
【会　長　賞】

年度

石塚　征紀(三　洋) 目黒　一義(沼田ク) 村松　誠一(東電ク)

杉本　伸夫(富士重) 海野　俊彦(伊勢崎) 故　斉藤　清(勢多ク)

髙橋　賢作(富岡ク) 赤石　明男(前　橋) 小沢　征夫(榛　嶺)

大和　　進(前橋ク) 山之内恵子(利　商) 田代　宇市(東電ク)

片貝のり子(渋川ク) 山岸　寿一(利根ク) 登丸　静江(前橋ク)

近藤　雄治(富士重) 大川原利男(中京大) 内田勢津子(伊勢崎)

土屋　力三(渋川ク) 堀　　一章(桐生工) 　

50 林崎　　方(渋川ク) 高橋　文雄(前橋ク)

51 中島　克典(境町ク) 茂木　洋子(鏑川ク)

髙橋　英志(勢多ク) 小金沢茂子(鏑川ク) 丸橋　久良(農　大)

田島　準一(太田ク) 田島　孝弘(桐生ク) 斉藤　　茂(高崎ク)

53

54 萩原　静香(前橋ク) 里見　福三(榛嶺ク)

故　保坂梅雄(鏑川ク) 田村　泰一(高崎ク) 中島　茂樹(伊勢崎)

高橋　　謙(榛嶺ク)  　 　
56                      
57                      
58                      
59                      
60                      
61 小代　　昊(吾妻榛嶺)  

62 増田　省三(吾妻榛嶺)  

63 野上庄三郎(沼田ク)  

元 故　窪庭昭男(安中) 小菅　常美(渋川ク) 塩谷　春男(吾妻榛嶺)

2 故　大竹保二郎(利根) 

宮下　良一(高　崎) 住谷トシ子(前　橋) 内田銑十郎(前　橋)

岡島　磐夫(沼田ク) 大河原隆行(富　岡) 中島　広太(境町ク)

藤井　　勝(沼田ク) 土肥　恒二(日立高崎) 故　若美隆美(境町ク)

北村　富弘(境町ク) 栗原　　啓(新田ク) 松沢　正夫(前　橋)

桑原　幸夫(沼田ク) 市村　　是(榛嶺ク) 　

5 高橋　嘉三(前　橋) 細井　　昇(伊勢崎) 斎藤　政幸(渋川ク)

6 藤巻　孝彦(碓　氷) 高野佐太郎(伊勢崎) 入澤　文三(利根ク)

今泉　武昭(桐生ク) 小沼　健二(伊勢崎) 大図　吉雄(前　橋)

三輪　益男(前　橋) 片山　敏雄(高　崎) 星野　静夫(利根ク)

綿貫昭四郎(吾妻榛嶺) 　 　

広木　喜鶴(富　岡) 本多　　久(伊勢崎) 橋本　卓郎(境町ク)

田中　　檀(沼田ク) 長部　哲也(前　橋) 進邦　　實(吾妻榛嶺)

丸橋　東吾(吾妻榛嶺) 　 　

星野　亮正(吾妻榛嶺) 綿貫　保郎(吾妻榛嶺) 今井　雅夫(吾妻榛嶺)

栗原　　弘(前　橋) 奈良　純夫(渋川ク) 小林　敬一(館林ク)

森谷　正義(安　中) 吉田　　正(境町ク) 田中　文作(藤岡ク)

細野　多市(伊勢崎) 宮原　一男(桐　生) 北爪　英男(勢多ク)

中島　恒雄(高　崎) 熊倉　　均(前　橋) 　

7

8

9

受　　賞　　者　　名
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48

49

52
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年度

関口　一男(桐　生) 新井　行雄(碓　氷) 関口　尚則(前　橋)

千吉良良一(前　橋) 髙野　昭二(東電ク) 剣持　　武(吾妻榛嶺)

木暮　克美(吾妻榛嶺) 関根　眞男(渋川ク) 藤野　　卓(利根ク)

坂村　　孝(館林ク) 金子　昭夫(高　崎) 横沢　達雄(勢多ク)

富澤　久吉(富　岡) 関口　俊夫(伊勢崎) 金井　　壽(多野ク)

常木　英明(赤堀ク) 須藤　愛悌(桐　生) 増田　　茂(伊勢崎)

須藤　憲治(高　崎) 山田　哲也(前　橋) 遠山　　博(前　橋)

石北　秀男(渋川ク) 田中　政一(吾妻榛嶺) 小菅　博志(吾妻榛嶺)

松原二三男(高　崎) 武藤　　勇(富　岡) 小林　精吉(沼田ク)

新井　克己(藤岡ク) 石田　克英(前　橋) 増渕　清一(前　橋)

後藤　理幸(中体連) 立石　明夫(館林ク) 星野　新市(前　橋)

武藤　　顕(前　橋) 細金　義光(太　田) 関　　貞次(伊勢崎)

鈴木　正義(桐　生) 西出　昭夫(新　田) 　

清水　　洋(高　崎) 並木　敏明(大高ＯＢ) 綿貫　光夫(吾妻榛嶺)

谷川　　猛(吾妻榛嶺) 樺沢能婦子(前　橋) 安田　三郎(前　橋)

古井戸壽郎(多野ク) 森島　富雄(館林ク) 澤田　和佳(桐　生)

関根　近夫(伊勢崎) 関根　　馨(渋川ク) 大沢　　茂(勢多ク)

萩原　　明(登利平)

吉野　　宏(前　橋) 水野　利夫(前　橋)     

吉澤　彦之(碓　氷)   佐藤　鐵雄(太　田) 星野　照夫(大高ＯＢ)

遠藤　信行(館林ク) 黒崎　英一(伊勢崎) 永井　英雄(桐　生)

荻野　　元(境町ク) 大川　周多(渋川ク) 大塚　信好(吾妻榛嶺)

轟　　光毅(吾妻榛嶺) 柳井　定義(勢多ク) 木村　好男(高　崎)

故浜野金雄(新　田) 伊藤　　進(日本精工) 番場　武雄(沼田ク)

飯島　　悟(藤岡ク) 矢野　　薫(前　橋) 吉田勝四郎(前　橋)

鹿子島　進(前　橋) 峰崎　富夫(前　橋) 富岡　　基(沼田ク)

倉林　輝生(高　崎) 三芝　功一(館林ク) 　

長野　正明(吾妻榛嶺) 森田由起夫(吾妻榛嶺) 滝沢　武司(高　崎)

山岸　不二(利根ク) 岩田　　昇(前　橋) 大沢　　進(前　橋)

萩原　将雄(登利平) 小林由美子(渋川ク) 田中　　光(中体連)

髙橋富志雄(渋川ク) 小指　　徹(富士重) 有坂　精児(前　橋）

廣木　憲治(群馬郡)

茂木　厚一(安　中) 上田　　稔(沼田ク) 斎藤　　勉(渋川ク)

瀧澤　敏明(前　橋) 松村　幸孝(前　橋) 小坂　博之(藤岡ク)

神坂　慶三(伊勢崎) 羽鳥哲司郎(桐　生) 加藤　清作(館林ク)

田中　眞一(吾妻榛嶺) 内田　康夫(高　崎) 阪西　俊峰(高　崎)

髙橋　勝則(桐　生) 綿貫　成年(富　岡) 吉田　　正(吾妻榛嶺)

山岸　哲雄(吾妻榛嶺) 田中　昭光(碓　氷) 宮川　　宏(桐　生)

細川　浩一(桐　生) 飯塚　康雄(渋川ク) 高橋　　進(渋川ク)

諸田　重雄(勢多ク) 荻野　次雄(館林ク) 斉藤　義雄(藤岡ク)

中村　隆喜(前　橋) 城田　荘一(前　橋) 石原　　豊(伊勢崎)

黒澤　　博(伊勢崎) 井野　利行(高　崎) 平方　裕之(中体連)

剣持　　修(中体連) 永井　正樹(高　崎)

川崎　　弘(群馬綜合ガードシステム)

10

11

12

13

受　　賞　　者　　名
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年度

一場　　勇(吾妻榛嶺) 大和　　進(伊勢崎) 倉林　　博(境　ク)

阿部　治男(館林ク) 阿部　恵一(沼田ク) 田島　義弘(桐　生)

栗原　英行(渋川ク) 高梨　政己(勢多ク) 酒井　邦昭(多野ク)

星野　時治(利根ク) 山岸　定秋(前　橋) 岩崎　治郎(前　橋)

岩瀬　田人(大泉ク) 糸井　克佳(太　田) 林　　康宏(高　崎)

町田　雄一(中体連ク) 安達　友信(前　橋) 寺井　和明(勢多ク)

加藤　祐司(大泉ク) 中村　寧孝(しきしま倶)

町田　芳樹(吾妻榛嶺) 山田　久次(吾妻榛嶺) 石原　照夫(伊勢崎)

武井　　透(碓　氷) 田部井行雄(太　田) 石原　　進(桐　生)

永井　善平(渋川ク) 山田　和豊(勢多ク) 山口　光哉(高　崎)

栗田　伊一(館林ク) 小堀　勝美(新田ク) 相澤効三郎(高　崎)

今井　嘉雄(藤岡ク) 望月　　誠(前　橋) 長沼　康弘(前　橋)

篠崎　成志(伊勢崎) 諸田　　剛(太　田) 中山　　晃(高　崎)

金谷美和子(大泉ク)

野尻　昇一(安　中) 亀井　誠一(伊勢崎) 金子　陽司(太　田)

蕎麦田輝良(桐　生) 梅澤　洋一(桐　生) 田中　恵一(しきしま倶)

箱田　敬三(渋川ク) 梅山　　哲(高　崎) 塚越　陽一(高　崎)

安井　毅央(藤岡ク) 伊藤　泰博(前　橋) 福富　昌一(前　橋)

永井　数敏(高　崎) 中山　　均(高　崎) 和田　弘昌(しきしま倶)

新井　　正(吾妻榛嶺) 徳田　孝夫(伊勢崎) 小板橋　博(碓　氷)

中村　芳明(桐　生) 木次谷三郎(境　ク) 高橋　宗彦(渋川ク)

波多野重雄(高　崎) 久保口喜代美(館林ク) 阿藤　　源(多野ク)

関口　幸雄(前　橋) 細野　生明(前　橋) 故　武田　勝久(桐生)

樫﨑　龍一(しきしま倶) 中村　信勝(安　中) 金子　典夫(群馬日野)
針谷　朋之(多野ク)
古橋　昭三(伊勢崎) 磯部　夏夫(伊勢崎) 内田　徳昭(太　田)

島田　　誠(桐　生) 下城由美子(桐　生) 髙木　雅一(しきしま倶)

神道　武夫(渋川ク) 石田　清六(渋川ク) 富田　文昭(勢多ク)

富澤　　博(高　崎) 田中　宏巳(高　崎) 武井　敏延(沼田ク)

金子　侑司(前　橋) 大竹　芳郎(前　橋) 小林めぐみ(高　崎)

新井　康司(しきしま倶) 田村　一利(中体連ク）関　英明(おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ)

高島　義明(吾妻榛嶺) 半田　国明(安　中) 田村　文秀(伊勢崎)

佐藤　千春(碓　氷) 神宮　謙治(太　田) 松平　喜幸(桐　生)

茂木　　治(桐　生) 小茂田匡央(境　ク) 小渕　哲哉(渋川ク)

深津　愛子(勢多ク) 髙麗　　敏(高　崎) 萩原　豊(たちばなR.C)

中里　克己(館　林) 石川　　操(新田ク) 長谷川敏夫(藤　岡)

髙橋　　洌(前　橋) 近藤　美明(前　橋) 吉沢　賢二(高　崎)

中川　　徹(中体連ク) 青木　伸路(伊勢崎) 村田　　勇(館　林)

田島　正徳(高　崎)
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年度

中山　邦男(吾妻榛嶺) 柳　　政夫(伊勢崎) 金井　進一(碓　氷)

安藤　昌宣(太　田) 清水　　守(桐　生) 柴塚　雄太(桐　生)

阿部　　忠(しきしま倶) 青木　仁嗣(渋川ク) 岡部　京子(勢多ク)

新井　光司(高　崎) 久保口敏夫(館　林) 佐藤芳太郎(利　根)

西岡　五郎(前　橋) 山口　博之(前　橋) 一場　明夫(安　中)

荻野　　歩(新　田) 岩脇　正和(しきしま倶) 堀越　　健(館　林)

関　　　稔(中体連ク)

浅見　梅雄(吾妻榛嶺) 大場　　明(安　中) 鵜生川雅久(伊勢崎)

堤　　陽司(太　田) 澤田　マヤ(桐　生) 藤井　利昭(桐　生)

関口　宏男(境　ク)

塚本　　徹(渋川ク) 星野　勝由(勢多ク) 西巻かおる(高　崎)

齋藤　　豊(高　崎) 高徳　好男(前　橋) 長谷川　栄(前　橋)

冨沢　良治(吾妻榛嶺) 斎藤　　茂(前　橋) 清水　雅文(前　橋)

豊田　泰彦(中体連ク) 桑原　恵二(中体連ク)

山﨑　一信(吾妻榛嶺) 小保方昌夫(伊勢崎) 瀧川　仲男(碓　氷)

横山　幸男(桐　生) 狩野三代子(渋　川) 松村　　弘(勢多ク)

真下　真澄(高　崎) 茂木　葉子(高　崎) 岩上　博志(中体連ク)

櫻井　正宏(利　根) 櫻井　　勉(新　田) 関口　祐治(前　橋)

宮内　　守(前　橋) 篠塚　克己(太　田) 東谷　博光(SUBARU)

石島　　保(桐　生) 岩崎　克紀(しきしま倶)
丸橋　　昇(吾妻榛嶺) 境野　常司(伊勢崎) 諏訪　康弘(伊勢崎)
斉藤　泰男(太　田) 山藤　一也(桐　生) 今泉　　諭(桐　生)
茂木　忠男(群馬ＴＦ) 栗原　亮一(しきしま倶)茂木　敏夫(渋　川)
高橋　英樹(渋　川) 矢内　　昇(SUBARU) 牛房　　進(勢　多)
藤井　利次(高　崎) 竹村　豊之(高　崎) 霜下　　猛(沼　田)
佐藤　久雄(前　橋) 岩田　好一(前　橋) 高橋　健二(碓　氷)
関口　博己(新　田) 関上　尚史(伊勢崎) 加藤　雅史(中体連ク)
田中　真浩(吾妻榛嶺)
小幡今朝雄(吾妻榛嶺) 須藤　義信(安　中) 坂本　和英(伊勢崎)
中村　　哲(太　田) 西村　和幸(桐　生) 福井　正一(桐　生)
木村　秀夫(渋　川) 須永　恭啓(勢　多) 深沢のり子(高　崎)
笠原　壯一(館　林) 原田　　明(富　岡) 大久保春夫(藤　岡)
高橋　輝之(新　田) 栗崎　　浩(前　橋) 井上　竹義(前　橋)
岩上　忠夫(前　橋) 峰岸　邦三(勢　多) 萩原　英樹(前　橋)
岩崎　真人(中体連ク) 星野　　有(吾妻榛嶺)
佐藤　秀利(吾妻榛嶺) 植月　公興(伊勢崎) 齋藤　　功(ESP)
黛　　紀行(碓　氷) 木村由紀夫(太　田) 小山　靖弘(桐　生)
提橋　広貴(桐　生) 酒井　常夫(群馬TF) 阿久沢和平(勢　多)
瀬下　享一(高　崎) 田中　　宏(中体連) 森田　　聡(新　田)
故・花澤　武松(前橋) 峯岸　秀人(中体連) 阪本　幹夫(安　中)
若見　治隆(伊勢崎) 橋本　賢一(太　田) 深代　　勉(桐　生)
平川　隆一(しきしま) 舩戸　公雄(勢　多) 清水　俊夫(高　崎)
和田　由美(高　崎) 山田　　豊(沼　田) 中川　賢一(前　橋)
西川　裕司(安　中) 佐野　光伸(伊勢崎) 田村　利幸(碓　氷)
金子　典夫(おおたSA)青山　　崇(桐　生) 成田　圭介(高　崎)
始澤　勝也(館　林) 小林　履吉(藤　岡) 関根　末雄(前　橋)
根岸　壯介(前　橋) 小川　智之(碓　氷)
宮﨑　幸夫(吾妻榛嶺) 森村　年光(伊勢崎) 瀬山　　亮(EPSAC)
大川　一重(太　田) 須永　浩誌(桐　生) 船戸　昭人(勢　多)
加藤　弘朗(高　崎) 高橋　栄作(高　崎) 下山桧佐夫(富　岡)
深須　昭夫(新　田) 中村　哲也(前　橋) 町田　満男(前　橋)
齊藤　高弘(吾妻) 芝崎　泰久(伊勢崎) 鳴海　義宣(桐生)
江積　結花(高崎) 富田　豊治(沼田) 矢島　浩隆(前橋)
水江　昌史(冨岡)

元

30

29

25

24

28

27

2

26

福田　純一(群馬綜合ガードシステム)

23

受　　賞　　者　　名


