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                長野　長野　長野　長野　京京京京介          介          介          介                                      千代千代千代千代田       田       田       田       77777777                 大澤　　大澤　　大澤　　大澤　　亨亨亨亨                                               前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       87878787 41414141 千千千千明　武男          明　武男          明　武男          明　武男                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       84848484
42424242 関関関関　　徹也          　　徹也          　　徹也          　　徹也                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       78787878                 石原　正行          石原　正行          石原　正行          石原　正行                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       87878787 42424242 小堀　小堀　小堀　小堀　勝勝勝勝美          美          美          美                 みどり              みどり              みどり              みどり       85858585
                渡渡渡渡辺辺辺辺　俊裕          　俊裕          　俊裕          　俊裕                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       78787878                 梅梅梅梅山　明久          山　明久          山　明久          山　明久                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       87878787                 須藤　須藤　須藤　須藤　昭壽昭壽昭壽昭壽                                               前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       85858585
                遠遠遠遠藤　　真          藤　　真          藤　　真          藤　　真                 プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       78787878                 椎椎椎椎名　健介          名　健介          名　健介          名　健介                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       87878787                 大澤　大澤　大澤　大澤　康康康康宏          宏          宏          宏                 太　田              太　田              太　田              太　田       85858585
                田中田中田中田中泰泰泰泰二郎          二郎          二郎          二郎                 プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       78787878                 冨冨冨冨沢　正幸          沢　正幸          沢　正幸          沢　正幸                                      安安安安　中       　中       　中       　中       87878787                 渋澤　渋澤　渋澤　渋澤　泰泰泰泰一          一          一          一                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       85858585
                下下下下城城城城　　　　秀秀秀秀元          元          元          元                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       78787878                 角角角角田　幸一          田　幸一          田　幸一          田　幸一                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       87878787 46464646 神宮神宮神宮神宮　裕一          　裕一          　裕一          　裕一                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       87878787
                内山　光一          内山　光一          内山　光一          内山　光一                 富　岡              富　岡              富　岡              富　岡       78787878 107107107107 加加加加藤　藤　藤　藤　直直直直行          行          行          行                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       88888888                 辻辻辻辻　　　章          　　　章          　　　章          　　　章                 太　田              太　田              太　田              太　田       87878787
                小小小小達達達達　　　　敏昭敏昭敏昭敏昭                                               プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       78787878                 小倉　孝一          小倉　孝一          小倉　孝一          小倉　孝一                 館　林              館　林              館　林              館　林       88888888                 茂田　茂田　茂田　茂田　秀秀秀秀雄          雄          雄          雄                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       87878787
49494949 櫻井　一櫻井　一櫻井　一櫻井　一輝輝輝輝                                               プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       79797979                 塚塚塚塚越越越越　伸一          　伸一          　伸一          　伸一                 太　田              太　田              太　田              太　田       88888888 49494949 森田　志郎          森田　志郎          森田　志郎          森田　志郎                 榛　東              榛　東              榛　東              榛　東       88888888
                有賀有賀有賀有賀　正　正　正　正起起起起                                               高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       79797979 110110110110 齋齋齋齋藤　藤　藤　藤　春春春春彦          彦          彦          彦                 玉　村              玉　村              玉　村              玉　村       89898989 50505050 倉林　貞行          倉林　貞行          倉林　貞行          倉林　貞行                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       89898989
                石澤　石澤　石澤　石澤　慎慎慎慎也          也          也          也                 プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       79797979 111111111111 江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉          江藤　　勉                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       90909090                 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       89898989
                松原　　松原　　松原　　松原　　満満満満                                               伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       79797979                 朝朝朝朝鳥鳥鳥鳥　　　　洋洋洋洋介          介          介          介                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       90909090 52525252 金井　宏之          金井　宏之          金井　宏之          金井　宏之                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       92929292
                松崎　正幸          松崎　正幸          松崎　正幸          松崎　正幸                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       79797979 113113113113 茂木　　茂木　　茂木　　茂木　　満満満満                                               藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       93939393
                柳澤　柳澤　柳澤　柳澤　誠司誠司誠司誠司                                               プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       79797979 114114114114 正田　正田　正田　正田　宜央宜央宜央宜央                                               伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       94949494
                森森森森阪阪阪阪　　　　誠誠誠誠二          二          二          二                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       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       94949494
                桜桜桜桜井　雅井　雅井　雅井　雅人人人人                                               プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       79797979                 遊遊遊遊佐　健佐　健佐　健佐　健策策策策                                               伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       94949494
                染染染染谷　朋幸          谷　朋幸          谷　朋幸          谷　朋幸                 プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       79797979                                                                                                                                                                                             
                松岡　利樹          松岡　利樹          松岡　利樹          松岡　利樹                 プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ              プ　ロ       79797979
                戸戸戸戸井　智之          井　智之          井　智之          井　智之                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       79797979


