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1111 安中市松井田地区    安中市松井田地区    安中市松井田地区    安中市松井田地区    217217217217 長岡　　均      長岡　　均      長岡　　均      長岡　　均      77777777 川合　孝幸      川合　孝幸      川合　孝幸      川合　孝幸      65656565 小板橋保宏      小板橋保宏      小板橋保宏      小板橋保宏      75757575

2222 伊勢崎市東地区      伊勢崎市東地区      伊勢崎市東地区      伊勢崎市東地区      218218218218 松原　　満      松原　　満      松原　　満      松原　　満      65656565 髙橋　　聡      髙橋　　聡      髙橋　　聡      髙橋　　聡      77777777 栗原　貞夫      栗原　貞夫      栗原　貞夫      栗原　貞夫      76767676

3333 高崎市高崎地区      高崎市高崎地区      高崎市高崎地区      高崎市高崎地区      221221221221 木村　正伸      木村　正伸      木村　正伸      木村　正伸      72727272 高瀬　清美      高瀬　清美      高瀬　清美      高瀬　清美      70707070 井草　洋一      井草　洋一      井草　洋一      井草　洋一      79797979

                みどり市大間々地区  みどり市大間々地区  みどり市大間々地区  みどり市大間々地区  221221221221 小堀　勝美      小堀　勝美      小堀　勝美      小堀　勝美      71717171 星野　浩明      星野　浩明      星野　浩明      星野　浩明      76767676 米沢　賢一      米沢　賢一      米沢　賢一      米沢　賢一      74747474

5555 渋川市渋川地区      渋川市渋川地区      渋川市渋川地区      渋川市渋川地区      224224224224 篠原　　寿      篠原　　寿      篠原　　寿      篠原　　寿      73737373 本多　八男      本多　八男      本多　八男      本多　八男      77777777 齋藤　　誠      齋藤　　誠      齋藤　　誠      齋藤　　誠      74747474

6666 前橋市前橋地区      前橋市前橋地区      前橋市前橋地区      前橋市前橋地区      225225225225 角田　幸一      角田　幸一      角田　幸一      角田　幸一      75757575 岡田　睦広      岡田　睦広      岡田　睦広      岡田　睦広      71717171 吉山　公章      吉山　公章      吉山　公章      吉山　公章      79797979

7777 高崎市群馬地区      高崎市群馬地区      高崎市群馬地区      高崎市群馬地区      226226226226 小池　敏幸      小池　敏幸      小池　敏幸      小池　敏幸      77777777 廣瀬　光成      廣瀬　光成      廣瀬　光成      廣瀬　光成      69696969 河野礼次郎      河野礼次郎      河野礼次郎      河野礼次郎      80808080

8888 中之条町            中之条町            中之条町            中之条町            229229229229 高橋　　潔      高橋　　潔      高橋　　潔      高橋　　潔      71717171 高橋　哲雄      高橋　哲雄      高橋　哲雄      高橋　哲雄      80808080 福田　正行      福田　正行      福田　正行      福田　正行      78787878

                安中市安中地区      安中市安中地区      安中市安中地区      安中市安中地区      229229229229 栗原　　隆      栗原　　隆      栗原　　隆      栗原　　隆      78787878 清水　　勲      清水　　勲      清水　　勲      清水　　勲      75757575 冨沢　昌史      冨沢　昌史      冨沢　昌史      冨沢　昌史      76767676

10101010 太田市太田地区      太田市太田地区      太田市太田地区      太田市太田地区      231231231231 根岸　祐司      根岸　祐司      根岸　祐司      根岸　祐司      77777777 竹川　浩昭      竹川　浩昭      竹川　浩昭      竹川　浩昭      77777777 大倉　一浩      大倉　一浩      大倉　一浩      大倉　一浩      77777777

11111111 富岡市富岡地区      富岡市富岡地区      富岡市富岡地区      富岡市富岡地区      234234234234 齋藤　和善      齋藤　和善      齋藤　和善      齋藤　和善      71717171 小間　祐司      小間　祐司      小間　祐司      小間　祐司      80808080 風間　　強      風間　　強      風間　　強      風間　　強      83838383

                みなかみ町新治地区  みなかみ町新治地区  みなかみ町新治地区  みなかみ町新治地区  234234234234 原澤　文雄      原澤　文雄      原澤　文雄      原澤　文雄      72727272 杉木　邦夫      杉木　邦夫      杉木　邦夫      杉木　邦夫      79797979 高橋　光広      高橋　光広      高橋　光広      高橋　光広      83838383

                渋川市伊香保地区    渋川市伊香保地区    渋川市伊香保地区    渋川市伊香保地区    234234234234 清水　聖二      清水　聖二      清水　聖二      清水　聖二      76767676 関口　祐介      関口　祐介      関口　祐介      関口　祐介      75757575 飯塚　　啓      飯塚　　啓      飯塚　　啓      飯塚　　啓      83838383

14141414 草津町              草津町              草津町              草津町              235235235235 関　　英将      関　　英将      関　　英将      関　　英将      75757575 小渕　圭樹      小渕　圭樹      小渕　圭樹      小渕　圭樹      77777777 榎並　雪彦      榎並　雪彦      榎並　雪彦      榎並　雪彦      83838383

15151515 みどり市笠懸地区    みどり市笠懸地区    みどり市笠懸地区    みどり市笠懸地区    236236236236 高橋　光雄      高橋　光雄      高橋　光雄      高橋　光雄      73737373 赤石　俊雄      赤石　俊雄      赤石　俊雄      赤石　俊雄      76767676 橘内　　俊      橘内　　俊      橘内　　俊      橘内　　俊      87878787

                藤岡市藤岡地区      藤岡市藤岡地区      藤岡市藤岡地区      藤岡市藤岡地区      236236236236 新井　佳泉      新井　佳泉      新井　佳泉      新井　佳泉      78787878 児玉　輝明      児玉　輝明      児玉　輝明      児玉　輝明      80808080 菅野　裕行      菅野　裕行      菅野　裕行      菅野　裕行      78787878

17171717 伊勢崎市伊勢崎地区  伊勢崎市伊勢崎地区  伊勢崎市伊勢崎地区  伊勢崎市伊勢崎地区  237237237237 清水　　恵      清水　　恵      清水　　恵      清水　　恵      79797979 志村　和彦      志村　和彦      志村　和彦      志村　和彦      77777777 橋本　　剛      橋本　　剛      橋本　　剛      橋本　　剛      81818181

                邑楽町              邑楽町              邑楽町              邑楽町              237237237237 今北　民憲      今北　民憲      今北　民憲      今北　民憲      78787878 岡島　康男      岡島　康男      岡島　康男      岡島　康男      78787878 川島　康秀      川島　康秀      川島　康秀      川島　康秀      81818181

19191919 高崎市箕郷地区      高崎市箕郷地区      高崎市箕郷地区      高崎市箕郷地区      238238238238 小野　　茂      小野　　茂      小野　　茂      小野　　茂      72727272 新井　孝行      新井　孝行      新井　孝行      新井　孝行      81818181 八木　順一      八木　順一      八木　順一      八木　順一      85858585

                高崎市新町地区      高崎市新町地区      高崎市新町地区      高崎市新町地区      238238238238 木村　祐貴      木村　祐貴      木村　祐貴      木村　祐貴      79797979 川島　勇介      川島　勇介      川島　勇介      川島　勇介      75757575 松山　高昭      松山　高昭      松山　高昭      松山　高昭      84848484

                桐生市桐生地区      桐生市桐生地区      桐生市桐生地区      桐生市桐生地区      238238238238 岡田　　実      岡田　　実      岡田　　実      岡田　　実      84848484 海川　知博      海川　知博      海川　知博      海川　知博      76767676 金広　　仁      金広　　仁      金広　　仁      金広　　仁      78787878

                みなかみ町月夜野地区みなかみ町月夜野地区みなかみ町月夜野地区みなかみ町月夜野地区 238238238238 長尾　正之      長尾　正之      長尾　正之      長尾　正之      77777777 櫛渕　寛之      櫛渕　寛之      櫛渕　寛之      櫛渕　寛之      77777777 木村　謙三      木村　謙三      木村　謙三      木村　謙三      84848484

                片品村              片品村              片品村              片品村              238238238238 萩原　裕文      萩原　裕文      萩原　裕文      萩原　裕文      83838383 植田　浩二      植田　浩二      植田　浩二      植田　浩二      77777777 星野　　博      星野　　博      星野　　博      星野　　博      78787878

24242424 沼田市沼田地区      沼田市沼田地区      沼田市沼田地区      沼田市沼田地区      239239239239 小野寺高夫      小野寺高夫      小野寺高夫      小野寺高夫      87878787 井川智一郎      井川智一郎      井川智一郎      井川智一郎      73737373 樋口　隆夫      樋口　隆夫      樋口　隆夫      樋口　隆夫      79797979

                高崎市榛名地区      高崎市榛名地区      高崎市榛名地区      高崎市榛名地区      239239239239 松井　　是      松井　　是      松井　　是      松井　　是      83838383 後閑　英孝      後閑　英孝      後閑　英孝      後閑　英孝      75757575 三木　茂樹      三木　茂樹      三木　茂樹      三木　茂樹      81818181

                館林市              館林市              館林市              館林市              239239239239 須藤　保志      須藤　保志      須藤　保志      須藤　保志      77777777 栗原　一郎      栗原　一郎      栗原　一郎      栗原　一郎      81818181 小川　正浩      小川　正浩      小川　正浩      小川　正浩      81818181

                玉村町              玉村町              玉村町              玉村町              239239239239 齋藤　春彦      齋藤　春彦      齋藤　春彦      齋藤　春彦      78787878 齋藤　　久      齋藤　　久      齋藤　　久      齋藤　　久      78787878 湯浅　政明      湯浅　政明      湯浅　政明      湯浅　政明      83838383

                大泉町              大泉町              大泉町              大泉町              239239239239 川島　正夫      川島　正夫      川島　正夫      川島　正夫      78787878 川島　隆夫      川島　隆夫      川島　隆夫      川島　隆夫      78787878 舘野　智行      舘野　智行      舘野　智行      舘野　智行      83838383

29292929 長野原町            長野原町            長野原町            長野原町            240240240240 滝沢　信也      滝沢　信也      滝沢　信也      滝沢　信也      71717171 唐澤　次男      唐澤　次男      唐澤　次男      唐澤　次男      83838383 高橋　輝道      高橋　輝道      高橋　輝道      高橋　輝道      86868686

                太田市尾島地区      太田市尾島地区      太田市尾島地区      太田市尾島地区      240240240240 備前島功雄      備前島功雄      備前島功雄      備前島功雄      83838383 高澤雄一朗      高澤雄一朗      高澤雄一朗      高澤雄一朗      83838383 長谷川雅広      長谷川雅広      長谷川雅広      長谷川雅広      74747474

31313131 太田市薮塚本町地区  太田市薮塚本町地区  太田市薮塚本町地区  太田市薮塚本町地区  241241241241 橋場　純夫      橋場　純夫      橋場　純夫      橋場　純夫      76767676 堀　　福司      堀　　福司      堀　　福司      堀　　福司      83838383 小川　　篤      小川　　篤      小川　　篤      小川　　篤      82828282

32323232 嬬恋村              嬬恋村              嬬恋村              嬬恋村              242242242242 黒岩　慎一      黒岩　慎一      黒岩　慎一      黒岩　慎一      82828282 三富　　昇      三富　　昇      三富　　昇      三富　　昇      85858585 山崎　博幸      山崎　博幸      山崎　博幸      山崎　博幸      75757575

                吉岡町              吉岡町              吉岡町              吉岡町              242242242242 高橋　　昇      高橋　　昇      高橋　　昇      高橋　　昇      82828282 近藤　清臣      近藤　清臣      近藤　清臣      近藤　清臣      83838383 尾崎　　勉      尾崎　　勉      尾崎　　勉      尾崎　　勉      77777777

                前橋市大前橋市大前橋市大前橋市大胡胡胡胡地区      地区      地区      地区      242242242242 木村　木村　木村　木村　延延延延久      久      久      久      83838383 小林　勝美      小林　勝美      小林　勝美      小林　勝美      77777777 小小小小暮暮暮暮　　　　修修修修一      一      一      一      82828282

                富岡市富岡市富岡市富岡市妙義妙義妙義妙義地区      地区      地区      地区      242242242242 嶋嶋嶋嶋田　浩二      田　浩二      田　浩二      田　浩二      78787878 茂木　宏之      茂木　宏之      茂木　宏之      茂木　宏之      82828282 矢矢矢矢野　野　野　野　勅勅勅勅仁      仁      仁      仁      82828282

36363636 昭和村              昭和村              昭和村              昭和村              244244244244 諸諸諸諸田田田田右千人右千人右千人右千人                        76767676 加加加加藤　　仁      藤　　仁      藤　　仁      藤　　仁      81818181 藤澤　　昇      藤澤　　昇      藤澤　　昇      藤澤　　昇      87878787

37373737 渋川市北橘地区      渋川市北橘地区      渋川市北橘地区      渋川市北橘地区      245245245245 藤井　隆之      藤井　隆之      藤井　隆之      藤井　隆之      77777777 田中　田中　田中　田中　義義義義男      男      男      男      89898989 諸諸諸諸田　政史      田　政史      田　政史      田　政史      79797979

                榛東村              榛東村              榛東村              榛東村              245245245245 清水　　実      清水　　実      清水　　実      清水　　実      80808080 大大大大森森森森　　　　匡匡匡匡史      史      史      史      86868686 篠原　雄一      篠原　雄一      篠原　雄一      篠原　雄一      79797979

39393939 桐生市新桐生市新桐生市新桐生市新里里里里地区      地区      地区      地区      246246246246 山山山山上上上上　光一      　光一      　光一      　光一      77777777 齋藤　齋藤　齋藤　齋藤　常常常常信      信      信      信      82828282 山山山山上上上上　　　　利利利利行      行      行      行      87878787

                沼田市沼田市沼田市沼田市白白白白沢地区      沢地区      沢地区      沢地区      246246246246 西西西西川　昌川　昌川　昌川　昌弘弘弘弘                        90909090 小尾　　小尾　　小尾　　小尾　　守守守守                        78787878 名渕　　浩      名渕　　浩      名渕　　浩      名渕　　浩      78787878

                東東東東吾妻吾妻吾妻吾妻町東地区      町東地区      町東地区      町東地区      246246246246 奥奥奥奥木　　木　　木　　木　　桂桂桂桂                        82828282 谷　　谷　　谷　　谷　　直直直直樹      樹      樹      樹      83838383 大塚　大塚　大塚　大塚　徹徹徹徹也      也      也      也      81818181

42424242 伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市伊勢崎市境境境境地区      地区      地区      地区      248248248248 関口　　関口　　関口　　関口　　操操操操                        79797979 長沼　光男      長沼　光男      長沼　光男      長沼　光男      82828282 飯島　孝行      飯島　孝行      飯島　孝行      飯島　孝行      87878787

43434343 藤岡市藤岡市藤岡市藤岡市鬼鬼鬼鬼石地区      石地区      石地区      石地区      249249249249 新田　新田　新田　新田　元元元元大      大      大      大      81818181 青青青青木　木　木　木　皆育皆育皆育皆育                        85858585 貫貫貫貫井　井　井　井　紀紀紀紀之      之      之      之      83838383

44444444 渋川市赤渋川市赤渋川市赤渋川市赤城城城城地区      地区      地区      地区      250250250250 諸諸諸諸田　昌博      田　昌博      田　昌博      田　昌博      78787878 狩狩狩狩野　野　野　野　武武武武彦      彦      彦      彦      85858585 岩崎　正明      岩崎　正明      岩崎　正明      岩崎　正明      87878787

                伊勢崎市赤堀地区    伊勢崎市赤堀地区    伊勢崎市赤堀地区    伊勢崎市赤堀地区    250250250250 藤藤藤藤見見見見　　　　好好好好和      和      和      和      79797979 久保田久保田久保田久保田利利利利浩      浩      浩      浩      81818181 蜂蜂蜂蜂須　　実      須　　実      須　　実      須　　実      90909090

                渋川市渋川市渋川市渋川市子持子持子持子持地区      地区      地区      地区      250250250250 阿阿阿阿久津幸二      久津幸二      久津幸二      久津幸二      79797979 猪熊猪熊猪熊猪熊　　　　義義義義一      一      一      一      86868686 後藤　道男      後藤　道男      後藤　道男      後藤　道男      85858585

47474747 南牧南牧南牧南牧村              村              村              村              251251251251 飯塚　邦男      飯塚　邦男      飯塚　邦男      飯塚　邦男      89898989 茂木　茂木　茂木　茂木　栄栄栄栄一      一      一      一      82828282 小井小井小井小井戸戸戸戸康行      康行      康行      康行      80808080

                下下下下仁田町            仁田町            仁田町            仁田町            251251251251 佐佐佐佐藤　勇二      藤　勇二      藤　勇二      藤　勇二      87878787 武武武武藤　藤　藤　藤　尚尚尚尚男      男      男      男      83838383 福田　　浩      福田　　浩      福田　　浩      福田　　浩      81818181

49494949 前橋市前橋市前橋市前橋市宮城宮城宮城宮城地区      地区      地区      地区      253253253253 大崎　俊光      大崎　俊光      大崎　俊光      大崎　俊光      86868686 上上上上野　野　野　野　利利利利彦      彦      彦      彦      76767676 小池　　裕      小池　　裕      小池　　裕      小池　　裕      91919191

                甘甘甘甘楽町              楽町              楽町              楽町              253253253253 由由由由田　幸田　幸田　幸田　幸好好好好                        88888888 浅野　　浅野　　浅野　　浅野　　充充充充                        87878787 三木　秀雄      三木　秀雄      三木　秀雄      三木　秀雄      78787878

                太田市新田地区      太田市新田地区      太田市新田地区      太田市新田地区      253253253253 二二二二ノ宮ノ宮ノ宮ノ宮　茂      　茂      　茂      　茂      84848484 栗原　伸夫      栗原　伸夫      栗原　伸夫      栗原　伸夫      82828282 伊藤　純一      伊藤　純一      伊藤　純一      伊藤　純一      87878787

52525252 東東東東吾妻吾妻吾妻吾妻町町町町吾妻吾妻吾妻吾妻地区    地区    地区    地区    254254254254 片片片片貝貝貝貝　　　　徳徳徳徳行      行      行      行      93939393 田村　孝一      田村　孝一      田村　孝一      田村　孝一      80808080 青青青青木　木　木　木　庄庄庄庄一      一      一      一      81818181

53535353 高山村              高山村              高山村              高山村              255255255255 林　　　誠      林　　　誠      林　　　誠      林　　　誠      80808080 外丸外丸外丸外丸　　　　暢暢暢暢彦      彦      彦      彦      85858585 金井　正幸      金井　正幸      金井　正幸      金井　正幸      90909090

54545454 前橋市富前橋市富前橋市富前橋市富士見士見士見士見地区    地区    地区    地区    258258258258 吉澤　和男      吉澤　和男      吉澤　和男      吉澤　和男      89898989 竹渕　和幸      竹渕　和幸      竹渕　和幸      竹渕　和幸      83838383 石関　賢一      石関　賢一      石関　賢一      石関　賢一      86868686

55555555 高崎市吉井地区      高崎市吉井地区      高崎市吉井地区      高崎市吉井地区      259259259259 関口　　隆      関口　　隆      関口　　隆      関口　　隆      79797979 中村　　中村　　中村　　中村　　猛猛猛猛                        91919191 堀口　堀口　堀口　堀口　芳芳芳芳雄      雄      雄      雄      89898989

56565656 千代千代千代千代田町            田町            田町            田町            266266266266 秋秋秋秋山　　実      山　　実      山　　実      山　　実      82828282 大谷　大谷　大谷　大谷　幹幹幹幹夫      夫      夫      夫      94949494 羽羽羽羽石　石　石　石　有宜有宜有宜有宜                        90909090

57575757 沼田市沼田市沼田市沼田市利利利利根地区      根地区      根地区      根地区      271271271271 金金金金子子子子　　　　幾幾幾幾勇      勇      勇      勇      93939393 新井　隆新井　隆新井　隆新井　隆益益益益                        89898989 井井井井上上上上　　　　孟孟孟孟雄      雄      雄      雄      89898989

58585858 明和町              明和町              明和町              明和町              272272272272 上上上上野　野　野　野　幹幹幹幹誠      誠      誠      誠      88888888 真真真真野　道廣      野　道廣      野　道廣      野　道廣      84848484 杉山　康夫      杉山　康夫      杉山　康夫      杉山　康夫      100100100100


