
瑞穂市を応援していただきありがとうございます。
瑞穂市ふるさと応援寄附金をいただいたかたのうち、公表を承諾いただけましたかたは次の皆さまです。
※承諾いただいた項目のみ公表

（令和３年分）
お名前 お住まいの市区町村 寄附金額（円）

Avtar Ram 札幌市北区 11,000
田中 清久 旭川市 11,000
澤森 一貴 旭川市 11,000
田中 清久 旭川市 11,000
豊嶋 宏史 伊達市 11,000
佐藤 ゆか 河東郡音更町 11,000
近藤 雅由 岩見沢市 11,000
藤川 尚美 岩見沢市 11,000
近藤 雅由 岩見沢市 11,000
羽田 英正 釧路市 11,000
及川 昌洋 釧路市 11,000
小林 史果 江別市 11,000
右原 浩介 沙流群 11,000
工藤 美月 札幌市厚別区 11,000
佐藤 和美 札幌市厚別区 11,000
北野 芳彦 札幌市手稲区 11,000
東谷 健志 札幌市手稲区 11,000
山中 清光 札幌市手稲区 11,000
山中 清光 札幌市手稲区 11,000
相川 剛亮 札幌市⻄区 11,000
相川 剛亮 札幌市⻄区 11,000
加藤 章 札幌市中央区 11,000
硯 圭ノ介 札幌市中央区 11,000
畠山 欣也 札幌市中央区 66,000
今井 真帆 札幌市中央区 11,000
沼崎 航平 札幌市東区 11,000
岡本 豪信 札幌市東区 11,000
田口 優介 札幌市東区 25,000
⽔⼾ 佳奈⼦ 札幌市白石区 11,000
小山内 栄二 札幌市白石区 11,000
奥村 大輔 札幌市白石区 11,000
永田 史織 札幌市白石区 11,000
滝上 喬 札幌市豊平区 11,000
宇波 厚彦 札幌市豊平区 11,000
宇波 厚彦 札幌市豊平区 11,000
林 祐介 札幌市北区 11,000
村山 綾音 札幌市北区 11,000
櫻井 稜太 札幌市北区 11,000
蛭坂 武尊 室蘭市 11,000
田中 克悟 斜里郡斜里町 11,000
浦部 祐夫 小樽市 11,000
小杉 綾 千歳市 30,000
廣⻑ 利彦 帯広市 11,000
高橋 由佳 中川郡幕別町 33,000
川上 学 日高郡新ひだか町 11,000
山名 大輔 函館市 11,000
高橋 義彦 函館市 11,000
高橋 義彦 函館市 11,000
山名 大輔 函館市 11,000
後藤 優哉 北見市 11,000
佐藤 文哉 紋別市 11,000
上林 貴人 野付郡別海町 11,000
土清⽔ 賢一 留萌市 11,000
小松 英司 上北郡おいらせ町 11,000
小松 英司 上北郡おいらせ町 11,000
久保 靖 上北郡六ヶ所村 11,000
伊藤 大 ⻘森市 11,000
貝塚 健 ⻘森市 11,000
村井 和奏 ⻘森市 11,000
笹木 敬史 ⼋⼾市 37,000
千葉 基弘 ⼋⼾市 11,000
野呂 昭壽 北津軽郡板柳町 11,000
阿部 幸恵 一関市 11,000
照井 陽⼦ 花巻市 11,000
坪谷 透 紫波郡紫波町 11,000
坪谷 透 紫波郡紫波町 11,000
菊池 美優 盛岡市 11,000
難波 岳 盛岡市 11,000
吉田 塁 盛岡市 11,000
日下 一郎 盛岡市 13,000
浦辺 賢太郎 盛岡市 11,000
日下 一郎 盛岡市 13,000
高橋 和明 北上市 11,000
高橋 知矢 北上市 11,000
山田 甲二 北上市 11,000
鈴木 健史 塩釜市 11,000
渡邊 善浩 宮城郡七ヶ浜町 22,000
⻄田 大希 石巻市 11,000
渡邊 宏紀 石巻市 11,000
秦 宇英 石巻市わかば 11,000
大島 実樹哉 仙台市宮城野区 11,000
鎌田 沙緒理 仙台市宮城野区 11,000
熊谷 和成 仙台市宮城野区 11,000



小玉 晴菜 仙台市宮城野区 11,000
舘山 有咲 仙台市宮城野区 11,000
齊藤 隼也 仙台市宮城野区 11,000
大沼 里菜 仙台市宮城野区 11,000
小原 敏明 仙台市宮城野区 11,000
⻲井 悠 仙台市宮城野区 11,000
千葉 理紗 仙台市宮城野区 11,000
小林 加奈 仙台市宮城野区 11,000
丸崎 潤也 仙台市若林区 11,000
根本 瞳 仙台市若林区 11,000
根本 瞳 仙台市若林区 11,000
丸崎 潤也 仙台市若林区 11,000
千代 真⼦ 仙台市若林区 11,000
岩船 貴範 仙台市若林区 66,000
佐藤 貴行 仙台市若林区 11,000
金澤 聡 仙台市⻘葉区 11,000
佐藤 厚太 仙台市⻘葉区 11,000
⻑田 崇 仙台市⻘葉区 11,000
宮 菜月 仙台市⻘葉区 11,000
佐藤 厚太 仙台市⻘葉区 11,000
遠藤 里香 仙台市⻘葉区 11,000
川村 翔太 仙台市⻘葉区 11,000
岩佐 昌弘 仙台市⻘葉区 11,000
岩佐 昌弘 仙台市⻘葉区 11,000
須藤 裕也 仙台市泉区 11,000
島 英樹 仙台市泉区 11,000
伊藤 秀 仙台市太白区 11,000
太田 駿佑 仙台市太白区 11,000
佐藤 敬 仙台市太白区 33,000
福岡 大翼 仙台市太白区 11,000
澤本 勇人 多賀城市 11,000
三浦 晴信 多賀城市 11,000
原 加奈 多賀城市 11,000
佐々木 和浩 大崎市 11,000
高橋 亮介 名取市 11,000
佐藤 淳行 横手市 11,000
高橋 正志 横手市 13,000
加藤 誠 潟上市 11,000
松木 泰地 秋田市 11,000
渡辺 早紀 秋田市 11,000
北林 淳 秋田市 11,000
山中 有美⼦ 秋田市 11,000
伊藤 聡 秋田市 11,000
浅利 卓 仙北市 11,000
三浦 隆徳 仙北市 11,000
伊藤 早弘 山形市 11,000
高橋 辰徳 山形市 11,000
山本 泰弘 山形市 11,000
櫻井 博理 山形市 11,000
佐藤 和也 ⻄村山郡大江町 11,000
庄司 亜矢⼦ ⻄置賜郡飯豊町 11,000
仲嶋 義晴 村山市 11,000
仲嶋 義晴 村山市 11,000
仲嶋 義晴 村山市 11,000
仲嶋 義晴 村山市 11,000
市川 至音 鶴岡市 11,000
市川 至音 鶴岡市 11,000
太田 仁司 鶴岡市 33,000
伊澤 賢吾 鶴岡市 11,000
川合 正和 南陽市 11,000
五十嵐 菜那 米沢市 11,000
岩本 康弘 いわき市 11,000
矢吹 高志 いわき市 11,000
筒井 宣大 会津若松市 11,000
筒井 宣大 会津若松市 11,000
遠藤 宏太郎 会津若松市 22,000
影山 純乃 郡山市 11,000
村上 亮 郡山市 11,000
影山 純乃 郡山市 11,000
遠藤 惠⼦ 郡山市 13,000
遊佐 まゆ⼦ 郡山市 37,000
関根 威一郎 須賀川市 11,000
⻄巻 多恵⼦ ⻄白河郡泉崎村 11,000
石井 巧 石川郡古殿町 11,000
五十嵐 洋文 石川郡石川町 11,000
⻄ 舞 相馬市 11,000
佐々木 剛 二本松市 11,000
笹木 早苗 福島市 11,000
菅野 浩史 福島市 11,000
早坂 正朗 福島市 11,000
小泉 泰彦 つくばみらい市 11,000
大島 勇人 つくばみらい市 11,000
櫻井 惇史 つくば市 11,000
神山 翔 つくば市 11,000
高橋 美由希 つくば市 11,000
櫻井 惇史 つくば市 11,000
細川 亜紀⼦ つくば市 11,000
石井 貴寛 つくば市 11,000
三上 裕貴 つくば市 11,000
櫻井 惇史 つくば市 11,000
久野 遥加 つくば市 11,000
遠藤 拓男 つくば市 11,000



中江 祐介 つくば市 11,000
坂本 麻美 つくば市 11,000
上田 正治 ひたちなか市 37,000
秦 静寿 ひたちなか市 11,000
秦 静寿 ひたちなか市 11,000
角木 孝典 ひたちなか市 11,000
石井 かおり 笠間市 10,000
北川 智広 古河市 11,000
倉持 慎吾 坂東市 11,000
川上 修 守谷市 11,000
⻑谷川 ひとみ 守谷市 11,000
冨山 卓也 守谷市 11,000
川上 修 守谷市 11,000
永見 裕之 小美玉市 11,000
堤 浩明 常陸太田市 66,000
沼田 英樹 常陸太田市 11,000
小山 ⻯男 神栖市 11,000
新川 達也 神栖市 11,000
中村 太一 ⽔⼾市 66,000
増田 知香 ⽔⼾市 11,000
萩谷 勇人 ⽔⼾市 110,000
廣木 奈緒美 ⽔⼾市 11,000
相武 広樹 ⽔⼾市 11,000
渡邊 亮 ⽔⼾市平須町 13,000
⻄村 勝 筑⻄市 11,000
立野 涼⼦ 潮来市 11,000
浦島 隆志 日立市 11,000
鈴木 稜 日立市 11,000
佐藤 いずみ 龍ケ崎市 11,000
鈴木 隼太 さくら市 33,000
福田 理恵⼦ 宇都宮市 11,000
寳住 肇 宇都宮市 11,000
⻄福 康之 宇都宮市 22,000
佐藤 大祐 宇都宮市 11,000
合田 恭平 宇都宮市 11,000
福田 理恵⼦ 宇都宮市 11,000
宮尾 智之 宇都宮市 11,000
手塚 淳一 宇都宮市 11,000
町井 香苗 宇都宮市 11,000
渡辺 拓馬 宇都宮市 11,000
篠原 博隆
押山 文哉 佐野市 11,000
原口 彩 小山市 11,000
江原 加奈⼦ 小山市 11,000
原口 彩 小山市 11,000
熊澤 加奈⼦ 小山市 11,000
池森 荘太郎 足利市 11,000
木村 忠雄 足利市 11,000
手塚 明 芳賀郡益⼦町 11,000
吉野 和夫 伊勢崎市 11,000
牛久保 重智 伊勢崎市 11,000
牛久保 重智 伊勢崎市 11,000
下山 悦男 桐生市 11,000
喜多 ゆかり 吾妻郡 11,000
加部 さや 高崎市 11,000
阿藤 美咲 高崎市 11,000
須永 繁樹 高崎市 11,000
静 貴久 前橋市 11,000
⻄山 史浩 前橋市 11,000
内山 ゆかり 利根郡 11,000
上野 俊明 さいたま市浦和区 11,000
齋藤 誠 さいたま市浦和区 11,000
清⽔ 宏彦 さいたま市浦和区 11,000
佐藤 大喜 さいたま市浦和区 11,000
渡邊 一信 さいたま市浦和区 13,000
上野 俊明 さいたま市浦和区 11,000
上野 俊明 さいたま市浦和区 11,000
古川 智央里 さいたま市浦和区 11,000
井上 薫⼦ さいたま市浦和区 11,000
上野 俊明 さいたま市浦和区 11,000
島田 優 さいたま市見沼区 11,000
冨樫 晶⼦ さいたま市見沼区 12,000
⻄澤 祐輝 さいたま市⻄区 11,000
福島 七海 さいたま市⻄区 11,000
⻄澤 祐輝 さいたま市⻄区 11,000
篠崎 彰 さいたま市大宮区 11,000
篠崎 彰 さいたま市大宮区 11,000
篠崎 彰 さいたま市大宮区 11,000
篠崎 彰 さいたま市大宮区 11,000
大橋 隆敏 さいたま市大宮区 11,000
篠崎 彰 さいたま市大宮区 11,000
大橋 隆敏 さいたま市大宮区 11,000
篠崎 彰 さいたま市大宮区 11,000
篠崎 彰 さいたま市大宮区 11,000
内藤 美沙⼦ さいたま市大宮区 11,000
河上 桃⼦ さいたま市大宮区 11,000
廖 一帆 さいたま市大宮区 11,000
秋山 結香 さいたま市中央区 11,000
佐藤 慶太 さいたま市中央区 11,000
島田 真一郎 さいたま市中央区 11,000
吉川 宏 さいたま市中央区 10,000
三和 義久 さいたま市南区 33,000



竹田 健司 さいたま市南区 11,000
竹田 健司 さいたま市南区 11,000
竹田 健司 さいたま市南区 11,000
竹田 健司 さいたま市南区 11,000
中島 久⼦ さいたま市南区 11,000
冨塚 一磨 さいたま市南区 11,000
石澤 一馬 さいたま市南区 11,000
松本 志佑太 さいたま市北区 11,000
笠井 忍 さいたま市北区 11,000
⼋重樫 和也 さいたま市北区 11,000
大場 康至 さいたま市北区 11,000
佐々木 靖佳 さいたま市北区 11,000
齋藤 慧 さいたま市北区 11,000
⼋重樫 和也 さいたま市北区 22,000
大場 康至 さいたま市北区 11,000
福島 健太 さいたま市緑区 11,000
栗原 いずみ さいたま市緑区 11,000
吉田 茂 さいたま市緑区 11,000
吉野 有紀 さいたま市緑区 11,000
山田 貴博 さいたま市緑区 11,000
松木 貴紀 さいたま市緑区 11,000
林 千博 さいたま市緑区 10,000
⻄中 直樹 ふじみ野市 11,000
岩田 大昌 ふじみ野市 11,000
櫛田 慎也 ふじみ野市 11,000
金⼦ 雅哉 ふじみ野市 66,000
Trujillo Tuero Denisse 羽生市 11,000
鈴木 広宣 越谷市 11,000
佐藤 樹 越谷市 120,000
岩永 将平 越谷市 11,000
江本 圭之介 越谷市 11,000
奥田 圭作 越谷市 11,000
奥田 圭作 越谷市 11,000
中川 歩美 越谷市 11,000
パン ウエイイー 越谷市 11,000
楠田 沙生 越谷市 11,000
阿部 貴文 越谷市 11,000
パン ウエイイー 越谷市 11,000
平嶺 舞 吉川市 11,000
伊之澤 章嘉 久喜市 11,000
菅原 えり 久喜市 11,000
川田 孝紀 久喜市 11,000
沢田 孝 狭山市 11,000
板垣 夏実 熊谷市 11,000
土田 記代⼦ 熊谷市 22,000
小林 英⼦ 熊谷市 11,000
中川 拓也 熊谷市 33,000
篠原 惟 熊谷市 11,000
山崎 真穂 熊谷市 11,000
川村 匡勝 熊谷市 11,000
秋野 靖彦 ⼾田市 11,000
松岡 均 ⼾田市 11,000
府川 葵 ⼾田市 11,000
伊藤 隆生 ⼾田市 11,000
山本 智博 ⼾田市 11,000
秋野 靖彦 ⼾田市 11,000
⻑谷川 広樹 幸手市 33,000
早乙女 有彩 鴻巣市 11,000
中内 光輝 坂⼾市 11,000
茂出木 るみ⼦ 三郷市 11,000
鈴木 元 三郷市 11,000
岡 健人 三郷市 11,000
⼋木 厚憲 三郷市 11,000
太田 宗孝 三郷市 11,000
⻄田 悠⼦ 志木市 11,000
古澤 佑恭 春日部市 11,000
古澤 佑恭 春日部市 11,000
小池 靖史 春日部市 11,000
小池 孝広 所沢市 11,000
白石 香織 所沢市 11,000
粕谷 剛宏 所沢市 11,000
松浦 峻大 所沢市 11,000
岩崎 高久 所沢市 11,000
奥住 幸正 所沢市 11,000
⻯野 雅史 所沢市 11,000
伊藤 和臣 所沢市 22,000
礒野 杏梨 所沢市 11,000
菅原 奈緒⼦ 所沢市 11,000
⻯野 雅史 所沢市 11,000
上林 佑樹 所沢市 11,000
高橋 幸造 上尾市 11,000
松尾 祐⼦ 上尾市 11,000
布施 英理⼦ 上尾市 11,000
中野 眞成 新座市 11,000
日吉 みお⼦ 新座市 23,000
松岡 正和 新座市 11,000
茂木 雅和 新座市 11,000
中村 玲 川越市 66,000
原田 哲二 川越市 11,000
村上 小百合 川越市 11,000
太田 智視 川越市 11,000
三宅 巧



三宅 巧
赤間 洋己 川口市 11,000
⻫藤 勝則 川口市 11,000
金高 幸代 川口市 33,000
小松崎 陽一 川口市 78,000
大野 愛弓 川口市 11,000
金⼦ 怜史 川口市 11,000
⻘柳 真佐樹 川口市 11,000
松井 幸平 川口市 11,000
鳥村 真之 川口市 11,000
岡野 太知 川口市 11,000
川久保 惇 川口市 11,000
川久保 惇 川口市 11,000
塚越 裕也 川口市 11,000
高木 啓佑 川口市 11,000
赤間 洋己 川口市 11,000
⻄尾 祐大 川口市 11,000
細矢 学 川口市 11,000
風間 大介 川口市 11,000
小幡 貴弘 川口市 11,000
平井 孝明 川口市 22,000
⻑沢 宙 草加市 11,000
澤田 芳美 草加市 11,000
岡野 勝 草加市 18,000
加藤 真唯 草加市 11,000
坂元 慶太 草加市 22,000
山崎 正人 草加市 11,000
⻑沢 宙 草加市 11,000
横井 愛薫 草加市 11,000
佐藤 卓也 大里郡寄居町 22,000
佐藤 功美⼦ 朝霞市 33,000
郷田 亜弥 朝霞市 11,000
高橋 直美 朝霞市 11,000
田淵 慶⼦ 朝霞市 11,000
郷田 亜弥 朝霞市 11,000
三浦 雅大 鶴ヶ島市 66,000
⻑澤 依奈 入間郡三芳町 11,000
野口 良人 入間市 44,000
野口 良人 入間市 11,000
野口 良人 入間市 11,000
木下 渚瑳 白岡市 11,000
⽔落 眞 白岡市 12,000
工藤 奈穂 ⼋潮市 11,000
中山 晴美 ⼋潮市 11,000
工藤 奈穂 ⼋潮市 11,000
小木曽 稔 ⼋潮市 11,000
細井 采耶 北足立郡伊奈町 11,000
柴沼 卓実 北本市 11,000
根岸 里紗 和光市 11,000
林 晴道 旭市 11,000
小野田 洋介 印⻄市 66,000
井野 綾 印⻄市 11,000
神田 誠司 印⻄市 11,000
神田 誠司 印⻄市 11,000
ＷＡＮＧ ＹＵＡＮＣＨＥＮＧ 浦安市 11,000
小林 豊樹 浦安市 11,000
榊原 悠夏 浦安市 11,000
小関 博幸 浦安市 11,000
石井 椋 浦安市 11,000
永野 晋 浦安市 11,000
吉崎 寛 浦安市 11,000
渥美 雅之 浦安市 11,000
吉田 二郎 我孫⼦市 11,000
梅澤 真悟 我孫⼦市 11,000
大関 歓 我孫⼦市 11,000
佐藤 麻⼦ 鎌ケ谷市 11,000
入之内 瑛士 鎌ケ谷市 66,000
佐藤 麻⼦ 鎌ケ谷市 11,000
鈴木 修一 君津市 33,000
鈴木 修一 君津市 33,000
押田 康太 香取郡多古町 11,000
石田 沙織 香取市 11,000
石田 和志 香取市 11,000
小林 智⼦ 香取市 11,000
小林 博文 香取市 11,000
石田 沙織 香取市 11,000
原田 真璃那 佐倉市 13,000
⻘木 博 佐倉市 11,000
⻘木 博 佐倉市 11,000
山下 関文 佐倉市 11,000

佐倉市
寺澤 靖裕 山武郡横芝光町 11,000
寺澤 靖裕 山武郡横芝光町 11,000
山根 裕⼦ 四街道市 11,000
⻑谷川 笑⼦ 市原市 11,000
遠藤 英司 市原市 11,000
佐藤 ゆかり 市原市 11,000
榎本 紗希⼦ 市原市 11,000
小花 一樹 市原市 11,000
永井 智也 市原市 22,000
里見 吉佑 市原市 66,000
沼田 諒 市川市 11,000



林 怜⼦ 市川市 11,000
楠本 巧 市川市 11,000
佐藤 麻⼦ 市川市 11,000
横井 悟 市川市 100,000
沼田 諒 市川市 11,000
立石 宏伸 市川市 11,000
元山 絵梨 市川市 11,000
伊藤 美幸 市川市 11,000
田中 雄基 市川市 11,000
植村 鷹輝 市川市 11,000
桑田 耕成 市川市 11,000
佐川 裕⼦ 市川市 11,000
中⻄ 恒介 市川市 11,000
平田 篤史 市川市 11,000
佐藤 麻⼦ 市川市 11,000
小泉 創 市川市 11,000
丹野 裕司 市川市 11,000
加藤 こず枝 習志野市 11,000
加藤 こず枝 習志野市 11,000
浅川 博文 習志野市 11,000
三浦 剛 習志野市 11,000
加藤 こず枝 習志野市 11,000
加藤 こず枝 習志野市 11,000
加藤 こず枝 習志野市 11,000
加藤 こず枝 習志野市 11,000
加藤 こず枝 習志野市 11,000
眞柄 享平 習志野市 11,000
浅川 博文 習志野市 11,000
若林 和希 習志野市 11,000
浅川 博文 習志野市 11,000
浅川 博文 習志野市 11,000
⻑谷川 貴也 松⼾市 11,000
稲場 清太 松⼾市 11,000
金⼦ 哲 松⼾市 11,000
濱島 樹 松⼾市 11,000
市來 和樹 松⼾市 38,000
金⼦ 哲 松⼾市 11,000
安蒜 浩 松⼾市 11,000
中村 眞美 松⼾市 11,000
中村 正之 松⼾市 11,000

11,000
30,000

鈴木 一弘 成田市 11,000
高岡 早苗 成田市 22,000
鈴木 一弘 成田市 11,000
鈴木 一弘 成田市 11,000
谷 守 成田市 33,000
五木田 洸 千葉市 11,000
仙波 義秀 千葉市稲毛区 66,000
岩井 祐磨 千葉市稲毛区 11,000
名倉 有亮 千葉市稲毛区 11,000
仙波 義秀 千葉市稲毛区 66,000
三浦 剛 千葉市稲毛区 11,000
和田 匠平 千葉市花見川区 11,000
伊藤 靖之 千葉市花見川区 73,000
平沼 貴大 千葉市花見川区 11,000
福田 欣也 千葉市花見川区 11,000
増田 優香 千葉市中央区 11,000
吉澤 郁美 千葉市中央区 11,000
小関 貴徳 千葉市中央区 11,000
平野 勇作 千葉市中央区 11,000
小岩 誠 千葉市美浜区 11,000
田中 佐知⼦ 船橋市 13,000
吉田 偲 船橋市 11,000
鎌田 沙織 船橋市 12,000
中田 修 船橋市 11,000
島田 一哉 船橋市 11,000
清川 文香 船橋市 11,000
濱田 真 船橋市 13,000
木村 友紀 船橋市 11,000
須貝 拓未 船橋市 33,000
須貝 拓未 船橋市 33,000
坂本 浩寿 船橋市 11,000
高澤 雄一 船橋市 11,000
宍⼾ 亮仁 船橋市 11,000
松村 英明 船橋市 11,000
⻄⽅ 治樹 船橋市 11,000
島田 一哉 船橋市 11,000
⻄⽅ 治樹 船橋市 11,000
松本 健一 船橋市 11,000
松村 英明 船橋市 11,000
井上 恵美 匝瑳市 11,000
柿原 由依 袖ケ浦市 11,000
中野 強 袖ケ浦市 12,000
間渕 義博 銚⼦市 66,000
高柳 光人 東金市 11,000
赤木 孝匡 東金市 11,000
赤木 孝匡 東金市 11,000
中島 舞 東金市 11,000
庄司 ⻯也 南房総市 11,000
柿崎 大 柏市 11,000
小野 純也 柏市 11,000



⻑谷 扶美 柏市 22,000
山内 秀樹 柏市 11,000
佐藤 真 柏市 73,000
木下 俊介 柏市 11,000
町田 憲昭 柏市 11,000
福山 祐紀 柏市 11,000
佐々木 優 柏市 66,000
大友 ⻯亮 柏市 11,000
吉田 正也 柏市 11,000
臼山 直樹 柏市 13,000
臼山 直樹 柏市 11,000
石塚 敏夫 白井市 11,000
野澤 尚弘 白井市 11,000
上田 哲也 ⼋千代市 11,000
⿊川 敏道 富津市 11,000
⿊川 敏道 富津市 11,000
⿊川 敏道 富津市 11,000
⿊川 敏道 富津市 11,000
村田 武彦 茂原市 11,000
杉谷 佳則 木更津市 30,000
田口 博美 野田市 11,000
中島 司 野田市 11,000
田口 博美 野田市 11,000
田口 博美 野田市 11,000
坂本 圭司 流山市 11,000
杉井 束紗 流山市 11,000
山口 聡 流山市 11,000
伊藤 明日香 流山市 11,000
浜 健太 流山市 11,000
岡崎 圭輔 流山市 11,000
山口 聡 流山市 11,000
山口 聡 流山市 11,000
川崎 滉之 流山市 11,000
村田 直矢 流山市 22,000
竹内 一成 流山市 11,000
前田 健太郎 流山市 11,000
⻄嶋 達男 流山市 11,000
⻄嶋 達男 流山市 11,000
伊藤 歓 あきる野市 11,000
大窪 直也 稲城市 10,000
嶋津 美貴⼦ 稲城市 11,000
中嶋 孝明 羽村市 11,000
井上 裕次郎 葛飾区 11,000
下山 直美 葛飾区 11,000
大野 結衣 葛飾区 11,000
井上 裕次郎 葛飾区 11,000
樋口 修一 葛飾区 11,000
松山 昂史 葛飾区 11,000
宮下 正雄 葛飾区 11,000
樋口 修一 葛飾区 11,000
永井 光樹 葛飾区 11,000
下山 直美 葛飾区 11,000
足柄 翔太 葛飾区 11,000
石野 智香 葛飾区 37,000
中村 ひとみ 葛飾区 11,000
中村 美保 葛飾区 11,000
童 瑶 葛飾区 11,000
Tian Mingxuan 葛飾区 11,000
王 振宇 葛飾区 22,000
細谷 加代⼦ 葛飾区 13,000
里田 真規 葛飾区 11,000
細谷 加代⼦ 葛飾区 26,000
井上 裕次郎 葛飾区 11,000
⻑瀧 正 葛飾区 11,000
佐藤 鉄哉 葛飾区 11,000
井上 裕次郎 葛飾区 11,000
藤田 真大 葛飾区 11,000
保木 佑太 江⼾川区 11,000
山下 嘉秀 江⼾川区 11,000
成島 彰伸 江⼾川区 11,000
山下 嘉秀 江⼾川区 11,000
山口 絵里⼦ 江⼾川区 11,000
天倉 隆広 江⼾川区 11,000
李 ソンヨン 江⼾川区 11,000
李 ソンヨン 江⼾川区 11,000
土居 周平 江⼾川区 11,000
愼 麻由美 江⼾川区 11,000
山下 嘉秀 江⼾川区 11,000
工藤 義孝 江⼾川区 100,000
深川 百合⼦ 江⼾川区 11,000
鳥越 薫平 江⼾川区 11,000
中野 圭⼦ 江⼾川区 11,000
渡辺 直樹 江⼾川区 11,000
山下 ⻯馬 江⼾川区 13,000
中武 秀太 江⼾川区 33,000
安田 賀恵⼦ 江⼾川区 11,000
稲垣 圭佑 江⼾川区 12,000
浅野 信一 江⼾川区 10,000
川久保 幸⼦ 江⼾川区 11,000
松野 央弥 江⼾川区 11,000
福江 一起 江⼾川区 11,000
原口 隆昭 江⼾川区 11,000



⽔村 和弘 江東区 11,000
福井 要治 江東区 11,000
本田 哲大 江東区 11,000
岡 秀樹 江東区 11,000
桂山 明久 江東区 11,000
劉 家勁 江東区 11,000
堀 智幸 江東区 11,000
安井 裕貴 江東区 11,000
伊藤 真司 江東区 11,000
白崎 杏那 江東区 11,000
福井 要治 江東区 11,000
齋藤 萌 江東区 11,000
齋藤 萌 江東区 11,000
金井 産 江東区 11,000
植木 奈美 江東区 11,000
岡 秀樹 江東区 11,000
金澤 一郎 江東区 11,000
野田 翔一郎 江東区 11,000
安部 葉月 江東区 11,000
井森 教介 江東区 22,000
速⽔ 幸雄 江東区 11,000
HUNG WEI CHIN 江東区 11,000
関沢 真吾 江東区 11,000
大谷 隆 江東区 11,000
堀川 悟理 江東区 11,000
小池 唯博 江東区 11,000
加藤 康⼦ 江東区 11,000
福井 要治 江東区 11,000
大谷 隆 江東区 11,000
高橋 静 江東区 11,000
鳥居 彩香 江東区 11,000
中根 彩夏 江東区 11,000
鳥塚 力 江東区 11,000
赤澤 聡 江東区 11,000
⽔村 和弘 江東区 11,000
赤木 良太 江東区 11,000
三好 諒 港区 11,000
田中 元浩 港区 11,000
曾 臻 港区 11,000
Liu Xiaowei 港区 11,000
高橋 功里⼦ 港区 11,000
大塚 めぐみ 港区 11,000
金田 隼人 港区 100,000
入谷 淳 港区 11,000
Goldman Samuel Esau 港区 11,000
横尾 教介 港区 11,000
金⼦ 友之 港区 11,000
曾 臻 港区 11,000
湯浅 ⻯ 港区 66,000
上田 智⼦ 港区 11,000
入谷 淳 港区 11,000
Liu Xiaowei 港区 11,000
下嶋 勝治 港区 11,000
浅野 智⼦ 港区 11,000
佐藤 光浩 港区 40,000
井関 章⼦ 港区 11,000
曾 臻 港区 11,000
皆川 理哉 港区 22,000
皆川 理哉 港区 11,000
小林 雅和 港区 11,000
高鳥 光晴 港区 11,000
大塚 めぐみ 港区 11,000
中条 忠義 港区 33,000
曾 臻 港区 11,000
中井 雅明 港区 11,000
浅野 智⼦ 港区 11,000
⻫藤 里佳 港区 11,000
曾 臻 港区 11,000
姚 自超 港区 22,000
大沼 美幸 港区 11,000
太田 清和 荒川区 11,000
村田 知久 荒川区 11,000
川嶌 康央 荒川区 11,000
矢口 悦⼦ 荒川区 13,000
加藤 貴裕 荒川区 11,000
高橋 克己 荒川区 33,000
太田 清和 荒川区 11,000
太田 清和 荒川区 11,000
小林 優⼦ 荒川区 11,000
金⼦ 千華 荒川区 11,000
糸賀 誠 荒川区 22,000
⻘木 知史 荒川区 11,000
田村 克吉 荒川区 11,000
LUO CHANGYI 国分寺市 11,000
佐藤 好亮 国分寺市 11,000
安藤 亮 国分寺市 11,000
富永 健斗 国分寺市 33,000
佐藤 好亮 国分寺市 11,000
千代田 智光 国分寺市 22,000
千代田 智光 国分寺市 11,000
千代田 智光 国分寺市 11,000
高橋 宗良 三鷹市 11,000



松本 和馬 三鷹市 11,000
熊谷 厚生 三鷹市 10,000
菅谷 隆文 三鷹市 11,000
永井 隆光 三鷹市 33,000
片山 大介 渋谷区 11,000
伊藤 潤 渋谷区 33,000
明楽 重夫 渋谷区 11,000
丹 勇人 渋谷区 11,000
片山 大介 渋谷区 11,000
中村 悟 渋谷区 11,000
中村 悟 渋谷区 11,000
田崎 ひろみ 渋谷区 11,000
中野 和志 渋谷区 11,000
中村 悟 渋谷区 11,000
中村 悟 渋谷区 11,000
藤田 華生 渋谷区 11,000
加藤 貴一 渋谷区 66,000
片山 大介 渋谷区 11,000
赤石 晃一 渋谷区 66,000
原田 勝弘 渋谷区 11,000
角前 悠介 渋谷区 132,000
片山 大介 渋谷区 11,000
中村 大輔 渋谷区 11,000
丹 勇人 渋谷区 11,000
片山 大介 渋谷区 11,000
横川 千尋 渋谷区 11,000
菊池 美香 小笠原村 11,000
高木 聡 小金井市 11,000
岡村 ゆかり 小金井市 11,000
雨宮 真菜美 小金井市 11,000
佐藤 貴志 小金井市 11,000
小林 裕之 小金井市 38,000
山口 洋 小平市 10,000
林 佳奈 小平市 11,000
岩渕 将之 小平市 88,000
土屋 英一 小平市 22,000
向野 実 小平市 11,000
嶋田 光晴 小平市 38,000
山下 雄一 小平市 11,000
高須 美知瑠 小平市 11,000
向野 実 小平市 11,000
橋場 香織 新宿区 11,000
山内 綾 新宿区 11,000
内藤 和樹 新宿区 11,000
高橋 慶至 新宿区 30,000
近藤 雄二 新宿区 11,000
田宮 渚 新宿区 11,000
奈良 博之 新宿区 11,000
森 守 新宿区 11,000
片岡 利恵 新宿区 11,000
近藤 雄二 新宿区 11,000
中村 茜 新宿区 11,000
木村 めい 新宿区 11,000
梅實 良介 新宿区 66,000
福山 由理佳 新宿区 11,000
片倉 里佳 新宿区 11,000
木⼾口 美季 新宿区 11,000
鈴木 身和 新宿区 11,000
LIU CHUANFENG 新宿区 11,000
木塚 浩敏 新宿区 11,000
五十嵐 大樹 新宿区 11,000
五十嵐 大樹 新宿区 11,000
田林 茜 新宿区 11,000
川口 佑 新宿区 11,000
近藤 雄二 新宿区 11,000
植村 岳寛 新宿区 11,000
木⼾口 美季 新宿区 11,000
木塚 浩敏 新宿区 11,000
徐 晨皓 新宿区 11,000
下村 優太 新宿区 11,000
今井 新 杉並区 22,000
山田 直弘 杉並区 11,000
横田 智 杉並区 11,000
福田 元 杉並区 11,000
小松 茉利奈 杉並区 11,000
福田 元 杉並区 11,000
山口 照男 杉並区 11,000
⻄浜 洋介 杉並区 33,000
沖本 雅和 杉並区 11,000
萩原 誠人 杉並区 11,000
下山田 和⼦ 杉並区 11,000
鹽見 実李 杉並区 11,000
下山田 和⼦ 杉並区 22,000
七野 里奈 杉並区 11,000
堀内 一樹 杉並区 11,000
山田 直弘 杉並区 11,000
前田 利雄 杉並区 11,000
設樂 亮介 杉並区 11,000
GUAN LIDA 杉並区 11,000
福田 元 杉並区 11,000
下山田 和⼦ 杉並区 11,000
東海林 尚宏 杉並区 22,000



杉山 広⺒ 杉並区 33,000
福田 元 杉並区 11,000
清⽔ 有紗 杉並区 11,000
堀内 一樹 杉並区 11,000
前島 大輔 杉並区 11,000
原 裕貴 杉並区 11,000
真山 優育 杉並区 11,000
山口 照男 杉並区 11,000
井上 純志 杉並区 11,000

杉並区 10,000
加藤 勇人 世田谷区 11,000
赤星 有恒 世田谷区 11,000
磯 圭一 世田谷区 11,000
三浦 智都⼦ 世田谷区 11,000
谷口 景士 世田谷区 11,000
粕谷 大悟 世田谷区 11,000
⻄山 弘人 世田谷区 11,000
大浦 瑞姫 世田谷区 33,000
岩崎 拓実 世田谷区 66,000
柴田 祥伍 世田谷区 11,000
⼾田 由造 世田谷区 11,000
久保 茂昭 世田谷区 33,000
山田 彩⼦ 世田谷区 11,000
中杉 暁 世田谷区 12,000
杉浦 司 世田谷区 11,000
安東 和哉 世田谷区 11,000
増田 育馬 世田谷区 22,000
中村 優希 世田谷区 11,000
瀬尾 良平 世田谷区 11,000
三浦 智都⼦ 世田谷区 11,000
五百久 学 世田谷区 11,000
谷 一樹 世田谷区 11,000
工藤 真一 世田谷区 11,000
⽔野 亜美 世田谷区 11,000
日浦 宗一郎 世田谷区 11,000
須藤 岳彦 世田谷区 10,000
谷 英克 世田谷区 11,000
板倉 絵美 世田谷区 11,000
両川 美穂 世田谷区 22,000
花田 里香 世田谷区 22,000
谷口 景士 世田谷区 11,000
三浦 智都⼦ 世田谷区 11,000
中村 新一 世田谷区 11,000
柴垣 敏久 世田谷区 11,000
工藤 真一 世田谷区 11,000
殿村 英嗣 世田谷区 22,000
笠原 佑亮 世田谷区 11,000
大和 花織 世田谷区 11,000
保坂 充 世田谷区 33,000
北野 大作 世田谷区 66,000
宮崎 賢 ⻄多摩郡瑞穂町 22,000
森尻 真魚 ⻄東京市 11,000
森尻 真魚 ⻄東京市 11,000
橋本 幸介 ⻘梅市 11,000
橋本 幸介 ⻘梅市 11,000
大久保 奏汰 ⻘梅市 11,000
白石 有美 ⻘梅市 11,000
佐川 慎一 千代田区 11,000
加藤 碧 千代田区 11,000
高橋 慶彦 千代田区 11,000
末吉 大輔 千代田区 11,000
佐川 慎一 千代田区 11,000
樋口 英作 千代田区 11,000
橋本 賢 足立区 33,000
島崎 英一 足立区 11,000
磯部 信一郎 足立区 11,000
薄葉 紀光 足立区 11,000
安藤 優 足立区 11,000
石井 孝亮 足立区 11,000
服部 美輝 足立区 11,000
片倉 佑太 足立区 11,000
Sun BongJu 足立区 11,000
伊藤 雅昭 足立区 11,000
宋 泰淑 足立区 11,000
下島 賢太 足立区 11,000
新井 聖奈 足立区 11,000
橋本 賢 足立区 33,000
佐藤 未香 多摩市 11,000
上山 可愛 多摩市 11,000
櫻井 美里 多摩市 11,000
加藤 寛崇 台東区 11,000
山本 千愛 台東区 11,000
三浦 沙織 台東区 11,000
⻲山 なつみ 台東区 33,000
大窪 汐里 台東区 11,000
河野 進 台東区 11,000
前沢 皓生 台東区 11,000
曹 燕櫻 台東区 12,000
谷尾 和是 台東区 11,000
小野 清孝 台東区 11,000
原 康明 台東区 11,000
杉浦 あずさ 大田区 12,000



竹内 盛次郎 大田区 11,000
小山 恵理⼦ 大田区 11,000
宮澤 暁弘 大田区 11,000
古川 達也 大田区 11,000
谷島 英典 大田区 11,000
川上 聡太 大田区 11,000
大園 健介 大田区 11,000
田村 真⼦ 大田区 11,000
加藤 翔太 大田区 11,000
武田 侑季 大田区 11,000
⼾梶 ゆり⼦ 大田区 11,000
山口 詩織 大田区 11,000
大庭 俊輔 大田区 11,000
野村 冴香 大田区 11,000
富田 翔太 大田区 11,000
竹本 和正 大田区 22,000
桐山 直樹 大田区 11,000
大園 健介 大田区 11,000
武田 侑季 大田区 11,000
伊賀 茜 大田区 11,000
⻩ 佩淳 大田区 11,000
小林 聡 大田区 11,000
安川 泰樹 大田区 11,000
寺島 大輔 大田区 11,000
津曲 敬 大田区 11,000
大園 健介 大田区 11,000
上原 美紗⼦ 大田区 11,000
安達 峻彦 大田区 33,000
田島 陽⼦ 大田区 11,000
小林 聡 大田区 11,000
竹内 盛次郎 大田区 11,000
武田 侑季 大田区 11,000
上岡 淑郎 大田区 11,000
宮澤 暁弘 大田区 11,000
加島 徹 中央区 11,000
三浦 友紀 中央区 11,000
小森谷 健太 中央区 11,000
岩渕 浩也 中央区 11,000
平野 翔也 中央区 11,000
武田 真介 中央区 50,000
加島 徹 中央区 11,000
岡田 宣輝 中央区 11,000
吉原 卓也 中央区 11,000
門司 明⼦ 中央区 33,000
谷口 大輔 中央区 11,000
石川 真琴 中央区 11,000
大塚 さと⼦ 中央区 11,000
春日 美緒 中央区 11,000
小森谷 健太 中央区 11,000
⿊田 浩二 中央区 11,000
木村 明男 中央区 11,000
森 健太郎 中央区 11,000
帰依 啓太 中央区 11,000
阪本 文奈 中央区 11,000
小林 穣 中央区 66,000
森田 泰行 中央区 11,000
村木 康臣 中野区 11,000
牧野 良行 中野区 11,000
中村 美穂 中野区 11,000
鈴木 和⼦ 中野区 11,000
大塚 雅彦 中野区 11,000
池原 航 中野区 11,000
甲斐 莉紗 中野区 11,000
甚佐 紗耶 中野区 11,000
⽔谷 匡宏 中野区 22,000
村木 康臣 中野区 11,000
村木 康臣 中野区 11,000
森本 敬司 中野区 11,000
砂山 稔喜 中野区 11,000
島野 栄一 中野区 33,000
寳迫 慶之 中野区 33,000
森田 唯香 中野区 11,000
鈴木 和⼦ 中野区 11,000
善野 浩一 中野区 11,000
秋元 絹葉 中野区 11,000
吉田 健人 中野区 11,000
蛭田 駿 中野区 11,000
牛久 裕紀 中野区 11,000
宮島 稔 中野区 11,000
村木 康臣 中野区 11,000
吉田 奏 中野区 11,000
光田 紗也 町田市 11,000
上野 祥平 町田市 12,000
清⽔ 康宏 町田市 10,000
池上 三朗 町田市 50,000
佐々木 凌太 町田市 11,000
貝塚 春香 町田市 11,000
LOKNIYOM CHATCHAI 町田市 11,000
香山 王城 町田市 11,000
豊田 直嗣 調布市 13,000
谷口 紗英 調布市 11,000
森口 寛生 調布市 33,000



神園 純一 調布市 40,000
御手洗 隆志 調布市 11,000
神園 純一 調布市 40,000
高原 舞 調布市 11,000
内田 裕也 東久留米市 11,000
松村 愛 東久留米市 11,000
古賀 未来 日野市 11,000
竹田 和花 ⼋王⼦市 11,000
小山田 和生 ⼋王⼦市 11,000
井上 剛志 ⼋王⼦市 66,000
井岡 健 ⼋王⼦市 11,000
蒲生 丈 ⼋王⼦市 11,000
浜野 綾⼦ ⼋王⼦市 11,000
河村 具実 ⼋王⼦市 11,000
五十嵐 貞治 ⼋王⼦市 11,000
後藤 頼太 ⼋王⼦市 11,000
芝 陽大 ⼋王⼦市 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
高島 碧 板橋区 11,000
掛田 勉 板橋区 11,000
澤田 憲一郎 板橋区 11,000
⻩瀬 隆律 板橋区 11,000
米内口 義巨 板橋区 11,000
小松 朗宏 板橋区 11,000
吉澤 潤 板橋区 22,000
藤澤 萌人 板橋区 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
吉田 愛花 板橋区 11,000
松浦 正浩 板橋区 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
中村 翔 板橋区 11,000
谷津 沙夏 板橋区 11,000
高島 碧 板橋区 11,000
平野 麻実 板橋区 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
高島 碧 板橋区 11,000
堀尾 仁 板橋区 12,000
高橋 重行 板橋区 11,000
高島 碧 板橋区 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
前原 有辰 板橋区 11,000
藤澤 萌人 板橋区 11,000
吉光 孝行 板橋区 11,000
上田 暉明 品川区 11,000
矢島 茂人 品川区 11,000
高尾 篤史 品川区 11,000
佐藤 仁 品川区 66,000
市川 曜美 品川区 33,000
向奥 玖莉亜 品川区 11,000
さぶり みか 品川区 11,000
中谷 巧 品川区 11,000
今井 一臣 品川区 11,000
下垣 健介 品川区 33,000
角田 夏樹 品川区 11,000
渡部 知博 品川区 11,000
⼾高 莉奈 品川区 11,000
井澤 怜美 品川区 11,000
野辺田 一紀 品川区 11,000
澤村 真一 品川区 11,000
中野 めぐみ 品川区 11,000
桐谷 昌樹 品川区 66,000
星野 史勝 品川区 11,000
王 ⼦豪 品川区 11,000
⻄村 晃 品川区 11,000
相田 元気 品川区 11,000
菊地 輝隆 品川区 11,000
高尾 篤史 品川区 11,000
星野 史勝 品川区 22,000
新城 光乃 品川区 11,000
桑田 良生⼦ 府中市 11,000
岡本 剛 府中市 11,000
徳丸 美絵 府中市 11,000
森 ⻯一 府中市 11,000
足立 敦 府中市 13,000
寺中 未来 府中市 11,000
桑田 良生⼦ 府中市 11,000
内山 貴久 府中市 11,000
内山 貴久 府中市 33,000
徳丸 美絵 府中市 11,000
渡辺 設也 武蔵村山市 11,000
小岩井 和樹 武蔵野市 11,000
宮原 茂枝 武蔵野市 11,000
小橋 敏男 武蔵野市 11,000
丸山 英士 武蔵野市 11,000
波多江 亮 武蔵野市 11,000
森岡 裕介 文京区 11,000
小林 直樹 文京区 11,000
飯田 雅 文京区 66,000
宇佐見 尚 文京区 11,000
阿部 舜 文京区 11,000



望月 憲一 文京区 66,000
松嶋 達也 文京区 11,000
今岡 諒介 文京区 11,000
高橋 わかな 文京区 11,000
有田 佳祐 文京区 11,000
上田 圭祐 文京区 11,000
宇佐見 尚 文京区 11,000
堤 ⻯也 文京区 11,000
池田 淳 文京区 66,000
筆谷 芳行 文京区 11,000
森 浩 文京区 11,000
神屋 宗太郎 文京区 11,000
舟木 類佳 文京区 11,000
白垣 京⼦ 文京区 11,000
⽔野 寛⼦ 文京区 11,000
角谷 昌彦 文京区 11,000
園田 拓也 文京区 11,000
工藤 卓哉 文京区 11,000
稲葉 光 豊島区 11,000
佐々木 まみ 豊島区 11,000
山口 彩乃 豊島区 11,000
岡部 真悟 豊島区 11,000
久保田 魁 豊島区 11,000
照山 怜菜 豊島区 11,000
末廣 敦史 豊島区 11,000
野崎 俊樹 豊島区 11,000
森泉 瑛加 豊島区 11,000
鉾木 雄哉 豊島区 11,000
峯岸 美穂 豊島区 11,000
刑部 禎徳 豊島区 11,000
石田 真琴 豊島区 11,000
坪井 麻衣 豊島区 12,000
望月 浩代 豊島区 12,000
FAN XINLING 豊島区 11,000

20,000
藤保 朋弘 北区 11,000
石関 浩二 北区 11,000
IEMPOOLSUB Monthaya 北区 11,000
遠藤 朋美 北区 11,000
門 輝 北区 11,000
Qiu Si 北区 11,000
植坂 史郎 北区 11,000
北爪 一成 北区 11,000
kamachi shiori 北区 11,000
井野 祐希 北区 11,000
菊池 美玖 北区 11,000
橋本 裕生 北区 11,000
石関 浩二 北区 11,000
藤保 朋弘 北区 11,000
正田 佳樹 北区 11,000
石関 浩二 北区 11,000
竹内 知史 北区 11,000
齋藤 友貴 北区 11,000
門 輝 北区 11,000
相馬 祐希 墨田区 11,000
辻本 雄一郎 墨田区 11,000
ＺＨＡＮＧ ＳＨＩＹＵＮ 墨田区 11,000
松浦 克磨 墨田区 11,000
佐々木 要 墨田区 66,000
中村 友香 墨田区 11,000
新井 恒陽 墨田区 11,000
坂野 亘 墨田区 11,000
松岡 勇介 墨田区 11,000
山越 大輝 目⿊区 11,000
川井 裕 目⿊区 11,000
金⼦ 勝紀 目⿊区 33,000
近藤 優⼦ 目⿊区 11,000
玉井 大樹 目⿊区 11,000
石井 利政 目⿊区 11,000
池松 邦倫 目⿊区 11,000
平山 大暉 目⿊区 11,000
高橋 陽⼦ 目⿊区 11,000
ＳＨＩＭ ＷＯＯＳＥＯＫ 目⿊区 33,000
吉田 沙那 目⿊区 11,000
押元 晶⼦ 目⿊区 11,000
木崎 涼介 目⿊区 11,000
谷 光洋 目⿊区 11,000
松田 恵 目⿊区 11,000
平田 拓也 目⿊区 11,000
岡村 渚 立川市 11,000

立川市 33,000
古屋 久恵 練馬区 33,000
鳴澤 一宏 練馬区 11,000
森本 慎 練馬区 11,000
⻘木 祐介 練馬区 11,000
竹中 亜衣⼦ 練馬区 11,000
内田 直樹 練馬区 11,000
芳野 恵理⼦ 練馬区 11,000
下平 誠一郎 練馬区 11,000
野間 勝典 練馬区 11,000
吉川 英樹 練馬区 66,000
内藤 美代⼦ 練馬区 11,000



古本 藍⼦ 練馬区 11,000
村本 博⼦ 練馬区 11,000
新田 剛三 練馬区 11,000
宮澤 洸圏 練馬区 11,000
石田 勇三 練馬区 11,000
内田 直樹 練馬区 11,000
馮 志強 練馬区 11,000
松山 映次 練馬区 11,000
⻘木 祐介 練馬区 11,000
佐藤 克彦 練馬区 11,000
早武 賢介 練馬区 11,000
佐藤 克彦 練馬区 11,000
駒⽔ 優之介 練馬区 11,000
中村 汐織 練馬区 11,000
下澤 武留 練馬区 11,000
佐藤 克彦 練馬区 11,000
土田 亜希⼦ 練馬区 11,000
松本 順⼦ 練馬区 11,000
和田 大輝 練馬区 11,000
野本 達也 練馬区 11,000
野本 達也 練馬区 11,000
Kataguire Vitor 横浜市 66,000
橋本 吉宣 綾瀬市 11,000
横井 希美 伊勢原市 11,000
遠藤 隆太 伊勢原市 11,000
横井 希美 伊勢原市 11,000
太田 純平 伊勢原市 11,000
中村 拳斗 伊勢原市 11,000
畑村 崇 横須賀市 11,000
大倉 英雄 横須賀市 11,000
Adhikari Subash 横須賀市 11,000
細谷 玲奈 横浜市 11,000
松永 ひろみ 横浜市旭区 11,000
奥井 琢己 横浜市旭区 11,000
菊地 洋介 横浜市旭区 11,000
中谷 朗⼦ 横浜市磯⼦区 11,000
斎藤 裕太 横浜市磯⼦区 11,000
甘利 彩佳 横浜市磯⼦区 11,000
伊藤 公人 横浜市栄区 50,000
星野 潤⼦ 横浜市栄区 11,000
北嶋 久乃 横浜市栄区 11,000
⻄村 直樹 横浜市栄区 11,000
福田 匡人 横浜市金沢区 11,000
野地 健一 横浜市金沢区 11,000
佐々木 七海 横浜市金沢区 11,000
鈴木 祥悟 横浜市⼾塚区 11,000
木本 舞⼦ 横浜市⼾塚区 11,000
鈴木 祥悟 横浜市⼾塚区 11,000
野々村 かおり 横浜市港南区 11,000
⽔谷 勇次 横浜市港南区 11,000
村井 朋生 横浜市港南区 11,000
中村 勝彦 横浜市港南区 11,000
平塚 丈晴 横浜市港南区 11,000
松本 正志 横浜市港北区 11,000
伊藤 一守 横浜市港北区 11,000
高畑 奈美 横浜市港北区 11,000
高 雪 横浜市港北区 11,000
吉田 冴 横浜市港北区 11,000
玄葉 健一郎 横浜市港北区 11,000
福田 貴史 横浜市港北区 11,000
高畑 奈美 横浜市港北区 11,000
野中 英紀 横浜市港北区 66,000
植木 昭宏 横浜市港北区 11,000
峯本 耕平 横浜市港北区 11,000
清藤 翔太 横浜市港北区 11,000
伊藤 一守 横浜市港北区 11,000
高畑 奈美 横浜市港北区 11,000
佐久間 ひとみ 横浜市港北区 11,000
⻑冨 朱里 横浜市港北区 11,000
岡田 拓 横浜市港北区 12,000
高本 仁 横浜市港北区 11,000
大浦 元輝 横浜市港北区 11,000
⻘山 由佳 横浜市神奈川区 11,000
林 良宏 横浜市神奈川区 10,000
北沢 直紀 横浜市神奈川区 11,000
藤井 健介 横浜市神奈川区 11,000
杉田 麻紀 横浜市神奈川区 11,000
山田 耕平 横浜市神奈川区 33,000
宇野 英⼦ 横浜市神奈川区 11,000
⽔上 紗緒里 横浜市神奈川区 11,000
藤井 健介 横浜市神奈川区 11,000
谷本 萌 横浜市神奈川区 11,000
牧田 晟洋 横浜市神奈川区 11,000
鈴木 真志 横浜市⻄区 11,000
山内 麻紀恵 横浜市⻄区 11,000
河村 祐平 横浜市⻄区 33,000
佐藤 嘉弘 横浜市⻄区 22,000
玉木 昇 横浜市⻄区 11,000
花嶋 啓乃 横浜市⻄区 11,000
玉木 昇 横浜市⻄区 10,000
玉木 昇 横浜市⻄区 10,000
渡辺 愼一 横浜市⻘葉区 13,000



鈴木 悠平 横浜市⻘葉区 11,000
三谷 美花⼦ 横浜市⻘葉区 11,000
渡辺 克行 横浜市⻘葉区 30,000
松崎 香奈 横浜市⻘葉区 11,000
⽔野 正幸 横浜市⻘葉区 11,000
⽔野 正幸 横浜市⻘葉区 11,000
福島 智 横浜市⻘葉区 11,000
⻄ 純一 横浜市⻘葉区 11,000
野々山 裕理 横浜市⻘葉区 11,000
高橋 鮎⼦ 横浜市⻘葉区 10,000
尾山 新 横浜市⻘葉区 11,000
鈴木 悠平 横浜市⻘葉区 11,000
荻野 真利那 横浜市泉区 11,000
川島 真祐紀 横浜市泉区 33,000
金⼦ 愛美 横浜市泉区 11,000
鈴木 千尋 横浜市中区 66,000
隅田 和秀 横浜市中区 11,000
鍋屋 勇太 横浜市中区 11,000
蛭田 達朗 横浜市中区 11,000
木村 里江 横浜市中区 11,000
隅田 和秀 横浜市中区 11,000
李 晨 横浜市中区 11,000
沼口 大輔 横浜市中区 33,000
沼口 大輔 横浜市中区 11,000
新保 達也 横浜市鶴見区 11,000
齋藤 祐樹 横浜市鶴見区 11,000
竹下 愛 横浜市鶴見区 11,000
岡野 潤 横浜市都筑区 11,000
小山 雅之 横浜市都筑区 11,000
高橋 誠司 横浜市都筑区 11,000
MATSUMOTODOETSCH CHRISTIANHEINZ 横浜市都筑区 11,000
本田 依生 横浜市都筑区 11,000
武吉 ひとみ 横浜市都筑区 11,000
小泉 光秋 横浜市都筑区 66,000
小山 雅之 横浜市都筑区 11,000
高橋 誠司 横浜市都筑区 11,000
岡田 真 横浜市都筑区 33,000
高橋 誠司 横浜市都筑区 11,000
小泉 光秋 横浜市都筑区 33,000
安⻫ 順一 横浜市都筑区 11,000
庭野 陽樹 横浜市南区 11,000
吉本 明 横浜市南区 13,000
鈴木 智之 横浜市南区 11,000
橋本 雄一郎 横浜市南区 11,000
庭野 陽樹 横浜市南区 11,000
橋本 雄一郎 横浜市南区 11,000
吉本 明 横浜市南区 13,000
永島 哲也 横浜市保土ケ谷区 11,000
小笠原 千夏 横浜市保土ケ谷区 11,000
今村 悠紀 横浜市保土ケ谷区 60,000
林 善典 横浜市保土ケ谷区 11,000
平野 裕一 横浜市保土ケ谷区 11,000
荒川 陽介 横浜市保土ケ谷区 11,000
永島 哲也 横浜市保土ケ谷区 11,000
永島 哲也 横浜市保土ケ谷区 11,000
松宮 正彦 横浜市保土ケ谷区 11,000
高橋 秀明 横浜市保土ケ谷区 66,000
前川 千晶 横浜市保土ケ谷区 11,000
⻑谷川 恭⼦ 横浜市緑区 11,000
坂東 幸輔 横浜市緑区 33,000
河原 弘和 横浜市緑区 66,000
河田 恭兵 横浜市緑区 11,000
牧野 由紀⼦ 横浜市緑区 11,000
YANG FUCHI 横浜市緑区 11,000
鈴木 政也 横浜市緑区 11,000
安蒜 稔 海老名市 25,000
中山 芳佳 海老名市 33,000
武田 奈々 鎌倉市 11,000
宮本 一典 鎌倉市 11,000
石橋 広秀 鎌倉市 11,000
宮本 一典 鎌倉市 11,000
高木 健吾 鎌倉市 11,000
伊藤 瑞季 鎌倉市 11,000
武田 奈々 鎌倉市 11,000
吉見 輝夫 鎌倉市 33,000
室城 徳一 鎌倉市 12,000
我妻 義正 鎌倉市 11,000
下田 誠 鎌倉市 22,000
上野 成三 鎌倉市 11,000
伊藤 玄燿 鎌倉市 11,000
岩清⽔ 暁⼦ 鎌倉市 11,000
久保 舞華 茅ヶ崎市 11,000
⼾川 翔太 茅ヶ崎市 11,000
川見 映昭 茅ヶ崎市 11,000
伊藤 烈 高座郡寒川町 11,000
千葉 さゆり 座間市 11,000
高田 咲季 座間市 11,000
坂本 裕二 座間市 11,000
坂本 裕二 座間市 11,000
坂本 裕二 座間市 11,000
流郷 綾乃 三浦市 11,000
中⻄ 郁也 小田原市 11,000



金森 洸人 小田原市 11,000
松本 隆之 小田原市 11,000
三野輪 ⻯也 秦野市 11,000
宮原 裕⼦ 秦野市 11,000
松橋 拓 逗⼦市 30,000
今城 美紀 逗⼦市 11,000
豊田 俊一 川崎市 33,000
片平 吉昭 川崎市宮前区 11,000
椎名 良治 川崎市宮前区 33,000
田浪 慧 川崎市宮前区 33,000
椎名 良治 川崎市宮前区 33,000
加藤 尚⼦ 川崎市宮前区 11,000
片平 吉昭 川崎市宮前区 11,000
岡本 なつみ 川崎市宮前区 11,000
剣持 雄太 川崎市宮前区 11,000
斎藤 梨恵 川崎市宮前区 11,000
片平 吉昭 川崎市宮前区 11,000
丸澤 彩⼦ 川崎市宮前区 33,000
田中 麻由 川崎市宮前区 11,000
山口 香織 川崎市宮前区 11,000
片平 吉昭 川崎市宮前区 11,000
片平 吉昭 川崎市宮前区 11,000
伊與部 崇 川崎市幸区 11,000
板野 紘士 川崎市幸区 33,000
指谷 歩 川崎市幸区 11,000
指谷 歩 川崎市幸区 11,000
高 磊 川崎市幸区 11,000
山口 謙太郎 川崎市幸区 11,000
品川 直樹 川崎市高津区 11,000
⻫藤 匡司 川崎市高津区 11,000
向畑 充 川崎市高津区 11,000
⻫藤 匡司 川崎市高津区 11,000
小川 郁⼦ 川崎市高津区 40,000
小野 秀隆 川崎市高津区 11,000
木村 麻美 川崎市高津区 11,000
清⽔ 亮介 川崎市高津区 11,000
高山 和奏 川崎市高津区 11,000
横上 菜月 川崎市高津区 11,000
木内 健二 川崎市高津区 132,000
横上 菜月 川崎市高津区 11,000
⻫藤 匡司 川崎市高津区 11,000
芦澤 栞 川崎市川崎区 11,000
氏家 三和 川崎市川崎区 33,000
岡本 健一 川崎市川崎区 11,000
鈴木 隼人 川崎市川崎区 11,000
坂口 寛明 川崎市川崎区 11,000
大橋 空人 川崎市川崎区 11,000
⻄ 由佳梨 川崎市多摩区 11,000
須田 誠 川崎市多摩区 11,000
藤本 優花 川崎市多摩区 11,000
謝 駿 川崎市多摩区 22,000
池田 拓也 川崎市中原区 11,000
藤田 佑介 川崎市中原区 11,000
渡部 晴貴 川崎市中原区 11,000
廣瀬 龍司 川崎市中原区 11,000
高田 俊明 川崎市中原区 11,000
上原 忍 川崎市中原区 13,000
梅津 幸⼦ 川崎市中原区 11,000
梅津 幸⼦ 川崎市中原区 11,000
清家 光弘 川崎市中原区 11,000
戎井 孝太 川崎市中原区 11,000
立川 智哉 川崎市中原区 11,000
田中 翔悟 川崎市中原区 11,000
小池 佑美 川崎市中原区 11,000
嶋崎 貴太 川崎市中原区 11,000
桑原 重雄 川崎市中原区 11,000
嶋内 宏和 川崎市中原区 11,000
藤田 佑介 川崎市中原区 11,000
東 祥弘 川崎市中原区 10,000
永川 智 川崎市中原区 11,000
丹保 公佑 川崎市麻生区 11,000
田村 沙耶香 川崎市麻生区 11,000
篠田 結花 川崎市麻生区 11,000
木村 真治 川崎市麻生区 66,000
吉濱 義和 相模原市中央区 11,000
森 俊了 相模原市中央区 11,000
平岡 智恵 相模原市南区 11,000
大川 雄一郎 相模原市南区 11,000
田村 智 相模原市南区 11,000
熊澤 憲一 相模原市南区 11,000
大川 雄一郎 相模原市南区 11,000
小池 祐輝 相模原市南区 11,000
松原 楓華 相模原市南区 11,000
上田 幸哉 相模原市南区 11,000
榎本 貴 相模原市南区 11,000
大川 雄一郎 相模原市南区 11,000
⻄田 美智⼦ 相模原市南区 12,000
榎本 貴 相模原市南区 11,000
大川 雄一郎 相模原市南区 11,000
嶋村 信之 相模原市緑区 11,000
窪山 成弥 相模原市緑区 11,000
嶋村 千秋 相模原市緑区 11,000



近藤 佑衣 相模原市緑区 11,000
小貫 由美⼦ 大和市 11,000
永澤 貴大 大和市 11,000
國澤 栄里 大和市 11,000
塚本 美帆 大和市 11,000
竹田 明 藤沢市 33,000
中山 行功 藤沢市 11,000
中山 行功 藤沢市 22,000
坂井 弘美 藤沢市 11,000
荒井 孝大 藤沢市 11,000
江田 健 藤沢市 11,000
奥村 健太 藤沢市 11,000
加藤 拓也 藤沢市 22,000
福田 尚記 藤沢市 11,000
大場 良治 藤沢市 13,000
池田 ジーラワン 平塚市 11,000
横溝 恭佑 平塚市 11,000
島田 浩輝 平塚市 11,000
岩崎 晃 平塚市 11,000
前田 紘志 平塚市 33,000
半田 拓朗 平塚市 11,000
渡邉 茜 平塚市 11,000
荒巻 千穂 平塚市 11,000
⽔落 誠 上越市 33,000
岩佐 邦彦 上越市 11,000
山本 宏樹 上越市 100,000
田名瀬 悠衣 上越市 11,000
田邉 静穂 新潟市⻄蒲区 11,000
星野 芳史 新潟市⻄区 11,000
和田 匡平 新潟市⻄区 11,000
星野 芳史 新潟市⻄区 11,000
⻫藤 明⼦ 新潟市⻄区 11,000
今井 教雄 新潟市中央区 11,000
⻘木 智江⼦ 新潟市中央区 11,000
早川 貴幸 新潟市中央区 11,000
今井 教雄 新潟市中央区 66,000
⽔野 泰豪 新潟市東区 11,000
川嵜 一夫 新潟市東区 11,000
渡辺 和也 新潟市東区 11,000
渡辺 美代⼦ 新潟市南区 11,000
笠原 英樹 新潟市南区 11,000
海津 健太 新潟市北区 11,000
廣澤 利明 ⻑岡市 11,000
山崎 浩美 ⻑岡市 11,000
滝沢 良一 ⻑岡市 11,000
目⿊ 楓也 ⻑岡市 11,000
田村 崇 ⻑岡市 11,000
稲垣 辰樹 ⻑岡市 11,000
井上 元気 柏崎市 10,000
松原 海美 妙高市 11,000
高橋 啓次郎 魚津市 11,000
石川 卓 中新川郡立山町 22,000
三浦 太郎 砺波市 13,000
北澤 美星 砺波市 11,000
笹林 大樹 富山市 11,000
⿊田 一成 富山市 11,000
藤田 裕昂 富山市 13,000
中村 隼人 富山市 11,000
上田 和夫 富山市 11,000
林 江美 富山市 11,000
高井 俊一 かほく市 11,000
山本 祐太朗 金沢市 11,000
千田 宏直 金沢市 40,000
樋口 貴史 金沢市 11,000
中野 和昭 金沢市 11,000
萱野 大樹 金沢市 11,000
谷村 航太 金沢市 11,000
高見 佳希 金沢市 11,000

33,000
徳田 操 小松市 11,000
稲手 信次 小松市 22,000
徳田 操 小松市 11,000
徳田 操 小松市 11,000
稲手 信次 小松市 22,000
家中 昭乃 白山市 11,000
若林 枝美 白山市 11,000
小坂 恵 野々市市 11,000
松本 健作 越前市 11,000
大村 祐⼦ 坂井市 11,000
五十嵐 直樹 坂井市 11,000
中嶋 正人 坂井市 11,000
斎藤 京⼦ 勝山市 11,000
野島 力 大飯郡 20,000
横田 喜数 福井市 11,000
畑 千尋 福井市 11,000
三宅 潤 福井市 11,000
中澤 恵 甲斐市 11,000
中澤 敏明 甲斐市 11,000
中澤 敏明 甲斐市 11,000
中澤 敏明 甲斐市 11,000
中澤 敏明 甲斐市 11,000
雨宮 圭佑 甲府市 11,000



古屋 彩加 甲府市 11,000
前島 晴信 笛吹市 40,000
中込 晃貴 笛吹市 11,000
清野 早希 都留市 11,000
重光 明叡 南都留郡 11,000
小野 七海 南都留郡山中湖村 11,000
後藤 悠太 南都留郡忍野村 11,000
滝口 彰彦 富士吉田市 25,000
藤森 里奈 北杜市 11,000
石崎 亮多 塩尻市 11,000
古俣 学 下伊那郡松川町 33,000
鈴木 雄三 松本市 11,000
小林 大記 松本市 11,000
赤羽 更紗 松本市 11,000
眞島 豊 松本市 11,000
小松 加代⼦ 松本市 11,000
伊藤 知⼦ 松本市 11,000
鈴木 雄三 松本市 11,000
鈴木 雄三 松本市 11,000
森山 拓哉 松本市 11,000
磯崎 祐聡 上伊那郡辰野町 11,000
有賀 洋幸 上伊那郡飯島町 11,000
楠 聡 ⻑野市 22,000
渡邊 純 ⻑野市 11,000
楠 聡 ⻑野市 22,000
小山 茂 ⻑野市 11,000
宮嶋 良太 ⻑野市 11,000
渡邊 純 ⻑野市 11,000
藤岡 岳彦 飯田市 11,000
小林 穂奈美 飯田市 11,000
鈴木 蘭美 北佐久郡軽井沢町 11,000
湯本 将平 北佐久郡御代田町 11,000
筒井 美紀 安⼋郡 11,000
本村 ⻯汰 羽島郡岐南町 11,000
丹羽 佑介 各務原市 11,000

各務原市
坂井 香織 各務原市 33,000
坂井 節⼦ 各務原市 15,000
磯辺 直基 岐阜市 13,000
宮本 智浩 岐阜市 37,000
大⻄ 秀樹 岐阜市 13,000
矢崎 円香 岐阜市 11,000
纐纈 正浩 岐阜市 11,000
奥村 治仁 岐阜市 11,000
宗宮 英雄 岐阜市 11,000
杉原 弘起 岐阜市 12,000
宮川 史男 岐阜市 10,000
永藤 明憲 岐阜市 11,000
馬淵 正敏 岐阜市 11,000
日高 美代⼦ 岐阜市 11,000
中島 雅敏 岐阜市 10,000
宗宮 英雄 岐阜市 11,000
福井 拓也 岐阜市 11,000
北本 章人 岐阜市 11,000
安藤 憲亮 恵那市 11,000
有賀 公泰 瑞浪市 11,000
林 達也 多治見市 11,000
竹中 優弥 大垣市 12,000

大垣市 35,000
伊後 光 土岐市 11,000
高橋 郁重 本巣郡北⽅町 11,000
阿部 祥⼦ 本巣市 22,000

本巣市
今村 寧 揖斐郡 15,000
足立 晃汰 揖斐郡池田町 11,000
一瀬 正彦 揖斐郡揖斐川町 11,000
今⻄ ⻫ 揖斐郡揖斐川町 11,000
今⻄ 理恵 揖斐郡揖斐川町 11,000
菅原 里緒奈 掛川市 11,000
菅原 里緒奈 掛川市 11,000
岸田 和樹 湖⻄市 10,000
小野 真実 湖⻄市 11,000
大馬 義明 御殿場市 11,000
林 秀徳 御殿場市 11,000
林 秀徳 御殿場市 11,000
⻑田 敏 御殿場市 11,000
⻑田 敏 御殿場市 11,000
大馬 義明 御殿場市 11,000
澤本 茉美 三島市 11,000

20,000
72,000

岡 久美⼦ 駿東郡⻑泉町 11,000
小野 泰弘 駿東郡⻑泉町 11,000
生田 陽平 駿東郡⻑泉町 11,000
賀川 国友 沼津市 11,000
倉田 理史 沼津市 15,000
中村 淳 沼津市 11,000
川口 健 沼津市 11,000
⼾塚 智⼦ 焼津市 11,000
増田 学 榛原郡吉田町 12,000
鈴木 千草 榛原郡吉田町 11,000
岸端 うめよ



伊藤 裕一 賀茂郡東伊豆町 40,000
佐野 勇一 静岡市 11,000
⻩ 天寧 静岡市葵区 11,000
森本 達也 静岡市葵区 11,000
中野 雄太 静岡市葵区 11,000
⻘木 宏仁 静岡市葵区 11,000
狩野 行宏 静岡市駿河区 22,000
高木 晴代 静岡市清⽔区 11,000
鈴木 俊雅 静岡市清⽔区 11,000
大島 綾乃 静岡市清⽔区 11,000
渡辺 雅裕 静岡市清⽔区 11,000
鈴木 俊雅 静岡市清⽔区 11,000
森田 佳代⼦ 島田市 11,000
金⼦ 拓弥 藤枝市 11,000
塚本 透 藤枝市 11,000
松本 美香 藤枝市 11,000
⻘井 直斗 藤枝市 11,000
飯塚 智章 藤枝市 11,000
小⻄ 雄一郎 熱海市 11,000
永屋 貴章 熱海市 11,000
田路 正敏 磐田市 11,000
臼井 大真 磐田市 11,000
小池 拓実 磐田市 11,000
和久田 惣介 浜松市⻄区 11,000
杉浦 毅 浜松市⻄区 11,000
高田 侑輝 浜松市⻄区 11,000
和久田 惣介 浜松市⻄区 11,000
後藤 美和⼦ 浜松市⻄区 11,000
和久田 惣介 浜松市⻄区 11,000
和久田 惣介 浜松市⻄区 11,000

浜松市⻄区
新井 梢 浜松市中区 11,000
中根 進也 浜松市中区 11,000
新井 梢 浜松市中区 11,000
大庭 伊織 浜松市中区 15,000
中津川 大介 浜松市中区 11,000
駒谷 真依 浜松市中区 11,000
新井 梢 浜松市中区 11,000
新井 梢 浜松市中区 11,000
⻑倉 里美 浜松市中区 11,000
伊藤 武司 浜松市東区 11,000
嶋田 久人 浜松市東区 11,000
須賀 香里 浜松市東区 11,000
小原 健敬 浜松市東区 36,000
夏目 貴弘 浜松市浜北区 11,000
土屋 宏紀 富士宮市 11,000
山本 智大 富士宮市 11,000
佐野 奈央実 富士市 23,000
正木 智之 牧之原市 11,000
神⼾ 友輝 あま市 22,000
吉田 敏真 あま市 11,000
安藤 信之 みよし市 22,000
石川 明里 愛⻄市 11,000
坂本 将大 愛⻄市 11,000
坂本 将大 愛⻄市 11,000

40,000
稲田 栄太郎 安城市 11,000
稲田 栄太郎 安城市 11,000
遠藤 裕幸 安城市 11,000
福本 洋平 安城市 35,000
古川 津和乃 安城市 11,000
山口 賢哉 安城市 11,000
濱島 ふゆみ 安城市 11,000
脇田 美喜 安城市 11,000

22,000
酒井 健司 一宮市 11,000
松浦 光宏 一宮市 11,000
平岩 昌幸 一宮市 11,000
渡辺 知範 一宮市 23,000
森永 成美 一宮市 11,000
近藤 弘紀 一宮市 11,000
河内 保 一宮市 37,000
神橋 啓太 稲沢市 11,000
村井 督史 稲沢市 11,000
岡本 篤志 岡崎市 11,000
柴田 将寿 岡崎市 11,000
岡本 篤志 岡崎市 11,000
石川 安希 岡崎市 11,000
梅本 雄一郎 岡崎市 30,000
濱辺 洋 岡崎市 11,000
呉 冠文 岡崎市 30,000
松田 美沙 岡崎市 11,000
石川 雄基 岡崎市 11,000
高屋敷 峻 岡崎市 11,000
柴田 将寿 岡崎市 11,000
太田 憲志 岡崎市 11,000
原田 裕介 岡崎市 11,000
⻫藤 辰徳 岡崎市 11,000
北原 佳典 岡崎市 15,000

岡崎市
横井 明弘 海部郡七宝町 12,000
横井 明弘 海部郡七宝町 11,000



桑山 大季 額田郡幸田町 11,000
竹内 裕⼦ 刈谷市 11,000
田中 和真 刈谷市 11,000
伊藤 正伸 刈谷市 11,000
福原 淳 刈谷市 11,000
杉山 英孝 岩倉市 11,000

22,000
100,000
51,000

譚 明珊 春日井市 11,000
大原 良⼦ 春日井市 11,000
川村 幹夫 春日井市 11,000
隈元 紘平 春日井市 15,000
江籠 千里 春日井市 11,000
瀬⼾ 敦司 春日井市 22,000
大原 良⼦ 春日井市 11,000
堀田 紀彦 春日井市 11,000
倉田 慎吾 春日井市 11,000
吉田 早希 春日井市 11,000
谷口 美穂 春日井市 11,000
阿波加 莉沙 春日井市 11,000
軽部 健太 小牧市 11,000
中村 真緒 小牧市 11,000
矢澤 貴之 小牧市 11,000
勇崎 早紀 小牧市 14,000
稲垣 幹彦
浅井 豊 常滑市 11,000
岩澤 駿 常滑市 11,000
高松 里衣 清須市 11,000
山田 奈都美 清須市 11,000
成田 安男 清須市
岡島 孝使 ⻄春日井郡豊山町 33,000
湯佐 公彦 ⻄尾市 11,000
渡辺 太智 ⻄尾市 11,000
鈴木 誠人 ⻄尾市 11,000
久納 一樹 ⻄尾市 11,000
栗脇 正昭 大府市 11,000
片川 一博 大府市 11,000
相原 佑亮 大府市 11,000
清⽔ 崇 知多郡 22,000
元永 卓生 知多郡 11,000
横田 悠記 知多市 11,000
米田 拓未 ⻑久手市 11,000
津藤 健吾 ⻑久手市 11,000
米田 拓未 ⻑久手市 11,000
津藤 健吾 ⻑久手市 11,000
松浦 健太郎 ⻑久手市 12,000

田原市田原町 53,000
織田 美香 東海市 11,000
廣政 修志 東海市 11,000
小嶌 智海 日進市 11,000
本田 浩二 日進市 11,000
小嶌 智海 日進市 11,000
熊木 徹夫 日進市 22,000
熊木 徹夫 日進市 11,000
小嶌 智海 日進市 11,000
小嶌 智海 日進市 11,000
小嶌 智海 日進市 11,000
小嶌 智海 日進市 11,000
井田 彩実 日進市 11,000
田中 基久 半田市 11,000
渡辺 淳 半田市 11,000
寺井 伸二 尾張旭市 11,000
河合 里枝⼦ 尾張旭市 11,000
須本 裕也 碧南市 11,000
守田 一葵 碧南市 11,000
須本 裕也 碧南市 11,000
永井 萌土 豊橋市 11,000
平野 義博 豊橋市 11,000
宮下 葉⼦ 豊川市 11,000
上林 義幸 豊川市 33,000
倉橋 隆 豊川市 11,000
浦塚 泰夫 豊川市 22,000
福田 喜仁 豊川市 11,000
福田 喜仁 豊川市 11,000
上野 成生 豊田市 11,000
新美 健史 豊田市 12,000
小野寺 弘樹 豊田市 22,000
高木 直彌 豊田市 11,000
外山 寛之 豊田市 66,000
伊藤 大地 豊田市 11,000
近藤 克仁 豊田市 11,000
岡田 成弘 豊田市 50,000
古川 千夏 豊田市 11,000
土井 翔太 豊田市 11,000
米村 祥吾 豊田市 11,000
出口 恒 豊田市 11,000
土面 尋志 豊田市 10,000
土井 翔太 豊田市 11,000
福井 南美 豊田市 11,000
野坂 恭範 豊田市 11,000

豊田市



丹羽 剛 豊明市 22,000
丹羽 剛 豊明市 22,000

北名古屋市 53,000
伊藤 成和 北名古屋市
伊藤 成和 北名古屋市
馬渕 龍彦 名古屋市 11,000
馬渕 龍彦 名古屋市 11,000
馬渕 龍彦 名古屋市 11,000
佐藤 正毅 名古屋市港区 11,000
新宮 佳奈 名古屋市守山区 11,000
肥田 大樹 名古屋市守山区 11,000
早崎 雄 名古屋市守山区 22,000
津田 朋也 名古屋市守山区 44,000
林 信太郎 名古屋市守山区 11,000
中嶌 晃一朗 名古屋市昭和区 11,000
松井 紀彰 名古屋市昭和区 11,000
服部 文香 名古屋市昭和区 11,000
溝口 茉奈 名古屋市昭和区 11,000
⻘山 裕理恵 名古屋市昭和区 11,000

20,000
山崎 健司 名古屋市瑞穂区 11,000
山崎 寛征 名古屋市瑞穂区 11,000
宮⻄ 翼 名古屋市瑞穂区 11,000
小野 敦史 名古屋市瑞穂区 11,000
篠田 巨樹 名古屋市瑞穂区 11,000
野嵜 優希 名古屋市瑞穂区 11,000
森田 亜美 名古屋市⻄区 11,000
森田 亜美 名古屋市⻄区 11,000
森田 亜美 名古屋市⻄区 11,000
武田 隆作 名古屋市⻄区 34,000
永津 勇太 名古屋市⻄区 11,000
當 朝果 名古屋市⻄区 11,000
芝山 定佳 名古屋市⻄区 11,000

名古屋市⻄区 83,000
伊藤 浩二 名古屋市千種区 11,000
清⽔ 貴浩 名古屋市千種区 11,000
伊藤 大雅 名古屋市千種区 11,000
竹川 耕平 名古屋市千種区 11,000
小林 久美恵 名古屋市千種区 11,000
仲村 和真 名古屋市千種区 11,000
加藤 晃司 名古屋市千種区 10,000
高島 英次 名古屋市中区 11,000
石原 稜己 名古屋市中区 11,000
Juveus MarcusSewelChristopher 名古屋市中区 11,000
曽根 有里⼦ 名古屋市中区 11,000
池内 悠介 名古屋市中区 40,000
崎岡 遥 名古屋市中区 11,000
中本 隆太 名古屋市中区 11,000
井上 智之 名古屋市中区 66,000
渡部 真帆 名古屋市中区 11,000
鈴木 将平 名古屋市中区 11,000
鈴木 将平 名古屋市中区 11,000
鈴木 将平 名古屋市中区 11,000
福井 聡一 名古屋市中川区 11,000
平野 耀 名古屋市中川区 11,000
山口 憲 名古屋市中川区 11,000
河合 雅 名古屋市中川区 11,000
猪飼 尚志 名古屋市中川区 11,000
LIAO KUANCHIH 名古屋市中川区 11,000
野々部 和寿 名古屋市中村区 11,000
清⽔ 信裕 名古屋市中村区 11,000

名古屋市中村区
宇野 颯人 名古屋市天白区 11,000
綿谷 憲章 名古屋市天白区 11,000
小坂 なつき 名古屋市天白区 11,000
世古 有佑 名古屋市天白区 11,000
宇野 友明 名古屋市東区 66,000
福田 泰隆 名古屋市東区 11,000
近藤 貴弘 名古屋市東区 11,000
山本 隆司 名古屋市東区 11,000
⻘木 良三 名古屋市東区 66,000
吉村 千里 名古屋市東区 11,000
新井 大智 名古屋市東区 11,000
加地 美穂 名古屋市東区 11,000
宇野 友明 名古屋市東区 33,000

名古屋市東区
胡 磊明 名古屋市熱田区 11,000
高橋 俊陽 名古屋市熱田区 11,000
早川 史織 名古屋市熱田区 11,000
胡 磊明 名古屋市熱田区 11,000
市川 哲也 名古屋市熱田区 11,000
okada tatsuru 名古屋市北区 11,000
okada tatsuru 名古屋市北区 11,000
伊波 愛幸 名古屋市北区 11,000
川上 航 名古屋市北区 11,000
増田 美穂 名古屋市北区 11,000
森川 智史 名古屋市北区 13,000
古橋 圭介 名古屋市北区 11,000
古橋 圭介 名古屋市北区 11,000
荒川 雅之 名古屋市北区 11,000
永田 雅樹 名古屋市名東区 11,000
村瀬 真治 名古屋市名東区 11,000



木永 幸尋 名古屋市名東区 11,000
村瀬 真治 名古屋市名東区 11,000
湊 しおり 名古屋市名東区 15,000
天池 純一 名古屋市名東区 35,000
平澤 孝明 名古屋市名東区 11,000
横木 崇人 名古屋市緑区 12,000
早川 智⼦ 名古屋市緑区 11,000
家根 弘好 名古屋市緑区 11,000
大森 崇史 名古屋市緑区 11,000
横木 崇人 名古屋市緑区 12,000
磯谷 剛士 弥富市 11,000
岡田 雅司 伊賀市 11,000

伊勢市
矢野 英樹 桑名市 11,000
石井 良和 桑名市 11,000
河合 春香 三重郡 11,000
江島 孝志 四日市市 66,000
伊藤 聖人 四日市市 11,000
酒徳 蓮 四日市市 11,000
下村 輝 四日市市 11,000
堀 浩之 四日市市 33,000
山崎 健人 四日市市 11,000
枡井 恵理香 四日市市 38,000
高波瀬 史人 松阪市 11,000
橋爪 志野 津市 11,000
竹島 大斗 名張市 11,000
呂 国棟 名張市 33,000
山下 喜美代 鈴鹿市 11,000
岩間 喜徳 鈴鹿市 11,000
伊藤 純⼦ 鈴鹿市 11,000
山下 喜美代 鈴鹿市 11,000
三村 直彦 鈴鹿市 11,000
中山 愛菜 愛知郡愛荘町 11,000
臼井 学 近江⼋幡市 13,000
林崎 志歩 近江⼋幡市 11,000
田中 智也 近江⼋幡市 11,000
藤士 浩暢 栗東市 10,000
松本 貴晃 甲賀市 11,000
那須 準⼦ 守山市 33,000
梅野 聖斗 守山市 11,000
石井 浩之 守山市 11,000
堀井 香奈 草津市 11,000
梅谷 俊介 草津市 11,000
⻄村 浩 草津市 11,000
城甲 望 草津市 22,000
岸本 康平 草津市 11,000
金城 晃也 大津市 11,000
秋岡 信博 大津市 11,000
笹田 裕紀 大津市 11,000
山本 晋也 大津市 11,000
岡部 芳之 大津市 40,000
奥村 公一 大津市 11,000
田鹿 諒 大津市 11,000
足立 剛 東近江市 11,000
藤本 貴士 彦根市 11,000
辻 博志 彦根市 10,000
馬場 祐二 米原市 22,000
武田 明直 野洲市 11,000
日比野 真人 野洲市 11,000
高木 容⼦ 宇治市 13,000
池本 篤史 宇治市 33,000
飯田 亜妃奈 宇治市 11,000
崎浜 かがり 宇治市 11,000
二宮 宏樹 宇治市 11,000
藤井 淑美 ⻲岡市 11,000
城越 千恵 京都市 22,000
齊藤 涼⼦ 京都市右京区 11,000
藤井 太助 京都市下京区 11,000
井ノ原 真奈美 京都市下京区 11,000
中村 直 京都市下京区 50,000
藤井 太助 京都市下京区 11,000
藤井 太助 京都市下京区 11,000
藤井 太助 京都市下京区 11,000
藤井 太助 京都市下京区 11,000
光川 貴浩 京都市下京区 18,000
藤井 太助 京都市下京区 11,000
中⻄ 克己 京都市左京区 11,000
⻘井 俊樹 京都市左京区 30,000
榎本 あや 京都市山科区 11,000
松浦 優哉 京都市山科区 11,000
本宮 明理 京都市上京区 11,000
甲田 由美⼦ 京都市上京区 11,000
内藤 一樹 京都市上京区 11,000
今⻄ 健二 京都市⻄京区 11,000
清⽔ 真実 京都市⻄京区 38,000
上松 弘典 京都市中京区 11,000
松本 沙耶香 京都市中京区 11,000
Liang Jiaying 京都市東山区 11,000
Liang Jiaying 京都市東山区 11,000
阿座上 真実 京都市南区 11,000
谷平 悠里 京都市南区 11,000
宮城 亜矢 京都市南区 11,000



村上 直美 京都市伏見区 11,000
松井 久実 京都市伏見区 11,000
森下 武文 京都市伏見区 11,000
横田 征之 向日市 11,000
稲本 真悟 ⻑岡京市 11,000
梶山 太輔 ⻑岡京市 11,000
津崎 一之 ⼋幡市 11,000
越智 和俊 福知山市 44,000
守倉 礼 茨木市 11,000
寺島 彰人 茨木市 11,000
真弓 延泰 茨木市 11,000
関谷 智仁 茨木市 22,000
三木 恵実 茨木市 11,000
勝田 聡 羽曳野市 33,000
平田 修 河内⻑野市 11,000
小島 瑠偉 貝塚市 11,000
寺岡 大輔 貝塚市 30,000
手塚 幸 交野市 11,000
島田 翔吾 交野市 11,000
大野 英樹 高槻市 11,000
小杉 暢⼦ 高槻市 11,000
小杉 暢⼦ 高槻市 11,000
河本 莉奈 高槻市 11,000
清家 正江 高槻市 33,000
内部 昭彦 高槻市 11,000
弦巻 和通 高槻市 11,000
井上 暁裕 堺市堺区 11,000
堀田 紀⼦ 堺市堺区 11,000
宮本 恵 堺市堺区 11,000
藤本 ⻄蔵 堺市堺区 11,000
井上 暁裕 堺市堺区 11,000
佛淵 美紀 堺市堺区 11,000
浅井 七海 堺市⻄区 11,000
浅井 七海 堺市⻄区 11,000
山崎 大河 堺市中区 11,000
鈴木 千尋 堺市中区 11,000
樋口 優⼦ 堺市北区 11,000
宗行 秀太郎 三島郡 11,000
宗行 秀太郎 三島郡 11,000
宗行 秀太郎 三島郡 11,000
宗行 秀太郎 三島郡 11,000
小森 和也 四條畷市 11,000
飯山 りの 守口市 11,000
永井 麻菜 守口市 11,000
清⽔ 賢二 守口市 22,000
河本 昌樹 寝屋川市 11,000
中司 桂一 吹田市 11,000
斎藤 恵 吹田市 11,000
綿谷 彰人 吹田市 33,000
谷口 泰浩 吹田市 11,000
大重 貴宏 吹田市 11,000
大塚 健司 吹田市 10,000
三田 進 吹田市 11,000
新田 悠人 摂津市 11,000
益田 伸一 摂津市 11,000
中瀬 博之 摂津市 11,000
益田 伸一 摂津市 11,000
上江洲 彩花 泉佐野市 12,000
有本 英彦 泉南郡熊取町 10,000
辻野 嘉伸 泉南市 11,000
金森 晴香 泉北郡 11,000
谷崎 雄一 大阪市 13,000
⻑原 勝弘 大阪市 11,000
河合 千枝 大阪市 11,000
笠松 祐士 大阪市阿倍野区 11,000
高橋 隼人 大阪市阿倍野区 11,000
岩谷 亮 大阪市港区 11,000
増井 菜奈 大阪市港区 11,000
木村 航 大阪市港区 11,000
辻 麻里花 大阪市港区 11,000
⻑谷川 弘樹 大阪市港区 11,000
新阜 寛律 大阪市此花区 11,000
張 宇君 大阪市住吉区 11,000
高松 みどり 大阪市住吉区 11,000
中島 邦彦 大阪市住吉区 11,000
張 宇君 大阪市住吉区 11,000
張 宇君 大阪市住吉区 11,000
井上 暁裕 大阪市住吉区 11,000
高見 悠基 大阪市住吉区 33,000
高見 悠基 大阪市住吉区 11,000
薮野 静香 大阪市住之江区 11,000
田場 勝斗 大阪市住之江区 11,000
齋藤 智成 大阪市城東区 66,000
齋藤 智成 大阪市城東区 11,000
中村 文彰 大阪市生野区 11,000
横尾 貴史 大阪市⻄区 11,000
粂井 恵司 大阪市⻄区 110,000
飯岡 文吾 大阪市⻄区 10,000
大竹 裕樹 大阪市⻄区 11,000
川本 一輝 大阪市⻄区 11,000
横尾 貴史 大阪市⻄区 11,000
横尾 貴史 大阪市⻄区 11,000



横尾 貴史 大阪市⻄区 11,000
井上 実 大阪市⻄区 11,000
横尾 貴史 大阪市⻄区 11,000
川本 一輝 大阪市⻄区 11,000
横尾 貴史 大阪市⻄区 11,000
山下 拓郎 大阪市⻄淀川区 11,000
野上 加与⼦ 大阪市⻄淀川区 33,000
⻘山 拓樹 大阪市⻄淀川区 11,000
上村 文了 大阪市中央区 11,000
木⼾ 光 大阪市中央区 11,000
藤野 凪 大阪市中央区 11,000
植田 裕規 大阪市中央区 15,000
池本 志織 大阪市中央区 11,000
坂東 泰光 大阪市中央区 11,000
岡本 信孝 大阪市中央区 10,000
佐村 志穂美 大阪市中央区 11,000
中村 美佳 大阪市鶴見区 11,000
山本 浩 大阪市鶴見区 11,000
前川 哲也 大阪市天王寺区 11,000
仁丹 克則 大阪市天王寺区 11,000
和久 彩香 大阪市天王寺区 11,000
武田 有加 大阪市天王寺区 11,000
佐々木 匡哉 大阪市天王寺区 11,000
俵 慶太 大阪市天王寺区 11,000
藤原 怜己 大阪市都島区 11,000
藤野 里美 大阪市都島区 11,000
久治 香波 大阪市都島区 11,000
澤井 大介 大阪市都島区 66,000
中島 元輝 大阪市都島区 11,000
藤野 里美 大阪市都島区 11,000
栗本 紀之 大阪市東住吉区 11,000
LI ZITING 大阪市東成区 11,000
岩井 隆 大阪市東成区 10,000
三野 由起⼦ 大阪市東淀川区 38,000
高橋 里奈 大阪市東淀川区 11,000
伊賀 千裕 大阪市東淀川区 11,000
林 俊明
師岡 誉也 大阪市福島区 11,000
師岡 誉也 大阪市福島区 11,000
師岡 誉也 大阪市福島区 11,000
杉本 香奈 大阪市福島区 11,000
師岡 誉也 大阪市福島区 11,000
師岡 誉也 大阪市福島区 11,000
師岡 誉也 大阪市福島区 22,000
豊山 智⼦ 大阪市平野区 11,000
徳山 浩之 大阪市平野区 11,000
⽔橋 大地 大阪市北区 11,000
阿萬 由紀 大阪市北区 11,000
⻄村 貴宗 大阪市北区 11,000
宮地 真有 大阪市北区 11,000
⽔橋 大地 大阪市北区 11,000
工藤 卓哉 大阪市淀川区 22,000
竹原 香織 大阪市淀川区 11,000
永田 健斗 大阪市淀川区 11,000
久間田 純 大阪市浪速区 11,000
久間田 純 大阪市浪速区 11,000
成松 布美乃 大阪市浪速区 11,000
神田 隆介 大阪市浪速区 11,000
澄田 亮 大阪市浪速区 11,000
久間田 純 大阪市浪速区 11,000
前田 彩花 東大阪市 11,000
三宅 博美 東大阪市 11,000
北村 桃⼦ 東大阪市 11,000
中嶋 雅⼦ 東大阪市 11,000
勝田 裕哉 東大阪市 11,000
川浦 啓介 東大阪市 11,000
山崎 陽次 東大阪市 11,000
松本 壽男 東大阪市 33,000
山口 裕⼦ 東大阪市 11,000
永野 怜 藤井寺市 11,000
中川 歌⼦ ⼋尾市 11,000
山口 菜那 豊中市 11,000
池尻 忠司 豊中市 11,000
杉本 憲昭 豊中市 26,000
谷川 哲朗 豊中市 11,000
野村 準一 豊中市 10,000
野村 朋之 豊中市 25,000
重森 千草 豊中市 11,000
山本 友美 豊中市 11,000
橘田 昌典 豊中市 11,000
賀治 朋香 豊中市 38,000
橘田 昌典 豊中市 11,000
山田 篤 枚⽅市 11,000
中島 幸夫 枚⽅市 55,000
栗岡 聡一 枚⽅市 11,000
栗岡 聡一 枚⽅市 11,000
栗岡 聡一 枚⽅市 11,000
永田 真也 枚⽅市 11,000
峯 哲也 箕面市 11,000
荒木 翔 箕面市 11,000
渡辺 友和 箕面市 66,000
久保田 将伸 箕面市 11,000



平井 貴⼦ 箕面市 11,000
小原 弘明 和泉市 11,000
小原 弘明 和泉市 11,000
弥代 研人 和泉市 11,000
山本 友紀 たつの市 30,000
岡 千秋 芦屋市 11,000
石外 孟志 加古郡稲美町 11,000
⼾谷 亮太 加古川市 33,000
古田 公明 加古川市 11,000
蛭田 康裕 加東市 11,000
関口 紗綾雅 加東市 11,000
舟曵 昌敏 佐用郡佐用町 11,000
木村 凪沙 三田市 11,000
横井 時春 宍粟市 11,000
田中 寿典 小野市 11,000
吉川 寛 神⼾市 11,000
谷口 信博 神⼾市 11,000
南 明美 神⼾市須磨区 11,000
南 明美 神⼾市須磨区 11,000
坂田 歩 神⼾市須磨区 11,000
上田 綾 神⼾市須磨区 11,000
島田 祐一 神⼾市須磨区 11,000
南 明美 神⼾市須磨区 11,000
上田 綾 神⼾市須磨区 11,000
小野木 基之 神⼾市須磨区 11,000
南 明美 神⼾市須磨区 11,000
呉 暁謙 神⼾市垂⽔区 33,000
近久 嘉宏 神⼾市垂⽔区 15,000
桐田 泰江 神⼾市垂⽔区 13,000
藤原 慎 神⼾市垂⽔区 11,000
藤原 慎 神⼾市垂⽔区 11,000
吉村 裕史 神⼾市垂⽔区 11,000
佐々木 徹也 神⼾市垂⽔区 11,000
橋本 和幸 神⼾市⻄区 11,000
辻本 千華 神⼾市中央区 11,000
中谷 恭⼦ 神⼾市中央区 11,000
⻑谷 果南 神⼾市中央区 11,000
尾野 里香 神⼾市中央区 11,000
上田 麻奈実 神⼾市中央区 11,000
勝本 健司 神⼾市中央区 11,000
尾野 里香 神⼾市中央区 11,000
勝本 健司 神⼾市中央区 11,000
渋谷 享洋 神⼾市東灘区 11,000
光⻑ 孝文 神⼾市東灘区 66,000
渋谷 享洋 神⼾市東灘区 11,000
三村 和正 神⼾市東灘区 11,000
中村 康宏 神⼾市東灘区 37,000
谷口 ななみ 神⼾市東灘区 11,000
越前 久 神⼾市東灘区 11,000
荻野 晃 神⼾市東灘区 11,000
田中 真未 神⼾市灘区 11,000
眞岩 研徳 神⼾市灘区 11,000
菅原 真也 神⼾市灘区 11,000
⻫藤 剛志 神⼾市灘区 11,000
⻄村 隆一郎 神⼾市灘区 11,000
田中 真未 神⼾市灘区 11,000
別所 早織 神⼾市灘区 11,000
藤原 健太郎 神⼾市兵庫区 11,000
堀本 和孝 神⼾市兵庫区 13,000
有田 亜古 神⼾市兵庫区 11,000
安田 直⼦ 神⼾市北区 11,000
佐竹 省胤 神⼾市北区 11,000
細川 直 ⻄宮市 11,000
勢力 世津⼦ ⻄宮市 33,000
⻑谷川 佳代 ⻄宮市 11,000
細川 直 ⻄宮市 11,000
植田 育⼦ ⻄宮市 11,000
⻄條 孝史 ⻄宮市 11,000
山田 大作 ⻄宮市 30,000
中村 勇紀 ⻄宮市 11,000
細谷 佳世 ⻄宮市 11,000
福田 隆英 ⻄宮市 11,000
大橋 隆敏 ⻄宮市 11,000
⻄條 孝史 ⻄宮市 11,000
林 政昭 ⻄宮市 11,000
伊藤 慎太郎 ⻄宮市 11,000
大橋 隆敏 ⻄宮市 11,000
大橋 隆敏 ⻄宮市 11,000
増井 佑哉 ⻄宮市 11,000
大橋 隆敏 ⻄宮市 11,000
⻄條 孝史 ⻄宮市 11,000
福田 隆英 ⻄宮市 11,000
大畑 正美 ⻄宮市 11,000
川野 唯 ⻄宮市 11,000
梶原 大誠 ⻄脇市 11,000

10,000
森田 有里 川⻄市 15,000
村上 拓也 川⻄市 11,000
⻄野 寿勉 川辺郡猪名川町 13,000
辻 浩嗣 丹波市 11,000
竹内 啓二 淡路市 11,000
濱田 恵理⼦ 尼崎市 11,000



大浦 明⼦ 尼崎市 11,000
柳岡 由菜 尼崎市 11,000
田中 奈央 尼崎市 11,000
大浦 博明 尼崎市 11,000
住吉 良昭 尼崎市 10,000
山形 里美 尼崎市 11,000
大浦 明⼦ 尼崎市 11,000
藤本 俊明 姫路市 11,000
中村 孝幸 姫路市 11,000
土井 健司 姫路市 33,000
永渕 康之 姫路市 30,000
筒本 敦雄 姫路市 22,000
嶋崎 友範 姫路市 11,000
山縣 いづみ 姫路市 11,000
藤本 俊明 姫路市 11,000
松本 憲明 姫路市 11,000
松本 憲明 姫路市 11,000
石⼾ 隆裕 宝塚市 11,000
松井 智 宝塚市 30,000
高田 みか⼦ 宝塚市 11,000
明石 仁成 明石市 11,000
里吉 寛之 明石市 11,000
明石 仁成 明石市 11,000
柴垣 息吹 明石市 11,000
明石 仁成 明石市 11,000
澤田 由希⼦ 明石市 11,000

明石市
安浪 宗彦 宇陀市 33,000
作村 涼⼦ 橿原市 11,000
土屋 颯 橿原市 40,000
狩野 美也 橿原市 11,000
⻫藤 航大 吉野郡上北山村河合 11,000
殿元 和宏 香芝市 13,000
殿元 和宏 香芝市 13,000
⻄川 淳一 生駒郡三郷町 38,000
石崎 亜美 生駒市 11,000
⻄野 朋也 大和郡山市 11,000
吉田 睦 天理市 11,000
LU WAN CHIEN 天理市 11,000
立堀 善久 奈良市 11,000
⻄田 貴 奈良市 11,000
内海 七香 奈良市 11,000
⻄田 貴 奈良市 11,000
杉村 千里 奈良市 11,000
美馬 千早紀 奈良市 11,000
三島 圭史 奈良市 11,000
三宅 美穂 奈良市 11,000
三島 圭史 奈良市 11,000
⻄田 貴 奈良市 11,000
吉村 洋一 奈良市 66,000
⻄田 貴 奈良市 11,000
梅永 哲也 奈良市 11,000
奥野 匡哉 北葛城郡 13,000
中條 真由 伊都郡かつらぎ町 11,000
前田 善明 御坊市 11,000
鈴木 育⼦ ⻄牟婁郡 11,000
中本 恵 有田郡有田川町 13,000
川口 雅昭 有田市 23,000
伊藤 由英 和歌山市 13,000
中村 寿成 和歌山市 11,000
倉田 周弥 和歌山市 11,000
松田 賢人 和歌山市 11,000
中浴 英彦 和歌山市 11,000
見世 ちづる ⻄伯郡伯耆町 11,000
田中 由美 鳥取市 11,000
前田 佳彦 米⼦市 11,000
原田 朋⼦ 米⼦市 11,000
前田 佳彦 米⼦市 11,000
三原 周 米⼦市 11,000
澤田 梓 松江市 11,000
平井 克典 岡山市 12,000
野木 祥平 岡山市 11,000
樋口 譲 岡山市 20,000
吉田 一哉 岡山市中区 11,000
高橋 養斗 岡山市中区 11,000
隅田 輝明 岡山市中区 33,000
有田 実弥 岡山市南区 11,000
竹内 結香 岡山市南区 11,000
三上 文規 岡山市北区 11,000
吉岡 祐希 岡山市北区 11,000
吉岡 祐希 岡山市北区 11,000
上野 太輔 岡山市北区 11,000
小野 秀和 岡山市北区 11,000
根岩 優⼦ 岡山市北区 11,000
白髭 雅也 久米郡美咲町 11,000
恒藤 佳奈実 瀬⼾内市 20,000
石井 友莉奈 倉敷市 11,000
渡邉 昭博 倉敷市 11,000
佐藤 淑⼦ 倉敷市徳芳 11,000
牧原 隆志 津山市 11,000
宗像 裕⼦ 安芸郡海田町 11,000
植村 健太郎 安芸郡府中町 11,000



槙川 裕士 呉市 11,000
古谷 禎浩 広島市 佐伯区 13,000
宮本 慎也 広島市安芸区 11,000
船津 光明 広島市安佐南区 11,000
谷 有沙 広島市佐伯区 11,000
岩元 俊徳 広島市⻄区 15,000
温井 聖也 広島市⻄区 22,000
⻄本 優姫 広島市⻄区 11,000
奥田 みさき 広島市⻄区 11,000
山本 淑恵 広島市中区 11,000
柳澤 菜月 広島市中区 11,000
吉岡 良 広島市中区 11,000
中本 智之 広島市中区 11,000
吉岡 良 広島市中区 11,000
忽那 宗徳 広島市中区 11,000
千葉 大介 広島市中区 11,000
若松 真悟 広島市東区 36,000
松岡 寛 広島市東区 11,000
溝口 知弘 広島市南区 11,000
石⿊ 真 三次市 37,000
菅原 賢 東広島市 13,000
加藤 朱莉 東広島市 11,000
岡田 晃志 東広島市 22,000
福永 浩 廿日市市 11,000
梶田 ミク 廿日市市 11,000
有木 紘志 廿日市市 11,000
有木 紘志 廿日市市 11,000
木村 貴俊 福山市 11,000
高橋 修平 福山市 11,000
宮川 直弥 福山市 11,000
矢部 雅騎 福山市 11,000
松井 早苗 福山市 11,000
加茂 有紀 福山市 20,000
杉元 宏美 福山市 11,000
木村 崇 福山市 11,000
真鍋 剛一 宇部市 11,000
SUN LIJIE 宇部市 11,000
渡邉 淳 岩国市 13,000
山塚 美穂 岩国市 33,000
橋爪 将樹 周南市 11,000
阿部 晃治 徳島市 11,000
吉岡 宏泰 徳島市 11,000
田渕 秀樹 徳島市 11,000
山崎 めぐみ 徳島市 11,000
阿部 晃治 徳島市 11,000
⻘木 陽⼦ 徳島市 11,000
阿部 晃治 徳島市 11,000
岡田 勇一 徳島市 11,000
山崎 めぐみ 徳島市 11,000
⻘木 陽⼦ 徳島市 11,000
阿部 晃治 徳島市 11,000
阿部 晃治 徳島市 11,000
山崎 めぐみ 徳島市 11,000
阿部 晃治 徳島市 11,000
⼋木 隆平 観音寺市 11,000
山原 千明 高松市 11,000
竹本 英起 高松市 11,000
上城 雄太郎 高松市 11,000
和木 美恵⼦ 高松市 11,000
岩田 和馬 高松市 11,000
池田 一敏 坂出市 11,000
⻄丸 修史 木田郡三木町 11,000
⻄丸 修史 木田郡三木町 11,000
岡本 奈々 伊予郡松前町 11,000
岡本 奈々 伊予郡松前町 11,000
影浦 範和 伊予郡砥部町 11,000
吉野 裕一郎 伊予市 11,000
住本 博文 宇和島市 30,000
櫛部 勇介 今治市 11,000
村上 雄⼦ 松山市 11,000
上田 重春 松山市 11,000
⻄村 康佑 松山市 11,000
山崎 壮介 松山市 11,000
村上 敏彦 松山市 11,000
平田 智照 松山市 11,000
松本 康弘 松山市 11,000
岡崎 充隆 松山市 11,000
田中 望 新居浜市 11,000
布施 美和 新居浜市 11,000
渡部 美緒 東温市 11,000
谷口 拓也 ⼋幡浜市 11,000
和田 博隆 高知市 11,000
内間 春香 高知市 11,000
松本 直樹 高知市 11,000
吉崎 敬一 久留米市 11,000
鳥飼 史美 久留米市 11,000
松井 ⻯也 久留米市 11,000
犬塚 美湖 糸島市 11,000
佐々木 直 宗像市 22,000
中嶋 教善 春日市 13,000
和田 和彦 糟屋郡志免町 11,000
小島 拓海 糟屋郡粕屋町 11,000



岩永 尚裕 太宰府市 11,000
久石 麻紀 筑後市 10,000
梶原 敬⼦ 朝倉市 11,000
篠原 裕貴 那珂川市 11,000
渡邊 彩乃 福岡市 11,000
城島 健 福岡市 11,000
藤村 紀文 福岡市城南区 11,000
竹之下 博正 福岡市⻄区 11,000
古川 晶⼦ 福岡市⻄区 11,000
小林 由利佳 福岡市早良区 11,000
森 みどり 福岡市早良区 11,000
三田 有彦 福岡市中央区 11,000
壺内 静波 福岡市中央区 11,000
三田 有彦 福岡市中央区 11,000
三田 有彦 福岡市中央区 11,000
三田 有彦 福岡市中央区 11,000
⻤ヶ原 史彦 福岡市中央区 11,000
樫山 出 福岡市中央区 11,000
三田 有彦 福岡市中央区 11,000
三田 有彦 福岡市中央区 11,000
廣瀬 啓伍 福岡市東区 11,000
岡 英典 福岡市東区 11,000
高橋 諒 福岡市東区 11,000
池田 藍里 福岡市東区 11,000
梁井 里恵 福岡市東区 13,000
⻘木 道生 福岡市南区 11,000
板村 健史 福岡市南区 11,000
日高 重徳 福岡市南区 10,000
福永 靖和 福岡市南区 11,000
田村 奈々佳 福岡市南区 11,000
⻘木 道生 福岡市南区 11,000
上野 拓弥 福岡市南区 11,000
安永 真 福岡市博多区 11,000
太田 裕介 福岡市博多区 11,000
與田 礼夏 福岡市博多区 11,000
中嶋 美也⼦ 福岡市博多区 11,000
後藤 建人 福岡市博多区 11,000
後藤 建人 福岡市博多区 11,000
河野 和美 北九州市 11,000
堺 正年 北九州市⼾畑区 11,000
阿座上 志朗 北九州市⼾畑区 11,000
⻄尾 大介 北九州市若松区 11,000
河野 律⼦ 北九州市若松区 11,000
⻄尾 大介 北九州市若松区 11,000
河野 律⼦ 北九州市若松区 11,000
河野 律⼦ 北九州市若松区 11,000
中村 真弥 北九州市若松区 11,000
河野 律⼦ 北九州市若松区 11,000
⻄尾 大介 北九州市若松区 11,000
⻄尾 大介 北九州市若松区 11,000
小野 司 北九州市小倉南区 11,000
小野 司 北九州市小倉南区 11,000
河⻄ 夏帆 北九州市小倉南区 11,000
早田 美可 北九州市小倉南区 11,000
⻘谷 悠平 北九州市小倉南区 11,000
河合 志保 北九州市小倉北区 11,000
白濱 美南⼦ 北九州市小倉北区 11,000
三浦 康彰 北九州市小倉北区 11,000
松竹 亮仁 北九州市⼋幡⻄区 11,000
足立 裕和 北九州市⼋幡⻄区 11,000
中山 誠之 北九州市⼋幡⻄区 11,000
澤田 和弥 北九州市⼋幡東区 33,000
鳴海 翔悟 佐賀市 11,000
鶴澤 礼実 佐賀市 11,000
大野 晃治 佐賀市 25,000
主藤 聡一 佐賀市 11,000
橋本 みさを 唐津市 11,000
山下 楓美香 唐津市 11,000
薬師寺 敬⼦ 佐世保市 11,000
松本 秀高 大村市 13,000
村中 孝至 ⻑崎市 66,000
川端 宣 ⻑崎市 30,000
樋口 賀一郎 ⻑崎市 11,000
宮崎 知己 ⻑崎市 11,000
久保 留美 ⻑崎市 11,000
冨田 勲 ⻑崎市 11,000
冨田 勲 ⻑崎市 66,000
冨田 勲 ⻑崎市 11,000
村中 孝至 ⻑崎市 11,000
村中 孝至 ⻑崎市 11,000
村中 孝至 ⻑崎市 11,000
池田 栄二 宇土市 11,000
池田 栄二 宇土市 11,000
丸林 祐樹 菊池郡菊陽町 13,000
中村 和義 菊池市 13,000
足立 綾奈 熊本市 11,000
橋爪 真由⼦ 熊本市中央区 13,000
高群 明美 熊本市中央区 11,000
岩下 洋三 熊本市中央区 12,000
笹岡 博文 熊本市中央区 11,000
吉野 留未 熊本市中央区 11,000
平井 乃梨⼦ 熊本市中央区 11,000



田代 健 熊本市東区 11,000
斎藤 暁 熊本市東区 33,000
宮本 勲武 熊本市東区 53,000
奥山 優 熊本市南区 30,000
山田 雅之 熊本市南区 11,000
太田 美佳 荒尾市 11,000
奥村 凌 上益城郡益城町 11,000
竹見 智⼦ 上益城郡益城町 11,000
野谷 尚樹 大分市 11,000
大川 貴通 大分市 11,000
園元 健 大分市 11,000
坂本 大輔 大分市 15,000
野谷 尚樹 大分市 11,000
佐藤 智明 大分市 33,000
菊池 広海 大分市 15,000
⽔上 秀紀 延岡市 11,000
朽木 大貴 宮崎市 88,000
高橋 昭伍 宮崎市 11,000
小野 仁 宮崎市 11,000
山本 貴之 ⻄都市 22,000
管谷 陽介 日向市 11,000
山本 亜莉咲 日向市 11,000
脇元 公⼦ 北諸県郡 11,000
平林 勝馬 薩摩川内市 11,000
中原 知愛 鹿児島市 11,000
駒井 典房 鹿児島市 11,000
中島 麻里 鹿児島市 11,000
濱田 尚彦 鹿児島市 11,000
弥栄 尚人 鹿児島市 11,000
小門 幸輝 鹿児島市 11,000
粕谷 鉄平 鹿児島市 11,000
中原 知愛 鹿児島市 11,000

鹿児島市
渡辺 大啓 浦添市 11,000
平良 花音 浦添市 11,000
GAO LINGXIAO 浦添市 11,000
高 霊霄 浦添市 11,000
東濱 みゆき 沖縄市 11,000
蛭川 亜由美 糸満市 11,000
⻑嶺 秀作 中頭郡⻄原町 22,000
喜友名 朝則 中頭郡中城村 11,000
濱元 桃枝 島尻郡与那原町 11,000
齋木 康博 那覇市 45,000
木村 洋史 那覇市 11,000
市川 千恵⼦ 那覇市 11,000
塩崎 亮 豊見城市 11,000
伊元 栄人 名護市 11,000
石井 清太 名護市 11,000
辻 智也
三浦 貴浩
渡邉 智⼦
小幡 康雄
橋本 真理⼦
道教 泰⼦
坂本 勉
板垣 博基
坂田 裕美⼦
⼾澤 まどか
鍋谷 佑介
島田 則宏
渋谷 朋美
北澤 秀紀
OKUBO YOKO
井本 崇允
那智 毅
山本 和秋
齋藤 すみれ
城守 清吾
栗田 誠
安井 秀一
古谷 和明
菊地 由美⼦
羽生 雅紀
安部 公一
下山 裕⼦
丸山 貴生
丸山 貴生
丸山 貴生
丸山 貴生
木内 淳爾
渡邉 昭博
松尾 龍一
菅原 正路
渡邉 翔
荻原 紀彦
今⻄ 浩貴
リュウ リビン
尾碕 嘉成
村上 大輔
佐藤 正毅
三好 雅仁
齊藤 詩織



小倉 聡司
梅原 隆
北村 健
種市 明文
越前 久
吉澤 正治
奈良崎 健二
福田 喜則
小林 隆
渡部 ⻯三
野村 和弘
山田 孝吉
平嶋 航
山中 宏樹
チェ ジョンス
吉原 諒
大城 公章
鈴木 洋一
板垣 博基
野呂 修平
大川 順一
出口 弘和
武山 直丈
池田 良晃
小林 一生
江原 光治
小倉 聡司
三浦 博文
乾 信哉
大上 庄一
Chandra Witjaja
伊藤 雅一
小林 弘和
植田  浩志
植田  浩志
植田  浩志
添田 順治
榊原 昇
安井 秀一
山根 茉莉⼦
蓬莱 亮斗
富澤 朗
中村 正之
峯本 耕平
服部 彩加
種市 明文
小池 純一
小池 純一
清⽔ 肇
桂川 潤
桂川 潤
浅野 博光
田中 浩介
田中 浩介
狩野 勝
髙畠 桜
山口 なぎさ
高渕 佳⼦
鈴木 一秀
赤間 裕道
塩谷 幸作
原口 奨汰
中田 健斗
上野 洋平
古川 晶⼦
兒玉 修一
兒玉 修一
大竹 俊哉
大竹 俊哉
大竹 俊哉
二宮 ますみ
後藤 潤
石井 信和
石井 信和
岡﨑 麻理
山田 純⼦
須藤 義彦
千葉 悠輔
林 和恵
浅野 祐也
⻄口 郁
⻄口 郁
桑田 敏正
籠島 知宏
村田 愛⼦
伊藤 雅一
横島 菊美
中村 大地
山本 直樹
出口 隆
野村 和弘
金井 進



⻘柳 友行
山野 清美
坂田 昇
坂田 昇
横田 龍人
村上 大輔
野村 茂樹
野村 茂樹
新國 拡
横井 健太郎
斎藤 秀勝
勝本 健司
槇原 政徳
大屋 健一郎
イワサキ シンイチロウ
横山 寛
増田 悠
増田 悠
柴田 ⻯佑
柴田 ⻯佑
杉山 豊
松原  龍也
篠塚 康史
門馬 周平
高良 剛史
田中 政尚
片見 敏明
加藤 佳奈
才茂 真暉
才茂 真暉
加藤 則和
柴田 滉大
久保田 陽⼦
小田柿 洋詩
大澤 巧
星 靖隆
細谷 和弘
斎藤 隆雅
大庭 宏⼦
斎藤 隆雅
飯島 弘晃
松岡 久美⼦
桐⼾ 宏彰
宮澤 宏一
石原 隆行
重政 孝
鎌形 政幸
浅田 佳奈
岡本 幸裕
岡本 幸裕
岡本 幸裕
福⼾山 正明
三橋 淳郎
杉浦 健介
田村 卓史
川上 夏美
尾納 宗仁
平田 裕美
高橋 孝一郎
小松 佑介
高橋 亮伍
ベネット 祥華
武藤 直哉
末永 文彦
笹谷 真由美
⻑谷川 祐介
髙梨 雄一
原 洋⼦
平田 義晃
高島 健太
寺⻄ 陽之介
蛭田 崇之
大坪 侑史
田中 雄二
渡邉 建志
櫻田 伸雄
木村 泰基
小林 隆史
 島津 京⼦
北里 紀⼦
森定 芳之
今井 潔
伊藤 智⼦
堀江 伸幸
吉岡 航平
吉田 直人
和田 拓也
杉山 正幸
堀 英明
湊 智大
松田 和美
野呂 哲也



柏木 雅登
大川内 義徳
小松 真理
安原 克紀
重松 康希
家永 祐⼦
山本 晃広
太田垣 朱美
山下 美津則
福岡 啓史
平井 大介
平井 大介
永塩 正徳
杉浦 義朗
落合 喜久男
大塚 裕也
⻄岡 小百合
⻑井 丈士
田中 宏
平松 良太
佐藤 友樹
山野 潤⼦
村上 義孝
山田 ⻯大
福岡 智邦
田村 司
吉岡 紗希
野地 雅人
加藤 貴⼦
山田 ⻯大
佐藤 義弘
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
山田 琢之
川底 慎一郎
綾部 俊平
鎌田 恵⼦
小河内 芳恵
柳 卓也
鈴木 雄介
福田 政美
田中 慎二
岩田 雄一朗
中村 優美⼦
土屋 太佳⼦
塩谷 命
新井 喜幸
鈴木 幸栄
松村 隆士
中島 佳南
吉田 岬
今井 亨
宮崎 智行
松本 俊樹
岸本 資之
荒井 知幸
牛島 拓朗
酒巻 忠司
瀧上 義行
大塚 幹夫
大塚 幹夫
辻田 和浩
大出 晃生
小川 智弘
加藤 広一
福井 健吾
福井 健吾
福井 健吾
小柳 亜紀⼦
小林 喜弘
須田 宏
重松 由美⼦
髙畠 桜
片岡 春美
齋藤 健輔
小野寺 昌明
大海 宏暢
松岡 裕⼦
佐藤 浩一郎
⻄沢 力
松崎 優太
桑島 智⼦
桑島 智⼦
桑島 智⼦
名和 勇貴



寺地 浩一
浅川 みちる
北林 宏史
竹内 友章
伊藤 俊明
赤﨑 匠
赤﨑 匠
藤沢 なみ
山崎 千尋
鴇田 才明
永田 豪
菊地 登
佃 陽⼦
村越 光一
松井 幸⼦
木須 貴久
瀬川 寿
星島 聖二朗
安永 博政
山中 茉莉
池上 彰
増田 貴之
大⻄ 雄浩
寺崎 颯太
坂下 巨樹
沖 紀芳
佐久間 樹理
浦川 佳代⼦
鶴田 仁志
岩谷 麻⼦
千葉 悠輔
仁田 光政
杉本 武嗣
太田 健一郎
鈴木 和彦
鈴木 和彦
⽔野 秀隆
櫻井 淳
野呂 哲也
佐々木 国博
牧野 紘二
高垣 和夫
天野 友幸
渋谷 純
安井 秀一
山野 清美
山添 寛之
町田 盛持
齋藤 健輔
岩田 吉央
渡邉 邦宏
切替 光輝
三島 裕美
田中 秀一
松井 精一
松井 精一
加藤 健斗
田中 武
田中 武
石川 朋
石川 朋
溝井 佳奈
中山 裕規
奥本 未来
渡部 鷹
吉井 達郎
高橋 一行
嶋崎 俊一
杉本 俊二
杉本 俊二
瀬⼾ 裕宣
前田 雅幸
小松崎 康之
江田 保⼦
小椋 正彦
岩崎 進
林郷 光昭
豊田 秀樹
江表 孝雄
田中 紫⼦
渡邊 雅春
櫻井 友紀乃
兵藤 善茂
中村 直樹
横川 翔
山田 幸寛
奥平 勇人
山本 しょうこ
⽔田 博実
大⻄ 尚⼦
近藤 敦
荒井 真介



櫻井 祐一
新屋 湧
佐藤 秀昭
北 喜⼦
山本 雄悟
関谷 要
原 啓介
松山 昂史
篠田 瑠美
高岩 福太郎
小石 英司
宮川 翔
前田 理恵
渡邉 仁美
森田 守
後呂 亜樹⼦
加藤 治人
渡邊 傳味
三上 雄司
國島 健弘
加藤 瑞人
フジサキ トヨカツ
フジサキ トヨカツ
郷古 一樹
小野 清孝
内山 勇樹
辻本 直史
古島 博司
横山 寛
高岡 茂樹
岡野谷 益嗣
荒木 景太
田村 順吾
筒井 辰弥
古谷 樹仁
池田 和彦
清⽔ ゆかり
軽部 啓
二宮 大輔
和田 麻里⼦
高橋 健
遅沢 喜則
小松 梨紗
横山 建治
伊東 聖矢
成田 昂平
広中 敦志
中里 拓樹
新田 徳彦
上田 博⼦
村澤 淳一
安藤 紀世志
君和田 武
児玉 かおり
山中 幸一
篠﨑 聡帆
宇井 祐一
木野内 佑優
分島 智⼦
福島 政利
高丸 慶
野辺地 健太
山本 稔
中島 大智
弓取 正弥
弓取 正弥
中村 康一
桑田 知秀
上田 大輔
奥平 哲也
大野 真人
松尾 潤二
高垣 和夫
深山 大介
大塚 知恵
住原 晃一
⿊田 政紀
澤村 房枝
道教 泰⼦
宮下 康一
中尾 直美
森川 大祐
柏木 聖貴
谷 到
尹 麗穎
⻄内 康悦
乙井 敏夫
乙井 敏夫
播磨 鏡人
河﨑 智⼦
横川 美佳⼦
高橋 雅彦



名越 優⼦
山嵜 良太
渡邉 敬介
小原木 太一
堀部 靖
堀部 靖
柳井 真
鈴木 大揮
佐々木 志穂
原野 純
萬代 隆
島内 健
高 鵬
冨髙 吉幸
中山 博幸
喜多見 一輝
藪下 文雄
吉田 ミカ
安田 光作
行田 真由美
寺部 喜洋
佐々木 健
吉澤 幸太
高木 昇
山浦 孝幾
日比野 暢
鈴江 昌⺒
岩根 義明
密 弘二朗
岡島 孝典
今⻄ 浩貴
矢尾 和紀
木村 美歩
清⽔ 勇介
千葉 悠輔
小杉山 義高
倉員 忠弘
田村 紀⼦
野村 茂樹
永⻑ 秀隆
池田 省治
村井 柚月
北田 昌嗣
原 誠
坂田 裕美⼦
小林 一生
井上 真由美
小沼 恵美
シング 祥⼦
金谷 嘉之
タカハシ ヤスコ
醫王田 章弘
垰越 宏幸
岡田 裕一
齋藤 健輔
篠田 瑠美
松村 隆士
赤沼 健次
小松 博
岡田 啓介
相葉 君江
小林 正浩
鈴木 美津江
大瀬 瑠美
佐久間 伸⼦
HUNG WEIHSUAN
渋谷 仁⼦
佐々木 輝明
遠藤 利満
広野 孝幸
新木 誠一
鈴木 智⼦
⽔上 愼之介
那智 毅
⻄村 まりえ
那智 毅
木村 悠佑
暮沼 佐代⼦
瀧澤 みさき
鈴木 一秀
新國 拡
高田 翔一
平田 彩香
寺脇 了
野村 和弘
福田 哲也
福田 哲也
福田 哲也
井岡 千秋
守田 佑香
中村 咲⼦
塩谷 幸作



石田 宗久
矢野 宏侑
茂野 武士
井野 新太郎
原田 美穂
安井 秀一
籠島 知宏
岩田 吉央
渡部 賢人
小川 尚文
橋本 尚代
砂留 かおり
高木 瑛理⼦
斎藤 貴大
勝浦 貴俊
圓谷 貴
國友 真
石井 信和
石井 信和
高岡 茂樹
野呂 哲也
太田 真司
⻑谷川 慧
桑原 和馬
馬渕 俊一郎
馬渕 俊一郎
田村 直司
田村 直司
幾見 和宏
森 大樹
船津 美保
中⻄ 祐二郎
今澤 要
今澤 要
入澤 卓見
豊福 健一郎
岡本 卓也
⼾澤 まどか
佐々木 健
古川 晶⼦
白神 康行
野口 由貴⼦
榊原 昇
松浦 利幸
中村 優美⼦
兒玉 修一
伊東 聖矢
岡田 真明
榊 景太朗
張 暁
鳥本 剛司
池田 和彦
⻄脇 光
立花 昌幸
乾 信哉
⻑瀬 裕哉
橋本 幸治
中⻄ 智之
添田 順治
岡本 英明
⻄岡 小百合
佐藤 風悠
仁田 光政
大友 望
神田 泰明
山崎 奈穂
松尾 良介
五味 徳起
鈴木 誠之
赤沼 健次
岩木 霞
後藤 大樹
福島 政利
櫻井 元春
樋口 太
久保 直美
橋本 祐則
本仁 善英
今野 忠将
鈴木 省吾
桂川 潤
當間 邦夫
山脇 和貴
安部 太貴
石井 信和
石井 信和
宮原 慎太郎
宮原 慎太郎
根岸 拓海
中田 智
堀江 宏
土橋 裕大



清⽔ 勇介
神山 真理⼦
横山 寛
佐藤 敦史
市原 悠樹
加藤 一樹
坂下 巨樹
中村 正之
磯部 照彦
磯部 照彦
加藤 旬
藤本 満恵
梅田 和憲
後呂 亜樹⼦
村上 大輔
朱 樹為
牟田 智也
木村 直祐
森 直樹
山田 雄三
大竹 俊哉
大竹 俊哉
大竹 俊哉
植田  浩志
植田  浩志
塩谷 幸作
⽔野 秀隆
中島 一茂
瀬⼾ 裕宣
加納 利和
丹菊 泰志
⻫木 優介
高岡 茂樹
加藤 直美
遠藤 めぐみ
姫野 宏俊
石野 遼
藤倉 あや人
中川 智⼦
井﨑 直人
淺野 宏規
湯浅 美佳
渡邊 優⼦
不破 隆行
道教 泰⼦
鍛冶 俊明
高岡 祐希
盛永 大夏
宮下 稔
清⽔ 健次
井上 雄翔
魏 欣
齊藤 芙美
川尻 雄基
辻井 孝明
丹治 恵吏
田中 玲奈
松尾 潤二
諸星 昌也
那智 毅
那智 毅
田中 亨児
大東 賢司
小野 翔太郎
山崎 慎也
道上 正人
新國 拡
横山 寛
神⼾ 拓光
渡辺 なつみ
村上 大輔
内田 靖之
内田 靖之
添田 順治
杉山 正幸
後呂 亜樹⼦
鈴木 典史
大津 章
橋本 政樹
本岡 宏司
武山 直丈
武山 直丈
藤田 勝美
二宮 ますみ
Barman Pallav Jyoti
寺部 喜洋
川村 知由
加賀谷 優希
中川 美香
山本 直樹
小俣 光弘
神谷 雅⼦



石田 宗久
杉林 強
弦巻 和通
畑中 新一
新谷 秀明
東村 充二
⿊川 哲也
赤沼 健次
⻘木 勝利
林 直紀
酒巻 忠司
桂川 潤
⻄本 明義
佐藤 武士
三浦 昇
三浦 昇
武内 隆志
竹内 柚希奈
河村 真
武山 直丈
渡邉 邦宏
佐野 仁一
伊藤 雅一
後呂 亜樹⼦
寺延 佑介
細川 孝顕
濱島 睦弥
別所 久男
永井 立平
仲沢 仁
金野 亜美
平塚 昭男
岡田 貴敬
樋口 喜英
鈴木 正浩
成田 則夫
松尾 龍一
行田 真由美
服部 淳⼦
田村 直司
藤田 洋志
岡田 光生
栢森 恵⼦
桂川 潤
金谷 尊重
佐藤 理之
吉岡 則行
古田 真也
池上 光樹
道教 泰⼦
中川 美香
伊藤 雅一
塩谷 幸作
遠藤 利満
赤沼 健次
野村 和弘
大竹 俊哉
大竹 俊哉
大竹 俊哉
竹内 誠一
佐野 崇幸
藤原 大輔
川⻄ 亮太
⻄山 敬浩
本仁 善英
中野 行徳
金山 和弘
高木 義則
野呂 修平


