
順位 氏　名 市町村 ｽｺｱ 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       76 53 栗山　尊弘                 吉　岡       85 117 福島　克彦                 前　橋       91
2 石井　　晶                 前　橋       77     長日部貴博                 安　中       85     高橋　淳芳                 みどり       91
3 飯島　康之                 太　田       78     藤沢　英和                 高　崎       85     原田慶一郎                 館　林       91

    志村　和彦                 伊勢崎       78     加賀　政昭                 前　橋       85 124 小林　博文                 安　中       92
5 松村　　勝                 渋　川       79     池田　好年                 藤　岡       85     峯村　順一                 高　崎       92

    中島　幸和                 高　崎       79     田邊　知已                 高　崎       85     清水　清二                 藤　岡       92
    綿貫　安一                 高　崎       79 67 中島　信次                 安　中       86 127 斎藤　新治                 渋　川       94
    佐藤　勇二                 下仁田       79     山田　裕之                 前　橋       86     塚越　伸一                 太　田       94
9 橋本　竜摩                 伊勢崎       80     内山　光一                 富　岡       86     小池　敏幸                 高　崎       94

    岩井　　誠                 富　岡       80     福島　則雄                 渋　川       86     柳澤　　仁                 前　橋       94
    清水　　恵                 伊勢崎       80     山上　利行                 桐　生       86     秋山　卓宏                 高　崎       94
    戸井　智之                 高　崎       80     須藤　哲男                 伊勢崎       86 132 森　　　薫                 前　橋       95
    篠崎　成志                 前　橋       80     堀口　昇一                 太　田       86     奥野　茂樹                 みどり       95
    岡本　知紀                 前　橋       80     高野　政人                 前　橋       86 134 石井　卓二                 太　田       97
15 持田　哲哉                 前　橋       81     新井　光興                 高　崎       86     梅田　　勝                 伊勢崎       97
    須永　　敦                 藤　岡       81     渡辺　俊裕                 高　崎       86     田子　英明                 榛　東       97
    栗原　　隆                 安　中       81     金沢　拓也                 太　田       86     吉田　耕平                 高　崎       97
    三富　　昇                 嬬　恋       81     伊藤　誠二                 渋　川       86 138 熊井　秀一                 富　岡       99
    菅野　裕行                 藤　岡       81 79 浅野　基和                 渋　川       87 139 小池　　勇                 中之条       100
    今井　和昌                 安　中       81     竹次　幸生                 高　崎       87 140 高田　賢一                 富　岡       104
21 石田　三男                 榛　東       82     冨沢　正幸                 安　中       87                                                
    三田　　悟                 邑　楽       82     深町　侯一                 伊勢崎       87                                                
    日野　尚和                 東吾妻       82     前原　淳一                 前　橋       87                                                
    関　　徹也                 前　橋       82     堀越　　誠                 高　崎       87                                                
    福田　正行                 中之条       82     橋爪　誠一                 中之条       87                                                
    佐藤　省吾                 安　中       82 86 儘田　　務                 安　中       88                                                
    篠原　　寿                 渋　川       82     長尾　正之                みなかみ      88                                                
    井川智一郎                 沼　田       82     佐口　昭雄                 太　田       88                                                
    清水　治雄                 太　田       82     須藤　正樹                 高　崎       88                                                
    臼田　圭一                 富　岡       82     水出　　隆                 前　橋       88                                                
    田中　悦己                 桐　生       82     江原　　功                 高　崎       88                                                
    田中　友也                 高　崎       82     橋本　幸雄                 前　橋       88                                                
33 横田　利幸                 富　岡       83     梅山　　敦                 高　崎       88                                                
    高田　　優                 玉　村       83     山崎　　弘                 嬬　恋       88                                                
    木村　文徳                 前　橋       83 95 北　　雅文                 沼　田       89                                                
    戸塚　尚夫                 高　崎       83     小川　正浩                 館　林       89                                                
    細野　晃詳                 伊勢崎       83     原澤　文雄                みなかみ      89                                                
    福井　誠治                 前　橋       83     櫻井　文雄                 高　崎       89                                                
    本多　八男                 渋　川       83     福田　衛敬                 高　崎       89                                                
    松原　孝行                 藤　岡       83     蟻川　光治                 中之条       89                                                
    山崎　博幸                 嬬　恋       83     大塚　武典                 中之条       89                                                
    飯野　竜介                 富　岡       83     上野　和夫                 高　崎       89                                                
    鬼頭　雅彦                 伊勢崎       83     櫛渕　寛之                みなかみ      89                                                
44 若岡　良樹                 高　崎       84     金井　廣光                 前　橋       89                                                
    横山　博文                 太　田       84     井上　　豊                 高　崎       89                                                
    工藤　利明                 藤　岡       84     古内　元明                 渋　川       89                                                
    新田　元大                 藤　岡       84     藤戸　正秋                 大　泉       89                                                
    前畑　欣宏                 安　中       84 108 山岡　嘉則                 高　崎       90                                                
    小野里篤雄                 高　崎       84     星野　　巌                 榛　東       90                                                
    千明　直一                 伊勢崎       84     増山　馨介                 桐　生       90                                                
    永島　和行                 沼　田       84     齋藤　常信                 桐　生       90                                                
    清水　　勲                 安　中       84     松井　輝芳                 高　崎       90                                                
53 八木原孝行                 藤　岡       85     栗原　秀男                 太　田       90                                                
    竹内　陽一                 高　崎       85     永井　　彰                 高　崎       90                                                
    小倉　孝一                 館　林       85     須藤　隆彦                 前　橋       90                                                
    狩野　明英                 前　橋       85     松井　　登                 沼　田       90                                                
    原田　照一                 富　岡       85 117 小林　順一                 安　中       91                                                
    中島　昌彦                 高　崎       85     久保　直人                 富　岡       91                                                
    宮下　義史                 太　田       85     桑原　　裕                 伊勢崎       91                                                
    松井　照夫                 みどり       85     樋口　隆夫                 沼　田       91                                                
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