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164笹生笹生笹生笹生 ・・・・ 外山外山外山外山 （（（（ 清清清清　　　　明明明明 ））））

163遠藤遠藤遠藤遠藤 ・・・・ 狩野狩野狩野狩野 （（（（ 伊市高伊市高伊市高伊市高 ））））

162峯岸峯岸峯岸峯岸 ・・・・ 大高大高大高大高 （（（（ 農農農農　　　　二二二二 ））））

161角田角田角田角田 ・・・・ 黒岩黒岩黒岩黒岩 （（（（ 渋渋渋渋　　　　女女女女 ））））

（（（（ 高高高高　　　　北北北北 ））））

118 鍵田鍵田鍵田鍵田 ・・・・ 三浦三浦三浦三浦 （（（（ 藤藤藤藤　　　　北北北北 ））））

117 飯島飯島飯島飯島 ・・・・ 佐藤佐藤佐藤佐藤

（（（（ 健大高健大高健大高健大高 ））））

116 熊川熊川熊川熊川 ・・・・ 武井武井武井武井 （（（（ 吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻 ））））

115 長谷部長谷部長谷部長谷部 ・・・・ 菅原菅原菅原菅原

））））

72新井新井新井新井 ・・・・ 豊田豊田豊田豊田 （（（（ 高経附高経附高経附高経附 ））））

茂木茂木茂木茂木 ・・・・ 下下下下 （（（（

吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻茂木茂木茂木茂木 （（（（

渋渋渋渋　　　　女女女女

））））

70佐藤佐藤佐藤佐藤 ・・・・ 飯田飯田飯田飯田 （（（（ 農農農農　　　　二二二二 ））））

小林小林小林小林 ・・・・

（（（（ 館館館館　　　　女女女女 ））））

69

71（（（（ 高高高高　　　　北北北北 ））））

（（（（ 渋渋渋渋　　　　女女女女

27 川田川田川田川田 ・・・・ 州崎州崎州崎州崎

））））

25 加藤加藤加藤加藤 ・・・・ 深澤深澤深澤深澤

26 伊藤伊藤伊藤伊藤 ・・・・ 山崎山崎山崎山崎

（（（（ 吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻 ））））

24 山宮山宮山宮山宮 ・・・・ 解良解良解良解良 （（（（ 健大高健大高健大高健大高 ））））

23 樺澤樺澤樺澤樺澤 ・・・・ 湯本湯本湯本湯本

）））） 154○○○○○○○○ （（（（

153

兵藤兵藤兵藤兵藤 151

清水清水清水清水 ・・・・

山本山本山本山本 ・・・・ 石田石田石田石田 （（（（

105 吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻 ））））

農農農農　　　　二二二二 ））））107 黒澤黒澤黒澤黒澤

106 桐桐桐桐　　　　女女女女 ）））） 152山口山口山口山口 （（（（

150

）））） 149

（（（（

須永須永須永須永 （（（（

103 健大高健大高健大高健大高

104 高高高高　　　　商商商商 ））））

148小林小林小林小林 （（（（竹吉竹吉竹吉竹吉 原田原田原田原田 （（（（

・・・・ 中澤中澤中澤中澤 （（（（

102 利利利利　　　　商商商商 ））））・・・・

101 高高高高　　　　商商商商 ））））吉田吉田吉田吉田 （（（（田村田村田村田村 ・・・・

146

）））） 145

147大竹大竹大竹大竹 （（（（

星野星野星野星野 （（（（

99 桐桐桐桐　　　　商商商商

100 高高高高　　　　北北北北 ））））

144大塚大塚大塚大塚 （（（（新井新井新井新井 發地發地發地發地 （（（（

・・・・ 高橋高橋高橋高橋 （（（（

98 清清清清　　　　明明明明 ））））・・・・

97 農農農農　　　　二二二二 ））））

95 前市高前市高前市高前市高 ））））

143小板橋小板橋小板橋小板橋 （（（（野村野村野村野村 ・・・・ 今泉今泉今泉今泉 （（（（

96 前前前前　　　　商商商商 ）））） 142吉田吉田吉田吉田 （（（（

141

139大川戸大川戸大川戸大川戸・・・・

・・・・

・・・・ 根岸根岸根岸根岸 （（（（

140大島大島大島大島 （（（（上野上野上野上野 （（（（

（（（（

94 吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻 ））））阿部阿部阿部阿部

93 健大高健大高健大高健大高 ））））澁澤澁澤澁澤澁澤 （（（（上野上野上野上野 ・・・・

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

（（（（ 太太太太　　　　女女女女

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

109 津久井津久井津久井津久井 ・・・・ 江田江田江田江田

畑島畑島畑島畑島 ・・・・

芝田芝田芝田芝田 ・・・・
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47
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12

13

14

15

多胡多胡多胡多胡

久保久保久保久保

飛田飛田飛田飛田

黛黛黛黛

山崎山崎山崎山崎10

11 飯塚飯塚飯塚飯塚

8 須田須田須田須田

9 香取香取香取香取

6 大嶋大嶋大嶋大嶋

7 宮前宮前宮前宮前

））））

齊藤齊藤齊藤齊藤4

上村上村上村上村5

3 御厨御厨御厨御厨

・・・・ 笹木笹木笹木笹木砂原砂原砂原砂原1

2 齊藤齊藤齊藤齊藤

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））

））））・・・・ 鳰原鳰原鳰原鳰原

・・・・ 岡村岡村岡村岡村 館館館館　　　　女女女女 ））））

・・・・ 森口森口森口森口

・・・・ 中島中島中島中島

・・・・ 林林林林

・・・・ 荒木荒木荒木荒木

・・・・ 高橋高橋高橋高橋

・・・・ 茂木茂木茂木茂木

・・・・ 川嶋川嶋川嶋川嶋

・・・・ 高橋高橋高橋高橋

・・・・ 斎官斎官斎官斎官

・・・・ 阿部阿部阿部阿部

・・・・ 賽田賽田賽田賽田

・・・・ 佐藤佐藤佐藤佐藤

猪狩猪狩猪狩猪狩 ・・・・

木村木村木村木村 ・・・・

石川石川石川石川 ・・・・

小渕小渕小渕小渕 ・・・・

坂本坂本坂本坂本 ・・・・

渡辺渡辺渡辺渡辺 ・・・・

鈴木鈴木鈴木鈴木 ・・・・

樋口樋口樋口樋口 ・・・・

阿部阿部阿部阿部 ・・・・

石井石井石井石井 ・・・・

滝沢滝沢滝沢滝沢 ・・・・

山田山田山田山田 ・・・・

川島川島川島川島 ・・・・

林林林林 ・・・・

桐生桐生桐生桐生 （（（（

岩下岩下岩下岩下 （（（（

須永須永須永須永 （（（（

佐藤佐藤佐藤佐藤 （（（（

遠藤遠藤遠藤遠藤 （（（（

淡路淡路淡路淡路 （（（（

阿部阿部阿部阿部 （（（（

関口関口関口関口 （（（（

飯島飯島飯島飯島 （（（（

○○○○○○○○ （（（（

健大高健大高健大高健大高 ））））

高高高高　　　　商商商商 ））））

関関関関　　　　学学学学 ））））

吉吉吉吉　　　　井井井井 ））））

樹樹樹樹　　　　徳徳徳徳 ））））

育育育育　　　　英英英英 ））））

農農農農　　　　二二二二 ））））

沼沼沼沼　　　　女女女女 ））））

））））

高高高高　　　　商商商商 ））））

清清清清　　　　明明明明 ））））

藤藤藤藤　　　　北北北北 ））））

吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻

健大高健大高健大高健大高 ））））

））））

農農農農　　　　二二二二 ））））

太太太太　　　　女女女女 ））））

清清清清　　　　明明明明

高高高高　　　　北北北北

新新新新　　　　島島島島

高高高高　　　　商商商商

高高高高　　　　女女女女

板板板板　　　　倉倉倉倉

農農農農　　　　二二二二

（（（（

（（（（

（（（（

高高高高　　　　商商商商

吉吉吉吉　　　　井井井井

太太太太　　　　女女女女

沼沼沼沼　　　　女女女女

前前前前　　　　商商商商

健大高健大高健大高健大高

吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

（（（（

健大高健大高健大高健大高

前市高前市高前市高前市高

太太太太　　　　女女女女

吾吾吾吾　　　　妻妻妻妻

農農農農　　　　二二二二

沼沼沼沼　　　　女女女女

吉吉吉吉　　　　井井井井

前前前前　　　　女女女女

高高高高　　　　商商商商

西邑楽西邑楽西邑楽西邑楽

渋渋渋渋　　　　女女女女

高高高高　　　　商商商商

館館館館　　　　女女女女

高高高高　　　　女女女女

健大高健大高健大高健大高

中之条中之条中之条中之条

小柳小柳小柳小柳 （（（（

須藤須藤須藤須藤 （（（（

大野大野大野大野 （（（（

田村田村田村田村 （（（（

服部服部服部服部 （（（（

堤堤堤堤 （（（（

堀越堀越堀越堀越 （（（（

井田井田井田井田 （（（（

橋本橋本橋本橋本 （（（（

白川白川白川白川 （（（（

武藤武藤武藤武藤 （（（（

新木新木新木新木 （（（（

野口野口野口野口 （（（（

清水清水清水清水 （（（（

小林小林小林小林 （（（（

小林小林小林小林 （（（（

・・・・

相馬相馬相馬相馬 ・・・・

黒澤黒澤黒澤黒澤 ・・・・

蛭間蛭間蛭間蛭間 ・・・・

津久井津久井津久井津久井 ・・・・

高橋高橋高橋高橋 ・・・・

田野内田野内田野内田野内 ・・・・

坂本坂本坂本坂本 ・・・・

久保久保久保久保 ・・・・

・・・・

○○○○○○○○ ・・・・

金子金子金子金子

中澤中澤中澤中澤

長尾長尾長尾長尾

中西中西中西中西

大河原大河原大河原大河原

倉品倉品倉品倉品

柳澤柳澤柳澤柳澤

・・・・

藤生藤生藤生藤生 ・・・・

土岡土岡土岡土岡 ・・・・

・・・・

下橋下橋下橋下橋 ・・・・

吉田吉田吉田吉田 ・・・・

武井武井武井武井 ・・・・

中村中村中村中村 ・・・・

○○○○○○○○ ・・・・16 品川品川品川品川 ・・・・ 中村中村中村中村 （（（（ 前前前前　　　　女女女女 ）））） 108

）））） 155佐藤佐藤佐藤佐藤 ・・・・ 山本山本山本山本 （（（（ 前市高前市高前市高前市高 ））））17 榎田榎田榎田榎田 ・・・・ 設楽設楽設楽設楽 63

（（（（ 健大高健大高健大高健大高 ））））

倉林倉林倉林倉林 ・・・・ 常見常見常見常見 （（（（ 清清清清　　　　明明明明 ））））

（（（（

（（（（ 渋渋渋渋　　　　女女女女 ））））

育育育育　　　　英英英英 ）））） 110 伊藤伊藤伊藤伊藤64 ・・・・ 野上野上野上野上 （（（（ 沼沼沼沼　　　　女女女女 ）））） 156大澤大澤大澤大澤 ・・・・ 野口野口野口野口 （（（（ 前前前前　　　　女女女女 ））））

山田山田山田山田

18 奥山奥山奥山奥山 ・・・・ 原野原野原野原野 狩野狩野狩野狩野 ・・・・ 狩野狩野狩野狩野

157古沢古沢古沢古沢齊藤齊藤齊藤齊藤 ・・・・ 松村松村松村松村 （（（（（（（（ 藤中央藤中央藤中央藤中央 ）））） ・・・・高高高高　　　　女女女女 ））））（（（（ 農農農農　　　　二二二二 ）））） 11119 栗原栗原栗原栗原 ・・・・ 新井新井新井新井

○○○○○○○○ ・・・・ ○○○○○○○○

））））東野東野東野東野 （（（（ 館館館館　　　　女女女女65須藤須藤須藤須藤 ・・・・

（（（（ ）））） 11266 158樋口樋口樋口樋口植本植本植本植本 ・・・・ 山田山田山田山田 （（（（ 吉田吉田吉田吉田 （（（（ 高高高高　　　　女女女女館館館館　　　　女女女女 ））））

奥寺奥寺奥寺奥寺

））））20 ○○○○○○○○ ・・・・ ○○○○○○○○ （（（（ ）））） ・・・・

159清水清水清水清水富田富田富田富田 ・・・・ 佐藤佐藤佐藤佐藤 （（（（（（（（ 尾尾尾尾　　　　瀬瀬瀬瀬 ）））） ・・・・尾尾尾尾　　　　瀬瀬瀬瀬 ））））（（（（ 高高高高　　　　北北北北 ）））） 11321 吉野吉野吉野吉野 ・・・・ 堀越堀越堀越堀越

星野星野星野星野 ・・・・ 桑原桑原桑原桑原

））））遠藤遠藤遠藤遠藤 （（（（ 館商工館商工館商工館商工67生方生方生方生方 ・・・・

（（（（ 沼沼沼沼　　　　女女女女 ）））） 11468 160小野里小野里小野里小野里中野中野中野中野 ・・・・ 久下久下久下久下 （（（（ ））））（（（（ 前市高前市高前市高前市高 ）））） ・・・・ 阪 西阪 西阪 西阪 西 （（（（ 高高高高　　　　北北北北西邑楽西邑楽西邑楽西邑楽 ））））22 峯岸峯岸峯岸峯岸 ・・・・ 川井川井川井川井

28 ○○○○○○○○ ・・・・ ○○○○○○○○ （（（（ ））））

29 赤坂赤坂赤坂赤坂 ・・・・ 井上井上井上井上 （（（（ 西邑楽西邑楽西邑楽西邑楽 ））））
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津久井津久井津久井津久井 ・・・・ 川島川島川島川島
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諸岡諸岡諸岡諸岡 ・・・・ 松本松本松本松本

生津生津生津生津 ・・・・ 山岸山岸山岸山岸

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐 ・・・・ 大塚大塚大塚大塚

勅使河原勅使河原勅使河原勅使河原 ・・・・ 今井今井今井今井

竹渕竹渕竹渕竹渕 ・・・・ 篠原篠原篠原篠原

茂木茂木茂木茂木 ・・・・ 小川小川小川小川

横尾横尾横尾横尾 ・・・・ 細野細野細野細野

田中田中田中田中 ・・・・ 安齋安齋安齋安齋

荻原荻原荻原荻原 ・・・・ 永井永井永井永井

小池小池小池小池 ・・・・ 酒井酒井酒井酒井

大橋大橋大橋大橋 ・・・・ 木暮木暮木暮木暮

上原上原上原上原 ・・・・ 金沢金沢金沢金沢

須永須永須永須永 ・・・・ 小林小林小林小林

諸田諸田諸田諸田 ・・・・ 大塚大塚大塚大塚

鈴木鈴木鈴木鈴木 ・・・・ 阿部阿部阿部阿部

119 小野塚小野塚小野塚小野塚 ・・・・ 内藤内藤内藤内藤 （（（（ 高高高高　　　　商商商商 ））））

120 ○○○○○○○○ ・・・・ ○○○○○○○○ （（（（ ））））

121 下田下田下田下田 ・・・・ 千明千明千明千明 （（（（ 渋渋渋渋　　　　女女女女 ））））

122 比田井比田井比田井比田井 ・・・・ 野村野村野村野村 （（（（ 健大高健大高健大高健大高 ））））

123 藤井藤井藤井藤井 ・・・・ 古澤古澤古澤古澤 （（（（ 前市高前市高前市高前市高 ））））

124 金子金子金子金子 ・・・・ 千吉良千吉良千吉良千吉良 （（（（ 沼沼沼沼　　　　女女女女 ））））

125 熊井戸熊井戸熊井戸熊井戸 ・・・・ 山本山本山本山本 （（（（ 新新新新　　　　島島島島 ））））

126 関口関口関口関口 ・・・・ 藤倉藤倉藤倉藤倉 （（（（ 伊市高伊市高伊市高伊市高 ））））

127 太田太田太田太田 ・・・・ 小林小林小林小林 （（（（ 農農農農　　　　二二二二 ））））

128 須賀須賀須賀須賀 ・・・・ 馬場馬場馬場馬場 （（（（ 高高高高　　　　女女女女 ））））

129 斎藤斎藤斎藤斎藤 ・・・・ 石岡石岡石岡石岡 （（（（ 前前前前　　　　女女女女 ））））

130 丹野丹野丹野丹野 ・・・・ 鈴木鈴木鈴木鈴木 （（（（ 藤中央藤中央藤中央藤中央 ））））

131 冨沢冨沢冨沢冨沢 ・・・・ 新井新井新井新井 （（（（ 利利利利　　　　商商商商 ））））

132 富田富田富田富田 ・・・・ 吉田吉田吉田吉田 （（（（ 吉吉吉吉　　　　井井井井 ））））

133 天笠天笠天笠天笠 ・・・・ 宮崎宮崎宮崎宮崎 （（（（ 館館館館　　　　女女女女 ））））

134 石倉石倉石倉石倉 ・・・・ 岡田岡田岡田岡田 （（（（ 育育育育　　　　英英英英 ））））

135 土岡土岡土岡土岡 ・・・・ 大竹大竹大竹大竹 （（（（ 農農農農　　　　二二二二 ））））

136 佐藤佐藤佐藤佐藤 ・・・・ 関口関口関口関口 （（（（ 富富富富　　　　東東東東 ））））

137 小田根小田根小田根小田根 ・・・・ 木村木村木村木村 （（（（ 桐桐桐桐　　　　女女女女 ））））

138 大友大友大友大友 ・・・・ 橋本橋本橋本橋本 （（（（ 健大高健大高健大高健大高 ））））

下仲下仲下仲下仲 ・・・・ 萩原萩原萩原萩原 （（（（ 尾尾尾尾　　　　瀬瀬瀬瀬 ）））） 165

藤井藤井藤井藤井 ・・・・ 高柳高柳高柳高柳 （（（（ 高高高高　　　　商商商商 ）））） 166
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宮澤宮澤宮澤宮澤 ・・・・ 勅使河原勅使河原勅使河原勅使河原 （（（（ 富富富富　　　　東東東東 ）））） 177
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岸岸岸岸 ・・・・ 今井今井今井今井 （（（（ 渋渋渋渋　　　　女女女女 ）））） 182

184
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