
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 16 15

 　2位 辻　　大樹 飯　塚 16 77

 　3位 青木　治親 川　口 13 43

 　4位 秋田　貴弘 川　口 12 85

 　5位 鈴木　将光 船　橋 12 112

 　6位 森谷　隼人 船　橋 11 60

 　7位 廣瀬　勝光 川　口 10.5 58

 　8位 間中　大輔 川　口 10.5 137

 　9位 平田　雅崇 川　口 9.5 27

 　10位 鈴木　　清 川　口 9.5 34

 　11位 田邉　　誠 川　口 8.5 71

 　12位 釜本　憲司 川　口 8 289

 　13位 鈴木　静二 浜　松 7.5 56

 　14位 三浦　康平 伊勢崎 6.5 63

 　15位 満村　陽司 山　陽 6 86

 　16位 関口　隆広 浜　松 6 164

 　17位 君和田裕二 川　口 5 191

 　18位 髙橋　祐一 川　口 4 249

 　19位 清水　　卓 伊勢崎 3 122

 　20位 且元　滋紀 川　口 2 209

 　21位 小宮　隆光 川　口 1.5 263

 　22位 木村　直幸 浜　松 0 266

※ 山崎　　潤 川　口 - 302 反　妨

※ 岩田　裕臣 川　口 - 94 参加解除

※２日間平均競走得点上位１６名が準々決勝戦進出

GⅡ　川口記念

A型グループ 平均競走得点　順位（第2日目）



順　位 選　手　名 所属 平均得点 全国順位 備　考

 　1位 岩科　鮮太 浜　松 15 35

 　2位 新井　惠匠 船　橋 15 50

 　3位 山田　達也 川　口 14.5 31

 　4位 田村　治郎 伊勢崎 14 45

 　5位 齋藤　撤二 川　口 14 90

 　6位 森　　且行 川　口 13 42

 　7位 髙塚　義明 川　口 13 141

 　8位 増田　伸一 川　口 12 198

 　9位 阿部　仁志 飯　塚 11 55

 　10位 深谷　　輝 川　口 10.5 64

 　11位 牛澤　和彦 川　口 9.5 51

 　12位 佐藤　摩弥 川　口 8.5 224

 　13位 篠﨑　　実 川　口 7 65

 　14位 小原　　望 川　口 7 126

 　15位 高石　光将 川　口 6 262

 　16位 鈴木　清市 伊勢崎 5.5 187

 　17位 金子　和裕 川　口 4 138

 　18位 岡松　　忠 山　陽 4 165

 　19位 田島　敏徳 飯　塚 4 274

 　20位 山中　充智 船　橋 2.5 282

 　21位 藤　　達也 山　陽 2 115

 　22位 石貝　武之 浜　松 0 194

 　23位 橋本　陽介 浜　松 0 314

※ 福田　　茂 川　口 - 176 フライング

※２日間平均競走得点上位１６名が準々決勝戦進出

B型グループ 平均競走得点　順位（第2日目）

GⅡ　川口記念



順　位 選　手　名 所属 平均得点 全国順位 備　考

 　1位 佐藤　裕二 川　口 14 18

 　2位 影山　　伸 川　口 12.5 120

 　3位 藤岡　一樹 山　陽 12 22

 　4位 中山　　透 川　口 11.5 156

 　5位 髙橋　義弘 川　口 10 25

 　6位 加賀谷建明 川　口 9.5 88 減点1

 　7位 阿部　剛士 川　口 9 73

 　8位 大木　　光 川　口 8.5 36

 　9位 鈴木　慶太 船　橋 8.5 87

 　10位 谷島　俊行 川　口 8.5 132

 　11位 長谷川　啓 川　口 7.5 226

 　12位 中田　義明 川　口 6.5 279

 　13位 田中　正樹 飯　塚 6 171

 　14位 新井　　淳 伊勢崎 5.5 62

 　15位 柴山　信行 川　口 5.5 154

 　16位 吉田　祐也 川　口 4.5 106

 　17位 田中　　哲 伊勢崎 4.5 127

 　18位 石井　大志 川　口 4.5 149

 　19位 井上　秀則 飯　塚 3.5 290

 　20位 山田　　徹 川　口 3 80

 　21位 塚本　浩司 川　口 2.5 238

 　22位 千葉　泰将 伊勢崎 1.5 167

 　23位 吉田　幸司 川　口 0 128

 　24位 橋本　優一 浜　松 0 277

※２日間平均競走得点上位１６名が準々決勝戦進出

O型グループ 平均競走得点　順位（第2日目）

GⅡ　川口記念



順　位 選　手　名 所属 平均得点 全国順位 備　考

 　1位 田中　　茂 飯　塚 16 24

 　2位 中村　雅人 船　橋 14 6

 　3位 緒方　浩一 山　陽 11.5 91

 　4位 浦田　信輔 飯　塚 11 8

 　5位 黒岩　　明 船　橋 10.5 78

 　6位 柴田　紘志 浜　松 10.5 161

 　7位 笠木　美孝 浜　松 10 54

 　8位 鈴木　章夫 浜　松 8.5 151

 　9位 中野　憲人 川　口 8 39

 　10位 山際　真介 川　口 8 148 減点３

 　11位 櫻木　公和 飯　塚 7.5 117

 　12位 牧野　貴博 船　橋 6.5 195

 　13位 松生　信二 山　陽 6 247

 　14位 掛川　和人 川　口 5.5 144

 　15位 根本　将人 飯　塚 5 201

 　16位 川原　　剛 川　口 4.5 223

 　17位 西村　昭紀 飯　塚 4 285

 　18位 門傳　泰浩 川　口 3 254

 　19位 野上　史豪 浜　松 2.5 170

 　20位 浅野　幸三 川　口 2 230

 　21位 田中　泰彦 山　陽 2 260

 　22位 吉松　憲治 山　陽 1 188

 　23位 林　　稔哲 伊勢崎 0 301

 　24位 田中　耕三 船　橋 0 313

※２日間平均競走得点上位１６名が準々決勝戦進出

AB型グループ 平均競走得点　順位（第2日目）

GⅡ　川口記念


