
順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ 順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ
1 野口　正雄                 前　橋       74 58 須藤　保志                 館　林       90
2 栗原　　隆                 安　中       76     遊佐　健策                 伊勢崎       90

    持田　哲哉                 前　橋       76 63 狩野　明英                 前　橋       91
    小保方　徹                 伊勢崎       76     栗原　一郎                 館　林       91
    尾崎　　勉                みなかみ      76     原田慶一郎                 館　林       91
6 綿貫　安一                 高　崎       77 66 山岡　嘉則                 高　崎       93

    細谷　祐生                 高　崎       77     新井　郁夫                 前　橋       93
    佐藤　省吾                 安　中       77 68 日野　尚和                 東吾妻       95
9 栗原　伸夫                 太　田       78 69 津久田　博                 高　崎       98

    岩井　　誠                 富　岡       78 70 桑原　清光                 前　橋       100
11 原澤　悦典                 高　崎       79     亀井　　賢                  ＮＲ           
    竹内　　亨                 高　崎       79     小澤　孝宏                  ＮＲ           
13 長谷川勝己                 前　橋       80                                                
    井川智一郎                 沼　田       80                                                
    橋爪　耕亮                 伊勢崎       80                                                
    池内　　慧                 前　橋       80                                                
    杉山　　茂                 高　崎       80                                                
    藤沢　英和                 高　崎       80                                                
19 石井　　晶                 前　橋       81                                                
    山上　利行                 桐　生       81                                                
    永井　　彰                 高　崎       81                                                
22 田中　友也                 高　崎       82                                                
    田中　邦彦                 高　崎       82                                                
24 小川　正浩                 館　林       83                                                
    田子　英明                 榛　東       83                                                
    久木　茂伸                 前　橋       83                                                
    小野里篤雄                 高　崎       83                                                
    唐澤　弘之                 前　橋       83                                                
    鈴木　　薫                 安　中       83                                                
    小菅　利弘                 富　岡       83                                                
    戸井　智之                 高　崎       83                                                
    江原　　功                 高　崎       83                                                
    前畑　欣宏                 安　中       83                                                
34 堀口　　哲                 高　崎       84                                                
    纐纈　晃寛                 富　岡       84                                                
    古内　元明                 渋　川       84                                                
    櫻井　文雄                 高　崎       84                                                
    滝山　初夫                 前　橋       84                                                
    本多　孝美                 太　田       84                                                
40 高橋　俊昭                 前　橋       85                                                
    須藤　隆彦                 前　橋       85                                                
42 須藤　哲男                 伊勢崎       86                                                
    小野　信義                 前　橋       86                                                
    藤崎　俊男                 前　橋       86                                                
    菊池　暁仁                 中之条       86                                                
46 吉田　耕平                 高　崎       87                                                
    海原　良介                 太　田       87                                                
    福田　衛敬                 高　崎       87                                                
    岡　　和典                 高　崎       87                                                
50 関野　邦彦                 前　橋       88                                                
    岡野　則行                 富　岡       88                                                
    樋口　敏治                 高　崎       88                                                
    川和　　真                 前　橋       88                                                
    橋本　　剛                 伊勢崎       88                                                
    小池　敏幸                 高　崎       88                                                
56 長山　盛雄                 太　田       89                                                
    須田　幸郎                 伊勢崎       89                                                
58 多胡　雅文                 安　中       90                                                
    平野　幸司                 藤　岡       90                                                
    櫛渕　　昭                 沼　田       90                                                
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1 柳澤　鈴加                 安　中       77
2 鈴木　　希                 みどり       78
3 松沢　浩子                 伊勢崎       79
4 国松みどり                 前　橋       82

    小澤千恵子                 渋　川       82
6 櫻井真智子                 高　崎       84
7 川崎　幸代                 前　橋       85
8 南雲　　東                 渋　川       86

    高野　菊枝                 高　崎       86
10 小林　澄子                 高　崎       89
11 武井　節子                 高　崎       91
12 田戸岡美幸                 高　崎       92
13 本木　啓子                 みどり       95
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