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１　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 秋間 安中市福祉事務所Ｂ

２　位 上野村長寿会 藤岡保健福祉事務所

２　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 中町 伊勢崎市福祉事務所

２　位 真壁　美保 渋川市福祉事務所Ａ

３　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 鶴光路町チーム 前橋市福祉事務所A

２　位 真壁下 渋川市福祉事務所Ｂ

４　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 新堀町B 前橋市福祉事務所D

２　位 太田市　大樹会（前島町） 太田市福祉事務所B
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ゲートボール競技結果



１　組
順　位 チーム名 事務所名

１　位 たまたん(玉村町） 伊勢崎保健福祉事務所

２　位 安中市Aチーム 安中市福祉事務所A

２　組
順　位 チーム名 事務所名

１　位 彗星クラブ（前橋市） 前橋市福祉事務所C

２　位 しんとう 渋川保健福祉事務所

３　組
順　位 チーム名 事務所名

１　位 みやまクラブ 前橋市福祉事務所D

２　位 ラ・フレッシュクラブ 高崎市福祉事務所A

４　組
順　位 チーム名 事務所名

１　位 桐生新卓会A（桐生市B） 桐生市福祉事務所B

２　位 L・アリーナ（土曜会） 前橋市福祉事務所A

５　組
順　位 チーム名 事務所名

１　位 高崎アリーナ練習会（高崎市） 高崎市福祉事務所D

２　位 伊勢崎ラージクラブ　Aチーム 伊勢崎市福祉事務所A

６　組
順　位 チーム名 事務所名

１　位 みどり市笠懸町 みどり市福祉事務所A

２　位 富岡もみじクラブ 富岡市福祉事務所

７　組
順　位 チーム名 事務所名

１　位 藤陵クラブ 藤岡市福祉事務所B

２　位 水芭蕉（沼田市） 沼田市福祉事務所A
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卓球競技結果



（№１）

順　位 事務所名

１　位 五十嵐　由光 山口　喜由 伊勢崎保健福祉事務所

２　位 西山　輝夫 中信　光義 高崎市福祉事務所

順　位 事務所名

１　位 山口　義隆 中野　重夫 渋川保健福祉事務所

２　位 小林　　 武 福島　哲也 高崎市福祉事務所

順　位 事務所名

１　位 片貝　　 清 林　　 雄興 太田市福祉事務所

２　位 新嶋　康弘 藤井　英男 前橋市福祉事務所

順　位 事務所名

１　位 関　　 岩雄 木村　重男 利根沼田保健福祉事務所

２　位 三井　寿洋 福田　洋二 高崎市福祉事務所

順　位 事務所名

１　位 藤木　惇允 栗原　春雄 伊勢崎保健福祉事務所

２　位 渡丸　一男 天田 　　要 高崎市福祉事務所

順　位 事務所名

１　位 武内　一郎 武藤　良作 高崎市福祉事務所

２　位 今　　 憲治 吉川　正一 伊勢崎保健福祉事務所

氏　　名

男子６組

氏　　名

氏　　名

氏　　名
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テニス競技結果

氏　　名

氏　　名

男子１組

男子２組

男子３組

男子４組

男子５組



（№２）

女子１組

順　位 事務所名

１　位 村岡　敏子 中野　澄子 伊勢崎市福祉事務所

２　位 近藤　麻美 斎藤　順子 前橋市福祉事務所

順　位 事務所名

１　位 相蘇　千寿子 加藤　万里子 高崎市福祉事務所

２　位 樋口　由美子 三森　なほみ 前橋市福祉事務所

氏　　名

氏　　名

女子２組
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１　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 沼田市A 沼田市福祉事務所A

２　位 吉井町ソフトテニスクラブ 高崎市福祉事務所D

２　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 榛東村 渋川保健福祉事務所

２　位 箕郷町ソフトテニスクラブ 高崎市福祉事務所E

３　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 前橋クラブA 前橋市福祉事務所A

２　位 火・木会 高崎市福祉事務所C

４　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 藤岡市 藤岡市福祉事務所

２　位 高崎市 高崎市福祉事務所B

５　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 沼田市B 沼田市福祉事務所B

２　位 高崎市 高崎市福祉事務所A
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順　位 チーム名 事務所名 勝敗

１　位 高崎シニアソフトボールクラブ 高崎市福祉事務所Ｃ ２勝　　  勝点４

２　位 ライナーズシニア 伊勢崎市福祉事務所Ｃ １勝１敗 勝点２

順　位 チーム名 事務所名 勝敗

１　位 ダンディーズ伊勢崎 伊勢崎市福祉事務所B ２勝　  　勝点４

２　位 ビックボーイズ 前橋市福祉事務所B １勝１敗 勝点２

順　位 チーム名 事務所名 勝敗

１　位 前橋エコーズ 前橋市福祉事務所Ｃ ２勝　　  勝点４

２　位 ゴールドボーイズ 伊勢崎市福祉事務所A １勝１敗 勝点２

Ｃブロック
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ソフトボール競技結果

Ａブロック

Ｂブロック



１　組

順　位 事　務　所　名

１　位 西村　哲也 太田市福祉事務所

２　位 浦上　広行 前橋市福祉事務所

２　組

順　位 氏　名 事　務　所　名

１　位 角田　芳昭 高崎市福祉事務所

木村　和男 利根沼田保健福祉事務所

萩原　政敏 沼田市福祉事務所

３　組

順　位 氏　名 事　務　所　名

１　位 竹渕　 　茂 沼田市福祉事務所

２　位 桑原　英之 沼田市福祉事務所

４　組

順　位 氏　名 事　務　所　名

１　位 鈴木　雅史 富岡市福祉事務所

２　位 町田　正宏 前橋市福祉事務所

５　組

順　位 氏　名 事　務　所　名

１　位 岡田　幸晴 太田市福祉事務所

２　位 小林　　 晃 高崎市福祉事務所

６　組

順　位 氏　名 事　務　所　名

１　位 新井　紘一 富岡市福祉事務所

２　位 川俣　光雄 みどり市福祉事務所

氏　名
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剣道競技結果

２　位



男性の部（一部）

順　位 氏　名 事務所名

１　位 雨宮   　巧 太田市福祉事務所

２　位 須永　和行 館林市福祉事務所

女性の部（一部）

順　位 氏　名 事務所名

１　位 平澤　かづ子 館林保健福祉事務所

２　位 小屋　美ち子 桐生市福祉事務所

男性の部（二部）

順　位 氏　名 事務所名

１　位 柳澤　　徹 前橋市福祉事務所

２　位 須永　　明 藤岡市福祉事務所

順　位 氏　名 事務所名

１　位 古尾谷　洋子 安中市福祉事務所

２　位 湊　  　恵 前橋市福祉事務所

第３９回県民スポーツ祭
ぐんまねんりんピック２０２２
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女性の部（二部）



順　位 チーム名 事務所名 打数

１　位 吉岡町２ 渋川保健福祉事務所C 104

２　位 川曲町GG愛好会B 前橋市福祉事務所Ｇ 115

順　位 チーム名 事務所名 打数

１　位 遠丸（安中） 安中市福祉事務所Ａ 109

２　位 渋川市グラウンド・ゴルフ協会C 渋川市福祉事務所C 113

Ａブロック

第３９回県民スポーツ祭
ぐんまねんりんピック２０２２

グラウンド・ゴルフ競技結果
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（№１）

５　ｋｍ（男子６０歳代）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 長井　正晃 前橋市福祉事務所 22分27秒

２　位

５　ｋｍ（男子７０歳代）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 水澤　明且 渋川市福祉事務所 24分32秒

２　位 都筑　次良 渋川保健福祉事務所 29分14秒

５　ｋｍ（男子８０歳代）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 荻野　耕三 伊勢崎市福祉事務所 30分35秒

２　位 矢島　浩隆 前橋市福祉事務所 31分05秒
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１０　ｋｍ（男子５０歳代）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 天野　常覚 高崎市福祉事務所 48分39秒

２　位

１０　ｋｍ（男子６０歳代）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 砂﨑　広明 前橋市福祉事務所 40分25秒

２　位 大湊　邦彦 吾妻保健福祉事務所 1時間04分04秒

１０　ｋｍ（男子７０歳代）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 舘野　忠次郎 前橋市福祉事務所 56分17秒

２　位

１０　ｋｍ（女子７０歳代）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 荒木　浅枝 前橋市福祉事務所 1時間08分07秒

２　位

マラソン競技結果
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№１　男子２５ｍ自由形（６０～６４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 荻野　純一 富岡市福祉事務所 19秒24

２　位

№２　男子２５ｍ自由形（６５～６９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 仁田山　慶正 桐生市福祉事務所 16秒18

２　位 宮石　義房 高崎市福祉事務所 16秒66

№３　男子２５ｍ自由形（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 安澤　眞一 安中市福祉事務所 15秒64

２　位 田村　悌士郎 前橋市福祉事務所 15秒93

№４　男子２５ｍ自由形（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 佐藤　　守 安中市福祉事務所 15秒94

２　位 布施　長次郎 前橋市福祉事務所 26秒03

№５　男子２５ｍ自由形（８０歳以上）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 吉田　征一郎 高崎市福祉事務所 17秒72

２　位 岩井　　進 富岡市福祉事務所 18秒98

第３９回県民スポーツ祭
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水泳競技結果
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№６　女子２５ｍ自由形（６０～６４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 紋谷　季世子 太田市福祉事務所 18秒37

２　位 吉田　みどり 高崎市福祉事務所 18秒61

№７　女子２５ｍ自由形（６５～６９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 尾澤　みゆき 渋川市福祉事務所 23秒65

２　位 小島　佳子 桐生市福祉事務所 30秒90

№８　女子２５ｍ自由形（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 白石　やす子 高崎市福祉事務所 19秒24

２　位 金井　保枝 安中市福祉事務所 19秒43

№９　女子２５ｍ自由形（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 川島　志津子 伊勢崎保健福祉事務所 22秒81

２　位 齋藤　知子 渋川市福祉事務所 24秒76

№10　男子２５ｍ背泳ぎ（６５～６９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 宮石　義房 高崎市福祉事務所 22秒28

２　位
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（№３）

№11　男子２５ｍ背泳ぎ（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 田村　悌士郎 前橋市福祉事務所 20秒29

２　位 安澤　眞一 安中市福祉事務所 21秒06

№12　男子２５ｍ背泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 下山　榮次 太田市福祉事務所 26秒10

２　位 江原　　 勉 高崎市福祉事務所 26秒75

№13　男子２５ｍ背泳ぎ（８０歳以上）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 佐藤　幸夫 安中市福祉事務所 22秒85

２　位 岩井　　 進 富岡市福祉事務所 26秒13

№14　女子２５ｍ背泳ぎ（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 田口　寿美江 高崎市福祉事務所 25秒95

２　位

№15　女子２５ｍ背泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 齋藤　知子 渋川市福祉事務所 31秒89

２　位 岸　　　茂子 高崎市福祉事務所 38秒97
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水泳競技結果
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№16　　女子２５ｍ背泳ぎ（８０歳以上）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 丹治　邦子 渋川保健福祉事務所 41秒67

２　位

№17　男子２５ｍ平泳ぎ（６０～６４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 森田　幹夫 伊勢崎市福祉事務所 19秒71

２　位 荻野　純一 富岡市福祉事務所 23秒63

№18　男子２５ｍ平泳ぎ（６５～６９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 宮川　　清 前橋市福祉事務所 22秒92

２　位

№19　男子２５ｍ平泳ぎ（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 江口　武夫 太田市福祉事務所 21秒33

２　位 山田　廣好 伊勢崎市福祉事務所 21秒83

№20　男子２５ｍ平泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 長谷川　貴一 安中市福祉事務所 25秒49

２　位 下山　榮次 太田市福祉事務所 27秒94
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№21　男子２５ｍ平泳ぎ（８０歳以上）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 星野　秀夫 前橋市福祉事務所 29秒44

２　位

№22　女子２５ｍ平泳ぎ（６５～６９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 尾澤　みゆき 渋川市福祉事務所 34秒23

２　位

№23　女子２５ｍ平泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 岸　　茂子 高崎市福祉事務所 54秒99

２　位

№24　女子２５ｍ平泳ぎ（８０歳以上）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 石田　清枝 安中市福祉事務所 34秒11

２　位

№25　男子２５ｍバタフライ（６０～６４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 荻野　純一 富岡市福祉事務所 24秒99

２　位
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ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果



（№６）

№26　男子２５ｍバタフライ（６５～６９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 宮石　義房 高崎市福祉事務所 18秒75

２　位

№27　男子２５ｍバタフライ（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 安澤　眞一 安中市福祉事務所 20秒51

２　位 江口　武夫 太田市福祉事務所 21秒01

№28　男子２５ｍバタフライ（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 佐藤　安史 前橋市福祉事務所 21秒38

２　位 長谷川　貴一 安中市福祉事務所 23秒69

№29　男子２５ｍバタフライ（８０歳以上）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 吉田　征一郎 高崎市福祉事務所 20秒83

２　位 星野　秀夫 前橋市福祉事務所 29秒89

№30　女子２５ｍバタフライ（６０～６４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 吉田　みどり 高崎市福祉事務所 19秒11

２　位 紋谷　季世子 太田市福祉事務所 22秒70

第３９回県民スポーツ祭
ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果



（№７）

№31　女子２５ｍバタフライ（６５～６９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 田中　邦子 高崎市福祉事務所 22秒66

２　位 尾澤　みゆき 渋川市福祉事務所 32秒09

№32　　女子２５ｍバタフライ（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 間藤　三千代 高崎市福祉事務所 23秒02

２　位 白石　やす子 高崎市福祉事務所 23秒83

№33　女子２５ｍバタフライ（７５～７９歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 川島　志津子 伊勢崎保健福祉事務所 27秒60

２　位 齋藤　知子 渋川市福祉事務所 36秒21

第３９回県民スポーツ祭
ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果



（№８）

№34　男子５０ｍ自由形（６０～６４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位

２　位

№35　男子５０ｍ自由形（６５～６９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 仁田山　慶正 桐生市福祉事務所 37秒21

２　位

№36　男子５０ｍ自由形（７０～７４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 棚橋　秀司 高崎市福祉事務所 35秒12

２　位 田村　悌士郎 前橋市福祉事務所 35秒89

№37　男子５０ｍ自由形（７５～７９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 佐藤　　 守 安中市福祉事務所 34秒69

２　位 佐藤　安史 前橋市福祉事務所 40秒04

№38　男子５０ｍ自由形（８０歳以上）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 吉田　征一郎 高崎市福祉事務所 42秒17

２　位 佐藤　孝夫 安中市福祉事務所 1分05秒63

第３９回県民スポーツ祭
ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果



（№９）

№39　女子５０ｍ自由形（６５～６９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 田中　邦子 高崎市福祉事務所 44秒70

２　位 小島　佳子 桐生市福祉事務所 1分11秒55

№40　女子５０ｍ自由形（７０～７４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 金井　保枝 安中市福祉事務所 43秒33

２　位 白石　やす子 高崎市福祉事務所 44秒09

№41　女子５０ｍ自由形（７５～７９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 川島　志津子 伊勢崎保健福祉事務所 47秒96

２　位

№42　男子５０ｍ背泳ぎ（７０～７４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 山田　廣好 伊勢崎市福祉事務所 45秒47

２　位 戸所　孝夫 前橋市福祉事務所 48秒10

№43  男子５０ｍ背泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 佐藤　安史 前橋市福祉事務所 50秒21

２　位 江原　　 勉 高崎市福祉事務所 56秒86

第３９回県民スポーツ祭
ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果



（№１０）

№44  男子５０ｍ背泳ぎ（８０歳以上）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 佐藤　幸夫 安中市福祉事務所 49秒96

２　位

№45　女子５０ｍ背泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 岸　　茂子 高崎市福祉事務所 1分25秒89

２　位

№46　男子５０ｍ平泳ぎ（６０～６４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 森田　幹夫 伊勢崎市福祉事務所 42秒86

２　位 萩原　信行 藤岡市福祉事務所 55秒09

№47　男子５０ｍ平泳ぎ（６５～６９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 宮川　　清 前橋市福祉事務所 51秒50

２　位

№48　男子５０ｍ平泳ぎ（７０～７４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 山田　廣好 伊勢崎市福祉事務所 47秒73

２　位 山形　　 昇 桐生市福祉事務所 54秒60

第３９回県民スポーツ祭
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水泳競技結果



（№１１）

№49　男子５０ｍ平泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 山中　昇一 伊勢崎保健福祉事務所 1分12秒52

２　位

№50　男子５０ｍ平泳ぎ（８０歳以上）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 星野　秀夫 前橋市福祉事務所 1分04秒24

２　位

№51　　女子５０ｍ平泳ぎ（６０～６４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 紋谷　季世子 太田市福祉事務所 55秒40

２　位 城田　広子 高崎市福祉事務所 57秒50

№52　女子５０ｍ平泳ぎ（６５～６９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 田中　邦子 高崎市福祉事務所 55秒76

２　位

№53　女子５０ｍ平泳ぎ（７５～７９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位

２　位

ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果

第３９回県民スポーツ祭



（№１２）

№54　女子５０ｍ平泳ぎ（８０歳以上）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 石田　清枝 安中市福祉事務所 1分20秒02

２　位 丹治　邦子 渋川保健福祉事務所 1分41秒70

№55　男子５０ｍバタフライ（６５～６９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 仁田山　慶正 桐生市福祉事務所    43秒21

２　位

№56　男子５０ｍバタフライ（７０～７４歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 堀米　正一 高崎市福祉事務所  1分09秒90

２　位

№57　男子５０ｍバタフライ（７５～７９歳）

順　位 氏　名 事務所名 記録

１　位 稲田　勝征 桐生市福祉事務所    59秒90

２　位

№58　男子５０ｍバタフライ（８０歳以上）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 佐藤　幸夫 安中市福祉事務所  1分00秒76

２　位

ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果
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（№１３）

№59　女子５０ｍバタフライ（６０～６４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位

２　位

№60　女子５０ｍバタフライ（７０～７４歳）

順　位 氏名 事務所名 記録

１　位 津久井美恵子 渋川市福祉事務所    58秒38

２　位

第３９回県民スポーツ祭
ぐんまねんりんピック２０２２

水泳競技結果



順　位 チーム名 事務所名

１　位 大泉"遊" 館林保健福祉事務所

２　位 ウィングル 伊勢崎市福祉事務所

第３９回県民スポーツ祭
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ソフトバレーボール競技結果



１　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 小日向長寿会・小板橋チーム（安中市） 安中市福祉事務所Ｂ

２　位 藤岡市神流支部温井寿会 藤岡市福祉事務所Ａ

２　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 あずま平井（伊勢崎市） 伊勢崎市福祉事務所Ｂ

２　位 下仁田町老人クラブ連合会 富岡保健福祉事務所

３　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 下郷寿会（Ａ）神流 藤岡市福祉事務所Ｃ

１　位 太田市高林西町さつき会 太田市福祉事務所

４　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 桐生市老人クラブ連合会　柏出B 桐生市福祉事務所Ｂ

２　位 白沢Ａ（沼田市） 沼田市福祉事務所Ａ

５　組

順　位 チーム名 事務所名

１　位 高梨子高生会（安中市） 安中市福祉事務所Ａ

２　位 曲沢町（伊勢崎市） 伊勢崎市福祉事務所Ａ

第３９回県民スポーツ祭
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ペタンク競技結果



個人戦

順　位 事務所名

しかけ 斎藤　恭子 館林市福祉事務所

応じ 谷田部　由利子 館林市福祉事務所

しかけ 原嶋　登代美 前橋市福祉事務所

応じ 福田　篤子 高崎市福祉事務所
２　位

第３９回県民スポーツ祭
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なぎなた競技結果

１　位

氏名



順　位 チーム名 事務所名 得点

１　位 さくら太極拳倶楽部（高崎市） 高崎市福祉事務所Ｃ 8.80

２　位 ふじの丘チーム 藤岡市福祉事務所 8.66

１　組

第３９回県民スポーツ祭
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太極拳競技結果



順　位 氏　名 事務所名

秋山　賢二 藤岡市福祉事務所

阿部　昭二 藤岡市福祉事務所

新木　俊光 前橋市福祉事務所

温井　征治 藤岡市福祉事務所

順　位 氏　名 事務所名

１　位 松尾　　茂 安中市福祉事務所

２　位 茂原　　博 富岡市福祉事務所

第３９回県民スポーツ祭
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囲碁競技結果

Ｂブロック

Ａブロック

１　位

２　位



１　組

順　位 氏名 事務所名

１　位 猿谷　  隆 伊勢崎市福祉事務所

２　位 安部　髙行 安中市福祉事務所

２　組

順　位 氏名 事務所名

１　位 久留　義寿 高崎市福祉事務所

２　位 大崎　富男 伊勢崎市福祉事務所

３　組

順　位 氏名 事務所名

１　位 下城　町夫 伊勢崎市福祉事務所

２　位 山川　一雄 みどり市福祉事務所

４　組

順　位 氏名 事務所名

１　位 片貝　劼也 高崎市福祉事務所

２　位 小林　啓一 伊勢崎市福祉事務所

５　組

順　位 氏名 事務所名

１　位 有阪　今朝夫 安中市福祉事務所

２　位 根岸　廣志 伊勢崎市福祉事務所

第３９回県民スポーツ祭
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将棋競技結果



Ａブロック

順　位 氏　名 事務所名

１　位 伊藤　健一 藤岡市福祉事務所

２　位 富澤   　正 伊勢崎市福祉事務所

Ｂブロック

順　位 氏　名 事務所名

１　位 吉野　矩久 高崎市福祉事務所

２　位 髙岸　正義 前橋市福祉事務所
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健康マージャン競技結果


