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順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ 順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ 順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ

1111 有賀　史剛          有賀　史剛          有賀　史剛          有賀　史剛                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       74747474 56565656 木村　祐貴          木村　祐貴          木村　祐貴          木村　祐貴                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       82828282 121121121121 高橋勇二郎          高橋勇二郎          高橋勇二郎          高橋勇二郎                 中之条              中之条              中之条              中之条       87878787

                亀井　　隆          亀井　　隆          亀井　　隆          亀井　　隆                 館　林              館　林              館　林              館　林       74747474                 藤井　隆之          藤井　隆之          藤井　隆之          藤井　隆之                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       82828282                 近藤　政志          近藤　政志          近藤　政志          近藤　政志                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       87878787

3333 有賀　正起          有賀　正起          有賀　正起          有賀　正起                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       75757575                 福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄          福島　則雄                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       82828282                 竹内　陽一          竹内　陽一          竹内　陽一          竹内　陽一                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       87878787

                福富　祥倫          福富　祥倫          福富　祥倫          福富　祥倫                 大　泉              大　泉              大　泉              大　泉       75757575                 八巻　　正          八巻　　正          八巻　　正          八巻　　正                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       82828282                 福島　克彦          福島　克彦          福島　克彦          福島　克彦                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       87878787

                堀江　知史          堀江　知史          堀江　知史          堀江　知史                 玉　村              玉　村              玉　村              玉　村       75757575                 角田　幸一          角田　幸一          角田　幸一          角田　幸一                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       82828282                 福田　衛敬          福田　衛敬          福田　衛敬          福田　衛敬                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       87878787

                渡辺　俊裕          渡辺　俊裕          渡辺　俊裕          渡辺　俊裕                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       75757575                 新井　郁夫          新井　郁夫          新井　郁夫          新井　郁夫                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       82828282                 横坂　　明          横坂　　明          横坂　　明          横坂　　明                 昭　和              昭　和              昭　和              昭　和       87878787

                樋口　純弘          樋口　純弘          樋口　純弘          樋口　純弘                 太　田              太　田              太　田              太　田       75757575                 菊池　善次          菊池　善次          菊池　善次          菊池　善次                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       82828282                 田中　邦彦          田中　邦彦          田中　邦彦          田中　邦彦                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       87878787

8888 中嶋　　元          中嶋　　元          中嶋　　元          中嶋　　元                 安　中              安　中              安　中              安　中       76767676                 篠原　　寿          篠原　　寿          篠原　　寿          篠原　　寿                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       82828282                 佃　　一生          佃　　一生          佃　　一生          佃　　一生                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       87878787

                関　　徹也          関　　徹也          関　　徹也          関　　徹也                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       76767676                 杉山　　茂          杉山　　茂          杉山　　茂          杉山　　茂                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       82828282                 山田　克己          山田　克己          山田　克己          山田　克己                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       87878787

                齋藤　　誠          齋藤　　誠          齋藤　　誠          齋藤　　誠                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       76767676 70707070 栗原　伸夫          栗原　伸夫          栗原　伸夫          栗原　伸夫                 太　田              太　田              太　田              太　田       83838383 130130130130 小林　順一          小林　順一          小林　順一          小林　順一                 安　中              安　中              安　中              安　中       88888888

                間渕　正悟          間渕　正悟          間渕　正悟          間渕　正悟                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       76767676                 岡田　睦広          岡田　睦広          岡田　睦広          岡田　睦広                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383                 川和　　真          川和　　真          川和　　真          川和　　真                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       88888888

                持田　哲哉          持田　哲哉          持田　哲哉          持田　哲哉                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       76767676                 今泉　明夫          今泉　明夫          今泉　明夫          今泉　明夫                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383                 藤井　　裕          藤井　　裕          藤井　　裕          藤井　　裕                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       88888888

13131313 岡部　雄斗          岡部　雄斗          岡部　雄斗          岡部　雄斗                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       77777777                 大澤　盛夫          大澤　盛夫          大澤　盛夫          大澤　盛夫                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383                 佐藤　友久          佐藤　友久          佐藤　友久          佐藤　友久                 館　林              館　林              館　林              館　林       88888888

                秋田　保弘          秋田　保弘          秋田　保弘          秋田　保弘                 大　泉              大　泉              大　泉              大　泉       77777777                 下城　秀元          下城　秀元          下城　秀元          下城　秀元                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       83838383                 小菅　利弘          小菅　利弘          小菅　利弘          小菅　利弘                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       88888888

                三好　海土          三好　海土          三好　海土          三好　海土                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       77777777                 須藤　孝士          須藤　孝士          須藤　孝士          須藤　孝士                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       83838383 135135135135 浅野　基和          浅野　基和          浅野　基和          浅野　基和                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       89898989

                猿渡　　猛          猿渡　　猛          猿渡　　猛          猿渡　　猛                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       77777777                 小堀　勝美          小堀　勝美          小堀　勝美          小堀　勝美                 みどり              みどり              みどり              みどり       83838383                 中山　忠裕          中山　忠裕          中山　忠裕          中山　忠裕                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       89898989

                松原　　満          松原　　満          松原　　満          松原　　満                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       77777777                 武藤　尚男          武藤　尚男          武藤　尚男          武藤　尚男                 下仁田              下仁田              下仁田              下仁田       83838383                 岩下　裕之          岩下　裕之          岩下　裕之          岩下　裕之                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       89898989

                廣瀬　光成          廣瀬　光成          廣瀬　光成          廣瀬　光成                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       77777777                 原澤　悦典          原澤　悦典          原澤　悦典          原澤　悦典                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       83838383                 諏訪　公一          諏訪　公一          諏訪　公一          諏訪　公一                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       89898989

19191919 齋藤　和善          齋藤　和善          齋藤　和善          齋藤　和善                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       78787878                 鈴木　　学          鈴木　　学          鈴木　　学          鈴木　　学                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383                 八田　雅弘          八田　雅弘          八田　雅弘          八田　雅弘                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       89898989

                中澤　文行          中澤　文行          中澤　文行          中澤　文行                 草　津              草　津              草　津              草　津       78787878                 小池　　哲          小池　　哲          小池　　哲          小池　　哲                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383                 徳永　幸雄          徳永　幸雄          徳永　幸雄          徳永　幸雄                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       89898989

                木村　正伸          木村　正伸          木村　正伸          木村　正伸                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       78787878                 梅山　明久          梅山　明久          梅山　明久          梅山　明久                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       83838383 141141141141 新田　元大          新田　元大          新田　元大          新田　元大                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       90909090

                清水　聖二          清水　聖二          清水　聖二          清水　聖二                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       78787878                 冨沢　昌史          冨沢　昌史          冨沢　昌史          冨沢　昌史                 安　中              安　中              安　中              安　中       83838383                 水川　純一          水川　純一          水川　純一          水川　純一                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       90909090

23232323 梅澤　吉朗          梅澤　吉朗          梅澤　吉朗          梅澤　吉朗                 片　品              片　品              片　品              片　品       79797979 83838383 杉木　邦夫          杉木　邦夫          杉木　邦夫          杉木　邦夫                みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ      84848484                 長日部貴博          長日部貴博          長日部貴博          長日部貴博                 安　中              安　中              安　中              安　中       90909090

                栗原　　隆          栗原　　隆          栗原　　隆          栗原　　隆                 安　中              安　中              安　中              安　中       79797979                 上野　利彦          上野　利彦          上野　利彦          上野　利彦                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       84848484                 朝鳥　洋介          朝鳥　洋介          朝鳥　洋介          朝鳥　洋介                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       90909090

                高瀬　清美          高瀬　清美          高瀬　清美          高瀬　清美                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       79797979                 堀越　　誠          堀越　　誠          堀越　　誠          堀越　　誠                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                 木村　文徳          木村　文徳          木村　文徳          木村　文徳                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       90909090

                長尾　正之          長尾　正之          長尾　正之          長尾　正之                みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ      79797979                 鈴木　　博          鈴木　　博          鈴木　　博          鈴木　　博                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                 江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       90909090

                原田慶一郎          原田慶一郎          原田慶一郎          原田慶一郎                 館　林              館　林              館　林              館　林       79797979                 諸田　徳寿          諸田　徳寿          諸田　徳寿          諸田　徳寿                 昭　和              昭　和              昭　和              昭　和       84848484 147147147147 中島　昌彦          中島　昌彦          中島　昌彦          中島　昌彦                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       91919191

                志村　和彦          志村　和彦          志村　和彦          志村　和彦                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       79797979                 冨澤　森幸          冨澤　森幸          冨澤　森幸          冨澤　森幸                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       84848484                 小澤慎太郎          小澤慎太郎          小澤慎太郎          小澤慎太郎                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       91919191

29292929 竹内　佑太          竹内　佑太          竹内　佑太          竹内　佑太                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       80808080                 井川智一郎          井川智一郎          井川智一郎          井川智一郎                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       84848484                 濱名　哲也          濱名　哲也          濱名　哲也          濱名　哲也                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       91919191

                菅野　裕行          菅野　裕行          菅野　裕行          菅野　裕行                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       80808080                 磯貝　　健          磯貝　　健          磯貝　　健          磯貝　　健                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       84848484                 津久井孝一          津久井孝一          津久井孝一          津久井孝一                 みどり              みどり              みどり              みどり       91919191

                千明　武男          千明　武男          千明　武男          千明　武男                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       80808080                 吉川　公貴          吉川　公貴          吉川　公貴          吉川　公貴                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                 武井　　悟          武井　　悟          武井　　悟          武井　　悟                 安　中              安　中              安　中              安　中       91919191

                川島　勇介          川島　勇介          川島　勇介          川島　勇介                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       80808080                 岡部　康博          岡部　康博          岡部　康博          岡部　康博                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       84848484                 宮崎　淳一          宮崎　淳一          宮崎　淳一          宮崎　淳一                 中之条              中之条              中之条              中之条       91919191

                狩野　又男          狩野　又男          狩野　又男          狩野　又男                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       80808080                 大隅　正史          大隅　正史          大隅　正史          大隅　正史                 太　田              太　田              太　田              太　田       84848484 153153153153 茂木　清治          茂木　清治          茂木　清治          茂木　清治                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       92929292

                田村　康成          田村　康成          田村　康成          田村　康成                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       80808080                 戸井　智之          戸井　智之          戸井　智之          戸井　智之                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                 加藤　直行          加藤　直行          加藤　直行          加藤　直行                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       92929292

                山下　正彦          山下　正彦          山下　正彦          山下　正彦                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       80808080                 桐生　　勝          桐生　　勝          桐生　　勝          桐生　　勝                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       84848484                 堀口　　誠          堀口　　誠          堀口　　誠          堀口　　誠                 玉　村              玉　村              玉　村              玉　村       92929292

                井口　陽平          井口　陽平          井口　陽平          井口　陽平                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       80808080                 加藤　　洋          加藤　　洋          加藤　　洋          加藤　　洋                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       84848484 156156156156 岡部　行伸          岡部　行伸          岡部　行伸          岡部　行伸                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       93939393

                田島　直樹          田島　直樹          田島　直樹          田島　直樹                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       80808080                 中島　武昌          中島　武昌          中島　武昌          中島　武昌                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484                 永島　和行          永島　和行          永島　和行          永島　和行                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       93939393

                山田　茂伸          山田　茂伸          山田　茂伸          山田　茂伸                 中之条              中之条              中之条              中之条       80808080                 山崎　孝行          山崎　孝行          山崎　孝行          山崎　孝行                 嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋       84848484 158158158158 羽石　有宜          羽石　有宜          羽石　有宜          羽石　有宜                 千代田              千代田              千代田              千代田       94949494

                福田　正行          福田　正行          福田　正行          福田　正行                 中之条              中之条              中之条              中之条       80808080                 滝沢　信夫          滝沢　信夫          滝沢　信夫          滝沢　信夫                 長野原              長野原              長野原              長野原       84848484 159159159159 赤澤　洋司          赤澤　洋司          赤澤　洋司          赤澤　洋司                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       95959595

                清水　　恵          清水　　恵          清水　　恵          清水　　恵                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       80808080                 小尾　　守          小尾　　守          小尾　　守          小尾　　守                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       84848484                 宮崎　祐樹          宮崎　祐樹          宮崎　祐樹          宮崎　祐樹                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       95959595

                関　　英関　　英関　　英関　　英将将将将                                               草　津              草　津              草　津              草　津       80808080                 藤沢　英和          藤沢　英和          藤沢　英和          藤沢　英和                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484 161161161161 佐口　昭雄          佐口　昭雄          佐口　昭雄          佐口　昭雄                 太　田              太　田              太　田              太　田       96969696

42424242 三木　茂樹          三木　茂樹          三木　茂樹          三木　茂樹                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181                 田田田田子子子子　英明          　英明          　英明          　英明                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       84848484                 野田　典野田　典野田　典野田　典靖靖靖靖                                               安　中              安　中              安　中              安　中       96969696

                金金金金井　正善          井　正善          井　正善          井　正善                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181 103103103103 上野　和夫          上野　和夫          上野　和夫          上野　和夫                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       85858585 163163163163 大田部英明          大田部英明          大田部英明          大田部英明                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       97979797

                大和田康夫          大和田康夫          大和田康夫          大和田康夫                 中之条              中之条              中之条              中之条       81818181                 林　　俊林　　俊林　　俊林　　俊助助助助                                               沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       85858585 164164164164 高石　英夫          高石　英夫          高石　英夫          高石　英夫                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       98989898

                吉山　公吉山　公吉山　公吉山　公章章章章                                               前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       81818181                 星星星星野　野　野　野　浩浩浩浩明          明          明          明                 みどり              みどり              みどり              みどり       85858585                 森　　大森　　大森　　大森　　大作作作作                                                                        失格失格失格失格                                            

                川川川川合合合合　孝幸          　孝幸          　孝幸          　孝幸                 安　中              安　中              安　中              安　中       81818181                 片桐　忠夫          片桐　忠夫          片桐　忠夫          片桐　忠夫                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       85858585                                                                                                                                                                                             

                尾崎　　勉          尾崎　　勉          尾崎　　勉          尾崎　　勉                 吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡       81818181                 清水　　清水　　清水　　清水　　勲勲勲勲                                               安　中              安　中              安　中              安　中       85858585                                                                                                                                                                                             

                中島　幸和          中島　幸和          中島　幸和          中島　幸和                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181                 斎斎斎斎藤　藤　藤　藤　義春義春義春義春                                               中之条              中之条              中之条              中之条       85858585                                                                                                                                                                                             

                小小小小倉倉倉倉　孝一          　孝一          　孝一          　孝一                 館　林              館　林              館　林              館　林       81818181                 佐藤　佐藤　佐藤　佐藤　省吾省吾省吾省吾                                               安　中              安　中              安　中              安　中       85858585                                                                                                                                                                                             

                橋橋橋橋爪爪爪爪　　　　義義義義典          典          典          典                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       81818181                 福田　　福田　　福田　　福田　　浩浩浩浩                                               下仁田              下仁田              下仁田              下仁田       85858585                                                                                                                                                                                             

                植植植植田　田　田　田　浩浩浩浩二          二          二          二                 片　品              片　品              片　品              片　品       81818181                 小野　　茂          小野　　茂          小野　　茂          小野　　茂                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       85858585                                                                                                                                                                                             

                内山　光一          内山　光一          内山　光一          内山　光一                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       81818181 112112112112 金子金子金子金子　　仁          　　仁          　　仁          　　仁                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686                                                                                                                                                                                             

                須藤　正樹          須藤　正樹          須藤　正樹          須藤　正樹                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181                 新井　光新井　光新井　光新井　光興興興興                                               高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       86868686                                                                                                                                                                                             

                山崎　博幸          山崎　博幸          山崎　博幸          山崎　博幸                 嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋       81818181                 柿柿柿柿沼　和幸          沼　和幸          沼　和幸          沼　和幸                 太　田              太　田              太　田              太　田       86868686                                                                                                                                                                                             

                石井　一石井　一石井　一石井　一功功功功                                               太　田              太　田              太　田              太　田       81818181                 小小小小出出出出　　　　憲憲憲憲治          治          治          治                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       86868686                                                                                                                                                                                             

56565656 松崎　正幸          松崎　正幸          松崎　正幸          松崎　正幸                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       82828282                 石井　　石井　　石井　　石井　　晶晶晶晶                                               前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686                                                                                                                                                                                             

                小野小野小野小野里篤里篤里篤里篤雄          雄          雄          雄                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       82828282                 高木　清成          高木　清成          高木　清成          高木　清成                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686                                                                                                                                                                                             

                阿阿阿阿部　政則          部　政則          部　政則          部　政則                みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ      82828282                 岩城　弘岩城　弘岩城　弘岩城　弘織織織織                                               藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       86868686                                                                                                                                                                                             

                長野　長野　長野　長野　京京京京介          介          介          介                 千代田              千代田              千代田              千代田       82828282                 山崎　　哲          山崎　　哲          山崎　　哲          山崎　　哲                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686                                                                                                                                                                                             

                山口　仁一          山口　仁一          山口　仁一          山口　仁一                 太　田              太　田              太　田              太　田       82828282                 田中　田中　田中　田中　義義義義男          男          男          男                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       86868686                                                                                                                                                                                             


