崎 9 184 他落

 　33位 阿部　剛士 川　口 8.6 51

 　34位 加賀谷建明 川　口 8.3 61

 　35位 鐘ヶ江将平 飯　塚 8 20

 　36位 黒川　京介 川　口 8 38

 　37位 岩見　貴史 飯　塚 8 49

 　38位 西村龍太郎 山　陽 8 52

 　39位 佐久間健光 伊勢崎 8 119

 　40位 田中　　茂 飯　塚 7.6 25

 　41位 平田　雅崇 川　口 7.6 36

 　42位 前田　　淳 山　陽 7.6 42

 　43位 人見　剛志 山　陽 7.6 47

 　44位 青木　治親 川　口 7.6 110

 　45位 片野　利沙 川　口 7.6 209

 　46位 岩田　行雄 伊勢崎 7.3 44

 　47位 三浦　康平 伊勢崎 7 35 減点3

 　48位 吉田　祐也 川　口 7 94

 　49位 岡谷美由紀 浜　松 7 169

 　50位 笠木　美孝 浜　松 6 40

 　51位 泉田　修佑 川　口 6 82

 　52位 齋藤　撤二 川　口 6 89

 　53位 廣瀨　勝光 川　口 5.6 115

 　54位 久門　　徹 飯　塚 5.3 57

 　55位 木村　享平 伊勢崎 4.6 97

 　56位 松生　信二 山　陽 4.6 247

 　57位 髙橋絵莉子 伊勢崎 4.6 343 減点１

 　58位 牛澤　和彦 川　口 4.3 107

 　59位 緒方　浩一 山　陽 4 56

 　60位 青木　隆浩 山　陽 4 249



 　61位 有吉　辰也 飯　塚 3.6 19

 　62位 鈴木　宏和 浜　松 3.3 30 減点１

 　63位 中山　　透 川　口 3.3 75

 　64位 藤波　直也 浜　松 3.3 96

 　65位 田崎　　萌 伊勢崎 3.3 307

 　66位 岩田　裕臣 川　口 3 81

 　67位 中村　杏亮 飯　塚 2.3 112

 　68位 赤堀　　翼 浜　松 2.3 219

 　69位 岡松　　忠 山　陽 2 70

 　70位 野田　光宏 浜　松 1.6 259

 　71位 交川　陽子 浜　松 1.6 356

 　72位 田邉　　誠 川　口 1 83

 　73位 吉川　麻季 飯　塚 1 230

 　74位 稲原　瑞穂 飯　塚 1 366

 　75位 竹内　正浩 伊勢崎 0.6 165

 　76位 新村　嘉之 飯　塚 0 136

 　77位 金田　悠伽 浜　松 0 373

※ 渡邉　　篤 浜　松 失権 28 フライング

※ 岡部　　聡 山　陽 〃 32 フライング

※ 花田　一輝 浜　松 〃 87 反妨


