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氏　　名 ふりがな 支部

1 青木　めぐみ あおき　めぐみ 前橋

2 赤石　眞希夫 あかいし　まきお 前橋

3 秋葉　香津彦 あきば　かづひこ 太田

4 浅香　和紀 あさか　かずのり 高崎

5 新井　健 あらい　たけし 高崎

6 新井　正章 あらい　まさゆき 伊勢崎

7 荒巻　弘子 あらまき  ひろこ 高崎

8 伊井　忠史 いい　ただし 高崎

9 飯島　明美 いいじま　あけみ 前橋

10 飯田　倫江 いいだ　みちえ 太田

11 池田　幸扶 いけだ　こうすけ 桐生

12 石井　禎浩 いしい　よしひろ 高崎

13 石原　慎二 いしはら  しんじ 伊勢崎

14 石渡　聡 いしわた  さとし 前橋

15 石渡　亮好 いしわた　あきよし 前橋

16 泉　裕次郎 いずみ　ゆうじろう 高崎

17 板垣　裕司 いたがき　ゆうじ 前橋

18 板橋　守 いたばし　まもる 前橋

19 井上　耕市 いのうえ　こういち 渋川

20 今井　聡 いまい　あきら 前橋

21 今井　昌子 いまい　まさこ 前橋

22 岩野　知之 いわの　ともゆき 伊勢崎

23 薄波　秀行 うすなみ　ひでゆき 伊勢崎

24 宇野　紳一 うの　しんいち 伊勢崎

25 宇野　雅夫 うの　まさお 太田

26 生方　功 うぶかた  いさお 桐生

27 梅川　孝造 うめかわ　こうぞう 前橋

28 江原　伊都子 えばら　いつこ 高崎

29 大川　博 おおかわ　ひろし 太田

30 大河原　祐一 おおかわら　ゆういち 高崎

31 大河内　延明 おおこうち　のぶあき 渋川

32 大谷　祐三 おおたに　ゆうぞう 太田

33 大塚　哲 おおつか　あきら 太田

34 大塚　史則 おおつか　ふみのり 高崎

35 大山　哲夫 おおやま　てつお 太田

36 岡　正彦 おか　まさひこ 前橋

37 奥抜　宏司 おくぬき　ひろし 前橋

38 押江　賢一 おしえ　けんいち 渋川

39 尾下　信一 おした　しんいち 伊勢崎

40 小野　綾一 おの　りょういち 太田

41 小野澤　辰夫 おのざわ　たつお 伊勢崎

42 小幡　依都子 おばた　いつこ 桐生

43 柿沼　孝志 かきぬま　たかし 太田

44 加藤　之敬 かとう　ゆきたか 高崎

45 金井　雄吾 かない　ゆうご 渋川

46 金澤　綾子 かなざわ　あやこ 高崎

47 金子　智明 かねこ　ともあき 渋川

48 狩野　真純 かのう　ますみ 高崎

49 加部　市郎 かべ　いちろう 渋川

50 神谷　智惠子 かみや  ちえこ 太田

51 神谷　俊夫 かみや  としお 太田

52 河田　貴子 かわだ　たかこ 高崎

53 菅野　敏彦 かんの　としひこ 太田



氏　　名 ふりがな 支部

54 神林　裕美 かんばやし　ひろみ 高崎

55 神戸　一秀 かんべ　かずひで 前橋

56 木暮　富美子 きぐれ　ふみこ 前橋

57 北風　さゆり きたかぜ　さゆり 太田

58 木村　和幸 きむら　かずゆき 高崎

59 木村　宗継 きむら　むねつぐ 伊勢崎

60 櫛渕　豪 くしぶち　たけし 前橋

61 雲越　浩司 くもこし　こうじ 伊勢崎

62 桑原　仲行 くわばら  なかゆき 渋川

63 剱持　茂 けんもち　しげる 太田

64 小島　髙行 こじま　たかゆき 太田

65 児玉　いずみ こだま　いずみ 前橋

66 後藤　健二 ごとう  けんじ 太田

67 小林　政善 こばやし　まさよし 高崎

68 古屋　耕平 こや　こうへい 前橋

69 近藤　毅 こんどう　つよし 高崎

70 齋藤　恒夫 さいとう　つねお 太田

71 境野　守宏 さかいの　もりひろ 伊勢崎

72 指出　浩 さしで　ひろし 高崎

73 佐藤　孝彦 さとう　たかひこ 前橋

74 三宮　良雄 さんのみや　よしお 桐生

75 重山　雅俊 しげやま　まさとし 前橋

76 渋谷　庸介 しぶや　ようすけ 前橋

77 清水　淳央 しみず　あつお 高崎

78 志村　薫 しむら　かおる 高崎

79 下山　浩一 しもやま　ひろかず 桐生

80 白澤　貴夫 しらさわ　たかお 太田

81 白波瀨　勉 しらはせ　つとむ 渋川

82 菅原　大樹 すがわら　だいき 前橋

83 鈴木　一馬 すずき　かずま 前橋

84 鈴木　正人 すずき　まさと 伊勢崎

85 諏訪間　正典 すわま　まさのり 前橋

86 関　葉子 せき　ようこ 渋川

87 関口　知彦 せきぐち　ともひこ 伊勢崎

88 薗田　貴子 そのだ　たかこ 伊勢崎

89 薗田　直子 そのだ　なおこ 前橋

90 髙草木　芳隆 たかくさき　よしたか 桐生

91 高瀬　昇 たかせ　のぼる 高崎

92 高田　純夫 たかだ  すみお 高崎

93 高橋　貞範 たかはし　さだのり 高崎

94 髙橋　信夫 たかはし　のぶお 太田

95 髙橋　富美彦 たかはし　ふみひこ 太田

96 高橋　美幸 たかはし　みゆき 高崎

97 髙橋　康治 たかはし　やすはる 桐生

98 高柳　慶貴 たかやなぎ　よしたか 前橋

99 髙山　真美子 たかやま　まみこ 高崎

100 武井　瑞恵 たけい  みずえ 高崎

101 武井　俊幸 たけい　としゆき 高崎

102 竹澤　智弘 たけざわ　ともひろ 高崎

103 田子　敏男 たご　としお 前橋

104 田中　友有 たなか　ともあり 高崎

105 田中　正宏 たなか　まさひろ 高崎

106 田村　政一 たむら　まさいち 太田

107 田村　麻矢 たむら　まや 前橋

108 塚越　良也 つかごし　よしや 高崎

109 筒井　政子 つつい　まさこ 高崎

110 角田　美津子 つのだ　みつこ 前橋

111 寺田　哲夫 てらだ　てつお 高崎
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112 外所　達也 とどころ　たつや 高崎

113 外丸　加津美 とまる　かつみ 渋川

114 冨澤　冨美夫 とみざわ  ふみお 渋川

115 永井　宮子 ながい　みやこ 高崎

116 永塩　尚志 ながしお　たかし 高崎

117 中嶋　栄 なかじま　さかえ 前橋

118 中島　陽子 なかじま　ようこ 渋川

119 中西　真也 なかにし　しんや 高崎

120 中野　秀人 なかの  ひでと 前橋

121 中村　幸雄 なかむら　ゆきお 太田

122 七尾　紀子 ななお　のりこ 伊勢崎

123 西　ひとみ にし　ひとみ 伊勢崎

124 根岸　純一 ねぎし　じゅんいち 前橋

125 根岸　秀行 ねぎし　ひでゆき 伊勢崎

126 野村　克也 のむら　かつや 高崎

127 萩原　今子 はぎわら　いまこ 渋川

128 萩原　洋一 はぎわら　よういち 太田

129 橋爪　廣行 はしづめ　ひろゆき 前橋

130 橋本　孝子 はしもと  たかこ 渋川

131 秦野　英治 はたの　ひではる 高崎

132 羽鳥　浩之 はとり  ひろゆき 前橋

133 早川　豊 はやかわ　ゆたか 前橋

134 原田　久恵 はらだ　ひさえ 高崎

135 廣瀬　英之 ひろせ　ひでゆき 伊勢崎

136 福島　孝昭 ふくしま  たかあき 伊勢崎

137 藤井　範明 ふじい  のりあき 太田

138 藤田　隆 ふじた　たかし 前橋

139 藤森　嘉惠 ふじもり　よしえ 高崎

140 古島　千昭 ふるしま　ちあき 前橋

141 星野　裕武 ほしの　ひろむ 高崎

142 細川　美由紀 ほそかわ　みゆき 前橋

143 本多　宣彦 ほんだ　のぶひこ 前橋

144 眞塩　貴之 ましお　たかゆき 前橋

145 眞塩　みどり ましお　みどり 前橋

146 増田　隆男 ますだ　たかお 太田

147 町田　安広 まちだ　やすひろ 前橋

148 町田　康裕 まちだ　やすひろ 伊勢崎

149 松浦　義仁 まつうら　よしひと 前橋

150 丸橋　正幸 まるばし　まさゆき 伊勢崎

151 三木　文明 みき　ふみあき 高崎

152 三田　幸子 みた  さちこ 太田

153 峰岸　祥子 みねぎし　しょうこ 前橋

154 村山　啓子 むらやま　けいこ 伊勢崎

155 茂木　則之 もぎ　のりゆき 前橋

156 茂木　みどり もてぎ　みどり 太田

157 森　一代 もり　かずよ 前橋

158 矢尻　和子 やじり　かずこ 高崎

159 山﨑　正久 やまざき  まさひさ 高崎

160 山田　裕史 やまだ　ひろし 太田

161 山本　真理 やまもと  まり 前橋

162 横沢　松男 よこさわ　まつお 高崎

163 横塚　卓郎 よこづか　たくろう 桐生

164 渡辺　由利子 わたなべ　ゆりこ 伊勢崎


