
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２年分）
お名前 お住まいの市区町村 寄附金額（円）

近藤 雅由 旭川市 11,000
田中 清久 旭川市 11,000
澤森 一貴 旭川市 11,000
深田 宗志 芦別市 22,000
吉田 夏実 札幌市 11,000
山内 吉彦 札幌市厚別区 11,000
石郷岡 彰 札幌市手稲区 11,000
吉田 抄苗 札幌市⻄区 11,000
佐々⽊ 功 札幌市⻄区 11,000
柴田 唯 札幌市⻄区 11,000
⾺場 敦志 札幌市⻄区 11,000
三上 光太郎 札幌市中央区 11,000
小野 英樹 札幌市中央区 11,000
高橋 舞 札幌市東区 10,000
高山 有也 札幌市東区 11,000
田邊 はるな 札幌市東区 11,000
奥村 大輔 札幌市白石区 11,000
米山 卓也 札幌市白石区 11,000
米坂 杏南 札幌市北区 11,000
金子 真 上川郡東川町 60,000
川村 基也 石狩市 11,000
川村 基也 石狩市 11,000
二口 崇史 千歳市 11,000
岩本 遼平 川上郡弟子屈町 11,000
高田 厚嗣 中川郡幕別町 11,000
齊藤 塊斗 苫小牧市 22,000
山崎 亜矢子 標津郡中標津町 11,000
平井 直樹 弘前市 11,000
小松 英司 上北郡おいらせ町 66,000
小松 英司 上北郡おいらせ町 11,000
菊池 圭 一関市 22,000
伊藤 良子 花巻市 11,000
照井 陽子 花巻市 11,000
照井 陽子 花巻市 10,000
佐々⽊ 駿 紫波郡紫波町 11,000
大熊 嵩英 盛岡市 11,000
高橋 里美 石巻市 11,000
高橋 里美 石巻市 11,000
菅原 洋介 仙台市宮城野区 11,000
⽊内 夏子 仙台市若林区 11,000
佐藤 隆⾏ 仙台市⻘葉区 11,000
松本 みのり 仙台市⻘葉区 10,000
伊藤 聖⼈ 仙台市⻘葉区 11,000
窪田 美子 仙台市⻘葉区 11,000
根本 亨 仙台市泉区 11,000
坂本 美香子 秋田市 11,000
⻄野 瀬莉香 秋田市 11,000
斎藤 梢 大仙市 11,000
氏家 政喜 寒河江市 11,000
齋藤 博子 山形市 11,000
⽊本 裕介 酒田市 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
仲嶋 義晴 村山市 11,000



矢吹 修一 いわき市 11,000
國井 美穂 伊達市 10,000
鈴⽊ 千恵子 須賀川市 11,000
星 純子 南会津郡南会津町 13,000
田山 広大 つくば市 11,000
永見 裕之 小美玉市 11,000
鈴⽊ 稜 日立市 11,000
桑畠 与⻯ さくら市 10,000
篠原 博隆 宇都宮市 11,000
舟橋 直紀 宇都宮市 11,000
舟橋 直紀 宇都宮市 11,000
町井 香苗 宇都宮市 10,000
福田 梓 宇都宮市 11,000
⽊島 茂喜 下野市 10,000
林 健 下野市 66,000
林 健 下野市 11,000
小関 めぐみ 佐野市 11,000
小関 めぐみ 佐野市 11,000
加藤 立太 小山市 11,000
新井 賢一 みどり市 11,000
石坂 裕志 吾妻郡高山村 11,000
室田 理貴 高崎市 11,000
静 貴久 前橋市 33,000
静 貴久 前橋市 11,000
池田 大輝 さいたま市浦和区 80,000
藤田 識雄 さいたま市浦和区 11,000
山中 一郎 さいたま市岩槻区 23,000
山中 一郎 さいたま市岩槻区 23,000
有働 和弘 さいたま市見沼区 11,000
萩原 淑 さいたま市桜区 11,000
大橋 隆敏 さいたま市大宮区 11,000
大橋 隆敏 さいたま市大宮区 11,000
河上 桃子 さいたま市大宮区 11,000
河上 桃子 さいたま市大宮区 11,000
森田 浩司 さいたま市中央区 11,000
小林 健一郎 さいたま市南区 11,000
神部 瑠美 さいたま市南区 11,000
北村 由紀 さいたま市南区 11,000
奥田 圭作 さいたま市南区 11,000
奴田原 健 さいたま市北区 11,000
小⻄ 雅⺒ さいたま市緑区 22,000
中村 昭則 さいたま市緑区 11,000
石原 弘一 ふじみ野市 11,000
山下 真 熊谷市 11,000
田島 正也 熊谷市 11,000
嶋 亮 熊谷市 11,000
影山 姿子 ⼾田市 11,000
秋野 靖彦 ⼾田市 11,000
山口 毅 ⾏田市 11,000
望月 莉加 鴻巣市 11,000
李 家麒 三郷市 11,000
関根 涼介 志⽊市 11,000
関根 涼介 志⽊市 11,000
小峰 拓也 春日部市 11,000
松永 大輔 所沢市 11,000
粕谷 剛宏 所沢市 11,000
小川 義孝 上尾市 53,000
鈴⽊ 勝成 上尾市 11,000
小島 健司 新座市 11,000
小林 千夏 新座市 11,000
小林 千夏 新座市 10,000



島田 俊夫 新座市 11,000
島田 俊夫 新座市 11,000
荒井 尚輝 川口市 60,000
荒井 尚輝 川口市 11,000
⻘柳 真佐樹 川口市 22,000
⻘柳 真佐樹 川口市 22,000
前田 泰史 川口市 10,000
田中 亜由美 川口市 11,000
富松 正⾏ 川口市 11,000
平井 孝明 川口市 10,000
クボタ ダイゴロウ 草加市 11,000
橋本 真二 草加市 11,000
畑中 格 草加市 11,000
及川 知計 朝霞市 11,000
藤井 遼太 朝霞市 11,000
佐生 光也 鶴ヶ島市 11,000
山下 亮哉 鶴ヶ島市 11,000
塚本 一平 入間郡三芳町 13,000
柏⽊ 聖貴 入間郡三芳町 11,000
野口 良⼈ 入間市 11,000
糸井 弥 富士見市 11,000
小林 勉 北葛飾郡杉⼾町 11,000
田中 哲太 本庄市 11,000
原 北斗 和光市 11,000
佐藤 裕貴 和光市 11,000
小野田 洋介 印⻄市 66,000
王 天香 浦安市 11,000
宗宮 直輝 我孫子市 11,000
宮野 有紀 鎌ケ谷市 22,000
櫻井 綾 鎌ケ谷市 11,000
諏訪 雅彦 香取市 23,000
吉田 みなみ 佐倉市 11,000
稲葉 鷹且 山武市 11,000
永井 智也 市原市 22,000
榎本 賢 市川市 11,000
江川 徹 市川市 11,000
大和田 勝巧 市川市 11,000
平田 篤史 市川市 11,000
島田 佑輔 習志野市 11,000
庄司 晃史 松⼾市 11,000
中村 正之 松⼾市 11,000
中村 正之 松⼾市 11,000
中村 正之 松⼾市 11,000
三浦 剛 千葉市稲毛区 11,000
清水 美由紀 千葉市花見川区 11,000
佐藤 萌奈 千葉市若葉区 11,000
増田 ゆか 千葉市中央区 11,000
中島 理一郎 千葉市中央区 11,000
橋本 駿 船橋市 11,000
畑野 いずみ 船橋市 11,000
中島 舞 東金市 11,000
庄司 ⻯也 南房総市 11,000
佐藤 真 柏市 41,000
山下 あい 柏市 11,000
飯塚 有美 柏市 11,000
Matsumoto Yukino 八千代市 11,000
田口 博美 野田市 11,000
田口 博美 野田市 11,000
吉田 真里 流山市 11,000
⻄嶋 達男 流山市 11,000
石丸 健太郎 流山市 11,000



村田 直矢 流山市 11,000
堤 将太郎 流山市 11,000
曾 臻 港区 11,000
曾 臻 港区 11,000
曾 臻 港区 11,000
曾 臻 港区 11,000
清水 あきら 羽村市 11,000
井上 裕次郎 葛飾区 11,000
佐藤 鉄哉 葛飾区 33,000
小林 悠⼈ 江⼾川区 11,000
福江 一起 江⼾川区 11,000
福江 一起 江⼾川区 11,000
福江 一起 江⼾川区 11,000
⽊村 孝司 江⼾川区 22,000
李 雪山 江⼾川区 11,000
古井 孝幸 江⼾川区 11,000
山下 ⻯⾺ 江⼾川区 13,000
市川 ⾄⾳ 江⼾川区 11,000
奥川 詩英奈 江東区 11,000
玉谷 重夫 江東区 11,000
高橋 英伸 江東区 11,000
三宅 直登 江東区 11,000
市川 綾香 江東区 11,000
森谷 香子 江東区 11,000
藤谷 唯乃 江東区 11,000
鈴⽊ 美由紀 江東区 11,000
吉村 拓 港区 11,000
小⻄ 明範 港区 11,000
松澤 明日香 港区 11,000
鈴⽊ 美結 港区 11,000
齋藤 剛 港区 11,000
高橋 克己 荒川区 60,000
佐藤 光一 荒川区 11,000
太田 清和 荒川区 11,000
太田 清和 荒川区 11,000
新田 毅 国分寺市 33,000
山下 晃秀 国立市 11,000
松林 良憲 三鷹市 11,000
松林 良憲 三鷹市 11,000
松林 良憲 三鷹市 11,000
林 祐治 三鷹市 22,000
沖 未歩子 渋谷区 33,000
桑原 利旺 渋谷区 11,000
三上 祐幸 渋谷区 11,000
大渕 祐太郎 渋谷区 11,000
藤本 悠介 渋谷区 11,000
北見 浩一 渋谷区 21,000
鈴⽊ 孝太郎 渋谷区 11,000
河本 翔平 小金井市 30,000
川原 里紗 小金井市 11,000
金野 祐也 小平市 11,000
⽊村 譲 昭島市 10,000
ma chengsu 新宿区 38,000
遠藤 和也 新宿区 66,000
近藤 雄二 新宿区 11,000
小豆畑 勝利 新宿区 11,000
小豆畑 勝利 新宿区 11,000
小豆畑 勝利 新宿区 11,000
小豆畑 勝利 新宿区 11,000
田宮 渚 新宿区 11,000
田添 純彦 新宿区 11,000



飯野 和哉 新宿区 11,000
武石 暢子 新宿区 66,000
⽊⼾口 美季 新宿区 11,000
⽊⼾口 美季 新宿区 11,000
鈴⽊ 身和 新宿区 11,000
鈴⽊ 身和 新宿区 11,000
齊藤 優太 新宿区 44,000
齊藤 優太 新宿区 11,000
齊藤 優太 新宿区 11,000
松野 綾野 新宿区市 12,000
小林 美沙 杉並区 11,000
真山 優育 杉並区 11,000
石川 拓也 杉並区 100,000
白石 大揮 杉並区 11,000
平沢 凜生 杉並区 11,000
本間 和彦 杉並区 11,000
前田 節子 杉並区

杉並区 10,000
夏 添 世田谷区 11,000
笠原 佑亮 世田谷区 11,000
喬 琳 世田谷区 11,000
足立 剛一 世田谷区 11,000
堂山 幸男 世田谷区 25,000
永田 愛 世田谷区 11,000
高野 詩織 世田谷区 11,000
合田 麻衣子 世田谷区 10,000
星 貴博 世田谷区 11,000
平井 由理亜 世田谷区 11,000
駒場 衿香 ⻄東京市 10,000
高嶺 靖 ⻄東京市 11,000
村田 龍亮 千代田区 33,000
三輪 沙也加 足立区 11,000
嵩井 涼 足立区 11,000
⻄名 武 足立区 11,000
中田 あいり 足立区 11,000
⻑谷川 裕治 足立区 11,000
島崎 英一 足立区 11,000
矢澤 寛子 足立区 11,000
和田 昭則 足立区 20,000
廣井 薫 足立区 11,000
加瀬 優希 多摩市 11,000
上山 可愛 多摩市 11,000
竹内 裕子 多摩市 11,000
加藤 寛崇 台東区 11,000
加藤 寛崇 台東区 11,000
加藤 寛崇 台東区 11,000
加藤 寛崇 台東区 11,000
加藤 寛崇 台東区 10,000
小野 清孝 台東区 11,000
小野 清孝 台東区 11,000
⻄村 ゆり 台東区 11,000
赤石 浩司 台東区 11,000
尾崎 浩介 台東区 11,000
和泉 克吉 台東区 11,000
益子 哲 大田区 11,000
屋我 星乃 大田区 11,000
宮澤 有里 大田区 11,000
宮澤 有里 大田区 11,000
熊谷 祐希 大田区 11,000
三浦 雅大 大田区 66,000
山口 実央 大田区 11,000



織井 春那 大田区 11,000
藤原 嵩士 大田区 11,000
野田 直暉 大田区 11,000
鷲見 由美子 大田区 11,000
寺田 聡 中央区 11,000
寺田 聡 中央区 11,000
篠田 瑠美 中野区 11,000
小林 圭輔 中野区 11,000
村⽊ 康臣 中野区 11,000
中村 美穂 中野区 10,000
北村 大作 中野区 20,000
今井 麻子 町田市 11,000
坂本 舞 町田市 11,000
小林 祐太 調布市 11,000
蜂谷 結花 調布市 11,000
朴 寅夫 東久留米市 11,000
平原 大雅 東村山市 11,000
井上 達也 八王子市 22,000
仲地 俊幸 八王子市 11,000
仲地 俊幸 八王子市 33,000
仲地 俊幸 八王子市 11,000
渡邊 貴也 八王子市 11,000
王 莫然 板橋区 11,000
吉光 孝⾏ 板橋区 11,000
吉光 孝⾏ 板橋区 11,000
吉光 孝⾏ 板橋区 10,000
五味 義幸 板橋区 11,000
山田 朋美 板橋区 11,000
小沼 義⾏ 板橋区 11,000
谷口 香織 板橋区 11,000
藤澤 萌⼈ 板橋区 11,000
平岡 陽 板橋区 11,000
平野 麻実 板橋区 11,000
矢津田 成美 板橋区 11,000
井澤 怜美 品川区 11,000
⼾高 莉奈 品川区 11,000
佐々⽊ 剛 品川区 11,000
佐藤 仁 品川区 60,000
松尾 由香里 品川区 10,000
上田 暉明 品川区 11,000
⻄村 晃 品川区 11,000
倉品 博樹 品川区 11,000
大山 智雅 品川区 11,000
丹羽 彩歌 品川区 11,000
田中 志昂 品川区 11,000
渡邉 和⼈ 品川区 22,000
鍋屋 勇太 品川区 11,000
南 夏実 品川区 11,000
堀田 晴奈 品川区 11,000
劉 亭儀 品川区 11,000
石川 靖晃 府中市 11,000
岡本 寧一 武蔵野市 38,000
北田 祥 福生市 11,000
陰山 健太朗 文京区 11,000
奥富 大河 文京区 10,000
山田 尊裕 文京区 11,000
森岡 裕介 文京区 11,000
石川 昌幸 文京区 11,000
筆谷 芳⾏ 文京区 11,000
FAN XINLING 豊島区 11,000
松田 菜花 豊島区 11,000



水谷 文香 豊島区 11,000
川田 夕莉奈 豊島区 11,000
峯岸 美穂 豊島区 11,000
鄒 双竹 豊島区 11,000

豊島区
岩倉 敦 北区 11,000
⿊田 奨貴 北区 11,000
小田 清貴 北区 10,000
植坂 史郎 北区 33,000
⻫藤 隆夫 北区 11,000
⻑島 大介 北区 11,000
福島 淳也 北区 11,000
齋藤 友貴 北区 11,000
玉⽊ 秀治 墨田区 11,000
佐々⽊ 要 墨田区 66,000
酒田 祥平 墨田区 11,000
松浦 克磨 墨田区 11,000
二田 みき子 墨田区 11,000
鈴⽊ 大介 墨田区 11,000
井尻 篤宏 目⿊区 22,000
⾓谷 真治 目⿊区 11,000
⾓谷 真治 目⿊区 11,000
池島 景子 目⿊区 11,000
天春 真理絵 目⿊区 11,000
二ノ倉 聡 目⿊区 11,000
⽚岡 亮 目⿊区 22,000
梅田 龍樹 立川市 11,000
鈴⽊ 陽 立川市 11,000
下澤 武留 練⾺区 11,000
下澤 武留 練⾺区 11,000
佐々⽊ 賢一 練⾺区 10,000
山崎 貴生 練⾺区 11,000
神 則子 練⾺区 11,000
川口 大介 練⾺区 22,000
浅野 俊介 練⾺区 11,000
早武 賢介 練⾺区 11,000
土田 亜希子 練⾺区 11,000
野間 勝典 練⾺区 11,000
李 倩 練⾺区 11,000
中村 拳斗 伊勢原市 11,000
野村 慧 伊勢原市 11,000
安田 光作 横須賀市 11,000
相原 伸伍 横浜市旭区 10,000
宮川 由梨 横浜市旭区 11,000
辻野 祥伍 横浜市磯子区 11,000
辻野 祥伍 横浜市磯子区 11,000
中村 秀太郎 横浜市⼾塚区 11,000
野々村 かおり 横浜市港南区 11,000
今井 聡士 横浜市港北区 11,000
大村 悟志 横浜市港北区 11,000
中田 聡 横浜市港北区 11,000
渡邉 竣介 横浜市港北区 11,000
吉本 翔太 横浜市港北区 25,000
田中 玲奈 横浜市神奈川区 11,000
永森 弘康 横浜市神奈川区 11,000
外崎 佳奈 横浜市神奈川区 11,000
高本 勇希 横浜市瀬谷区 11,000
佐藤 大明 横浜市⻄区 11,000
石塚 耕大 横浜市⻄区 66,000
大塚 裕子 横浜市⻄区 11,000
秋田 桃子 横浜市⻘葉区 11,000



横山 卓志 横浜市⻘葉区 22,000
久永 優介 横浜市⻘葉区 10,000
沼口 大輔 横浜市中区 11,000
蛭田 達朗 横浜市中区 11,000
飯塚 菜々子 横浜市鶴見区 11,000
伊藤 智恵 横浜市鶴見区 11,000
山中 宏紀 横浜市鶴見区 11,000
岡野 潤 横浜市都筑区 33,000
小泉 光秋 横浜市都筑区 33,000
小泉 光秋 横浜市都筑区 33,000
川添 実 横浜市都筑区 11,000
安⻫ 順一 横浜市都筑区 11,000
岡田 真 横浜市都筑区 22,000
高⽊ 次男 横浜市南区 11,000
小島 聖也 横浜市南区 11,000
新村 恭平 横浜市南区 11,000
石渡 美寿希 横浜市南区 22,000
川上 裕 横浜市南区 50,000
中山 芳佳 横浜市南区 10,000
吉本 明 横浜市南区 11,000
伊東 雄介 横浜市保土ケ谷区 11,000
永島 哲也 横浜市保土ケ谷区 11,000
山下 大貴 横浜市保土ケ谷区 13,000
佐藤 葉月 横浜市緑区 11,000
大塚 孝之 横浜市緑区 11,000
⻑谷川 恭子 横浜市緑区 11,000
齋藤 智成 横浜市緑区 11,000
野々口 哲生 鎌倉市 11,000
山本 瑞紀 厚⽊市 11,000
鈴⽊ 百恵 厚⽊市 10,000
見上 健一郎 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
坂本 裕二 座間市 11,000
佐々⽊ 高雅 三浦郡葉山町 11,000
松本 隆之 小田原市 11,000
住野 智彦 川崎市宮前区 11,000
住野 智彦 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
中澤 まどか 川崎市幸区 11,000
冨永 和也 川崎市幸区 11,000
冨永 和也 川崎市幸区 11,000
河原 颯吾 川崎市高津区 11,000
⻑谷川 恭子 川崎市高津区 10,000
土屋 勝裕 川崎市高津区 22,000
土屋 勝裕 川崎市高津区 11,000
土屋 勝裕 川崎市高津区 11,000
風間 祐佳 川崎市高津区 11,000
⽊村 麻美 川崎市高津区 11,000
佐藤 翔一 川崎市川崎区 11,000
大橋 空⼈ 川崎市川崎区 22,000
大薗 久美 川崎市多摩区 10,000
坂尻 愛明 川崎市中原区 11,000
清水 秀和 川崎市中原区 33,000
内海 智 川崎市中原区 11,000
内海 智 川崎市中原区 11,000
井筒 雅志 川崎市中原区 11,000
丸山 幸恵 川崎市中原区 11,000
関根 潤 相模原市 11,000



小俣 昌規 相模原市 33,000
小俣 昌規 相模原市 33,000
大城 敏光 相模原市 25,000
大川 雄一郎 相模原市 11,000
大川 雄一郎 相模原市 11,000
大川 雄一郎 相模原市 11,000
大川 雄一郎 相模原市 11,000
大川 雄一郎 相模原市 10,000
大澤 紀康 相模原市 11,000
島崎 翔 大和市 11,000
嶋崎 光寿 大和市 33,000
門屋 涼 大和市 11,000
荒⽊ 智浩 藤沢市 10,000
⻑岡 洋平 藤沢市 11,000
齋藤 恵美 阿賀野市 11,000
岩佐 邦彦 上越市 11,000
村岡 勝典 上越市 11,000
関 正志 新潟市 11,000
五十嵐 航 新潟市 11,000
佐藤 静香 新潟市 11,000
佐藤 静香 新潟市 11,000
小椋 俊幸 新潟市 11,000
森下 岳志 新潟市 11,000
坪川 瑞樹 新潟市 11,000
内藤 朋花 新潟市 10,000
有賀 茂雄 新潟市 13,000
永山 勝⺒ ⻑岡市 11,000
山崎 浩美 ⻑岡市 11,000
森川 諒 魚津市 13,000
台蔵 晴久 高岡市 11,000
台蔵 晴久 高岡市 11,000
中田 恵理子 高岡市 10,000
宮澤 徹 金沢市 11,000
村 宏樹 小松市 11,000
小林 宏充 野々市市 11,000
仲野 祐史 小浜市 11,000
⿊田 喬介 福井市 11,000
三宅 潤 福井市 11,000

福井市
三井 利江 甲府市 11,000
石山 貴士 甲府市 33,000
有賀 幸恵 伊那市 11,000
鈴⽊ 雄三 松本市 11,000
宮島 義幸 上田市 11,000
小宮山 敦史 須坂市 11,000
立松 喬 ⻑野市 11,000

各務原市
各務原市

伊藤 洋介 岐阜市 33,000
横山 淳平 岐阜市 11,000
河合 遥 岐阜市 11,000
及川 太郎 岐阜市 10,000
宮地 一裕 岐阜市 11,000
宮地 一裕 岐阜市 11,000
上田 倫之 岐阜市 11,000
⾺淵 正敏 岐阜市 10,000
桜井 浩 岐阜市 12,000
栗山 進太郎 土岐市 11,000
栗山 進太郎 土岐市 10,000
浅野 圭亮 土岐市 11,000

美濃加茂市



北川 裕一 本巣郡北方町 11,000
松久 康成 揖斐郡大野町 11,000

掛川市
北島 龍之介 駿東郡清水町 11,000
桐生 直明 駿東郡⻑泉町 11,000
赤堀 貴之 沼津市 11,000

沼津市 10,000
岸端 うめよ 榛原郡吉田町
佐野 勇一 静岡市 11,000
吉田 崇⼈ 静岡市駿河区 10,000
高田 正樹 静岡市清水区 11,000

静岡市清水区
山本 採歌 田方郡函南町 11,000
松本 美香 藤枝市 11,000
飯塚 智章 藤枝市 11,000

藤枝市
宮代 将成 磐田市 11,000
川島 浩 磐田市 50,000
袴田 慎也 浜松市⻄区 11,000
坂元 慎治 浜松市⻄区 22,000
和久田 惣介 浜松市⻄区 11,000
和久田 惣介 浜松市⻄区 11,000
小栗 千鶴 浜松市中区 81,000
小野 凌汰 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
新井 梢 浜松市中区 11,000
⻑倉 里美 浜松市中区 11,000
⽊下 千明 富士宮市 11,000
矢部 美香 牧之原市 11,000
吉田 麻里子 みよし市 10,000
吉田 麻里子 みよし市 10,000
山根 佳純 みよし市 11,000
岸 亜美 愛知郡東郷町 11,000
山口 賢哉 安城市 11,000
野村 直孝 安城市 30,000
近藤 弘紀 一宮市 11,000

一宮市 37,000
高屋敷 エツ子 岡崎市 11,000
山下 利明 岡崎市 11,000
手嶋 夏奈子 岡崎市 11,000
石川 拓海 岡崎市 10,000

岡崎市
岡田 直⼈ 額田郡幸田町 55,000
加藤 久也 犬山市 10,000

犬山市
江南市
江南市

清水 国大 高浜市 11,000
堀尾 昇司 春日井市 60,000
古谷 雅⼈ 小牧市 11,000
鈴⽊ 康浩 瀬⼾市 11,000
伴 徳雄 清須市 11,000
桜井 紀彦 清須市
守田 一葵 大府市 11,000

丹羽郡扶桑町 62,000
遠藤 龍介 知多郡阿久比町 11,000
古谷 龍 知立市 11,000
武田 泰法 知立市 10,000

田原市
⼾澤 まどか 東海市 11,000



杉本 尚平 東海市 11,000
小嶌 智海 日進市 11,000
内山 愛一郎 日進市 11,000

半田市
尾張旭市

⽊村 佳代 豊橋市 11,000
清水 千秋 豊橋市 10,000
清水 千秋 豊橋市 10,000
金子 泰子 豊川市 11,000
前川 有実子 豊川市 11,000
橋詰 篤男 豊田市 11,000
田中 翔也 豊田市 40,000
両⾓ 由貴夫 豊田市 13,000
山田 浩枝 豊田市 36,000
梅村 誠一 豊田市
森 一浩 北名古屋市 33,000

北名古屋市 22,000
平田 亮 名古屋市守山区 30,000
⾺渕 龍彦 名古屋市昭和区 11,000
⾺渕 龍彦 名古屋市昭和区 11,000
⾺渕 龍彦 名古屋市昭和区 10,000
吉田 宏明 名古屋市昭和区 11,000
串原 純菜 名古屋市昭和区 11,000
山田 祥子 名古屋市昭和区 11,000
川井 伸恵 名古屋市昭和区 10,000
和田 実央 名古屋市昭和区 10,000

名古屋市昭和区
小野 百合花 名古屋市瑞穂区 10,000
福島 正幸 名古屋市瑞穂区 11,000
岩瀬 優希 名古屋市千種区 11,000
小島 建一 名古屋市中区 25,000

名古屋市中区
安藤 慈美 名古屋市中川区 11,000
平野 耀 名古屋市中川区 11,000
鈴⽊ 崇公 名古屋市中村区 11,000
田島 千紗子 名古屋市天白区 11,000
志賀 祐輔 名古屋市東区 11,000
杉浦 由紀 名古屋市東区 33,000
津田 久美 名古屋市東区 11,000
澤田 ひとみ 名古屋市東区 11,000
河村 正⼈ 名古屋市熱田区 11,000
枩浦 拓也 名古屋市北区 11,000
望月 昌仁 名古屋市名東区 30,000
伊藤 芽ぐみ 名古屋市緑区 11,000
細江 久美子 名古屋市緑区 10,000
中野 貴弘 名古屋市緑区 11,000
山内 冴香 伊賀市 11,000
和田 光生 伊賀市 37,000
山本 英司 伊勢市 13,000
矢野 英樹 桑名市 11,000
江島 孝志 四日市市 66,000
江島 孝志 四日市市 11,000
山田 朔輔 四日市市 11,000
孫 聖洋 四日市市 11,000
土屋 純司 四日市市 36,000
大⻄ 香穂 松阪市 10,000
大内 祐介 津市 22,000
本村 健太郎 津市 22,000
見並 正樹 度会郡玉城町 22,000

名張市
真鍋 仁 近江八幡市 11,000



臼井 学 近江八幡市 13,000
⻄村 浩 草津市 11,000
大谷 彩 草津市 11,000
秋岡 信博 大津市 11,000
⾺場 祐二 米原市 22,000
橋川 亜沙美 京田辺市 38,000
橋川 和幸 京田辺市 13,000
藤井 太助 京都市下京区 11,000
上松 弘幸 京都市左京区 11,000
向田 公美子 京都市左京区 22,000
上田 香菜 京都市上京区 11,000
岡 圭祐 京都市中京区 11,000
桂 瑛里 京都市中京区 11,000
村上 遥香 京都市伏見区 11,000
楠田 博子 京都市北区 11,000
稲川 直浩 城陽市 11,000
金森 史晃 ⻑岡京市 11,000
村田 武彦 ⻑岡京市 11,000
佐々⽊ 衛 ⽊津川市 20,000
関谷 智仁 茨⽊市 11,000
関谷 智仁 茨⽊市 22,000
大島 咲希 岸和田市 11,000
山本 宏 交野市 11,000
竹地 一弘 高石市 13,000
四方 沙織 高槻市 11,000
佛淵 美紀 堺市堺区 11,000
岡田 真理子 堺市⻄区 11,000
河合 美佳 堺市南区 13,000
⾺渕 智 堺市北区 22,000
畑 菜津子 堺市北区 11,000
本田 美由紀 堺市北区 12,000
⻄村 奈々 守口市 11,000
小林 美樹 寝屋川市 11,000
矢尾 志穂 寝屋川市 11,000
古野 実千代 吹田市 11,000
高⽊ 祐介 吹田市 11,000
山形 修平 吹田市 11,000
大⻄ 友希 摂津市 11,000
林 卓也 泉南郡熊取町 10,000
⻑谷川 洋 大阪市旭区 11,000
酒井 翔子 大阪市港区 11,000
近藤 友加里 大阪市此花区 11,000
望月 敦史 大阪市此花区 11,000
細井 友之 大阪市住吉区 11,000
岡本 ⻯⾺ 大阪市⻄区 11,000
宮城 亜矢 大阪市⻄区 20,000
山本 眞子 大阪市⻄区 11,000
川本 一輝 大阪市⻄区 11,000
橋⽖ 紀香 大阪市⻄淀川区 11,000
三澤 友宏 大阪市⻄淀川区 11,000
橋本 麻美 大阪市中央区 11,000
佐村 志穂美 大阪市中央区 11,000
谷本 志保 大阪市中央区 11,000
田中 晴之 大阪市中央区 11,000
山本 綺花 大阪市鶴見区 11,000
谷口 祥樹 大阪市鶴見区 13,000
内田 和寛 大阪市天王寺区 11,000
内田 和寛 大阪市天王寺区 11,000
山本 硬一 大阪市都島区 11,000
松浦 ちえみ 大阪市都島区 11,000
蓮見 眞子 大阪市都島区 10,000



加藤 由美 大阪市東住吉区 13,000
北島 悠平 大阪市東成区 11,000
北島 悠平 大阪市東成区 11,000
伊賀 千裕 大阪市東淀川区 11,000
吉田 遼⼈ 大阪市福島区 11,000
藤原 洋平 大阪市福島区 11,000
徳山 浩之 大阪市平野区 11,000
穗積 憲幸 大阪市北区 33,000
山崎 有加 大阪市北区 11,000
市原 沙也加 大阪市北区 11,000
⽚山 誠太郎 大阪市淀川区 11,000
羽田野 紀子 大阪市浪速区 11,000
北村 春奈 大阪市浪速区 11,000
橋本 あかり 東大阪市 11,000
袋田 薫 東大阪市 11,000
永野 怜 藤井寺市 11,000
遠山 佳知 八尾市 11,000
濱⽚ 正博 豊中市 11,000

豊中市
栗岡 聡一 枚方市 11,000
高見 悠基 枚方市 33,000
牧 新吾 箕面市 22,000
楠本 歩美 和泉市 11,000
⽊下 翔太 和泉市 11,000
元川 拓哉 たつの市 11,000
岡村 美枝 芦屋市 11,000
岡村 美枝 芦屋市 11,000
永島 貴裕 伊丹市 13,000
鶴田 明三 伊丹市 42,000
石原 慧一 高砂市 11,000
稲熊 洋祐 神⼾市 11,000
加茂 晴信 神⼾市 11,000
吉川 貴⼈ 神⼾市 11,000
今出 政良 神⼾市 38,000
坂本 千代子 神⼾市 11,000
上田 綾 神⼾市 11,000
⻄村 将吾 神⼾市 11,000
⻄本 幸史 神⼾市 11,000
中山 峻一 神⼾市 11,000
田口 良樹 神⼾市 11,000
南 明美 神⼾市 11,000
勝本 健司 神⼾市中央区 11,000
山本 雄大 神⼾市灘区 10,000
⿊住 光 ⻄宮市 11,000
杉村 奈美 ⻄宮市 11,000
⻄條 孝史 ⻄宮市 11,000
大橋 隆敏 ⻄宮市 11,000
福増 由里江 ⻄宮市 11,000
福田 隆英 ⻄宮市 11,000
⻑崎 陽一 川⻄市 11,000
⻑崎 陽一 川⻄市 13,000
⻄野 寿勉 川辺郡猪名川町 13,000
大浦 博明 尼崎市 11,000
竹下 剛司 尼崎市 11,000
田中 奏詩郎 尼崎市 11,000
鈴⽊ 雅⼈ 尼崎市 11,000
岡本 京介 姫路市 11,000
中村 孝幸 姫路市 11,000
藤本 俊明 姫路市 11,000
藤本 俊明 姫路市 11,000
藤本 俊明 姫路市 11,000



高田 みか子 宝塚市 11,000
徳永 秀昭 宝塚市 22,000
川崎 佑樹 豊岡市 11,000
中田 裕子 明石市 11,000
堀 直晃 明石市 13,000

明石市
田合 春美 桜井市 13,000
古谷 樹仁 大和郡山市 11,000
⻄田 貴 奈良市 11,000
与四田 来実 奈良市 10,000
毛利 聡希 北葛城郡王寺町 11,000
藤本 良二 北葛城郡広陵町 10,000
川口 雅昭 有田市 23,000
光中 雄飛 和歌山市 11,000
仁部 優香子 和歌山市 14,000
中浴 英彦 和歌山市 11,000
朝日 裕也 和歌山市 11,000
藤原 裕也 出雲市 11,000
樋口 譲 岡山市 20,000
⽚山 良子 岡山市 13,000
近藤 純子 岡山市北区 11,000
山田 浩平 岡山市北区 11,000
下地 洋史 倉敷市 33,000
渡邉 昭博 倉敷市 11,000
島田 祐一 倉敷市 11,000
宮岡 秀吉 広島市安佐南区 11,000
牧野 遼作 広島市⻄区 22,000
岸田 光平 広島市⻄区 11,000
重川 純也 広島市中区 11,000
大倉 麗央 広島市中区 11,000
矢野 友子 広島市中区 11,000
矢野 友子 広島市中区 11,000
遠藤 寛喜 広島市中区 11,000
林田 めぐみ 広島市東区 10,000
岡 愛梨 広島市南区 11,000
正田 佳樹 江田島市 11,000
久保原 汐莉 福山市 11,000
高橋 早苗 福山市 13,000
松井 啓 福山市 33,000
重岡 美輝 下関市 11,000
岡田 久美 岩国市 13,000
田渕 秀樹 山口市 11,000
加藤 芳照 防府市 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
船城 弘⼈ 徳島市 11,000
安部 孝祐 丸⻲市 13,000
植松 数広 高松市 11,000
村田 晶子 ⽊田郡三⽊町 66,000
村田 晶子 ⽊田郡三⽊町 11,000
甲斐 淳稔 松山市 22,000
⽚岡 秀樹 松山市 11,000
岡田 悠悟 新居浜市 11,000
桑原 智津子 新居浜市 11,000
星加 貴大 ⻄条市 13,000
有瀧 悠大 宿毛市 11,000
⻄尾 智子 遠賀郡芦屋町 11,000
大森 咲紀 久留米市 11,000
牧原 珠美 久留米市 11,000
本村 翼 久留米市 11,000



畑 勝仁 ⾏橋市 11,000
井上 裕美子 糟屋郡篠栗町 11,000
井上 裕美子 糟屋郡篠栗町 11,000
岡本 実 大野城市 11,000
森田 希恵 直方市 11,000
古川 晶子 福岡市⻄区 11,000
川⻄ 真由美 福岡市早良区 11,000
中野 雄太 福岡市早良区 13,000
椎⽊ 美早 福岡市中央区 10,000
椎⽊ 美早 福岡市中央区 10,000
水田 武 福岡市東区 33,000
⻄川 和輝 福岡市南区 11,000
池内 智史 福岡市南区 11,000
後藤 建⼈ 福岡市博多区 11,000
坂本 一真 福岡市博多区 11,000
小野 源 福岡市博多区 10,000
鳴海 翔悟 佐賀市 11,000
宮原 修 鳥栖市 11,000
宮原 修 鳥栖市 11,000
岩崎 豪真 ⻑崎市 11,000
村中 孝⾄ ⻑崎市 11,000
丸林 祐樹 菊池郡菊陽町 13,000
⻄小路 智子 熊本市 11,000
小田 崇之 熊本市中央区 11,000
濱口 有紀 熊本市中央区 13,000
植田 健太 玖珠郡玖珠町 11,000
後藤 真実 宮崎市 11,000
湯川 啓介 日向市 11,000
宮良 潤 鹿児島市 11,000
高橋 昭広 鹿児島市 10,000
川田 真也 霧島市 11,000
⽊村 舞子 那覇市 11,000
鈴⽊ 和彦
神田 泰明
政田 強志
政田 強志
生井 澤葵
⻑谷川 大晃
平林 直樹
後藤 晋
後呂 亜樹子
後呂 亜樹子
清水 勇介
清水 勇介
清水 勇介
清水 勇介
清水 勇介
飯島 弘晃
⽊下 眞美
岡島 啓之
高松 千明
小湊 英之
福島 努
野呂 哲也
野呂 哲也
花室 稔
⾓⽊ 拓朗
葛川 詩穂
⻄脇 巨記
浅井 利晋
沼田 英樹



高橋 徹
⿊石 宏⾏
垣内 浩二
南⽊ 信男
福嶋 真理
吉田 浩一
鈴⽊ 一義
向井 秀哉
高⽊ 由起子
坂本 武
志村 正洋
小林 弘典
城尾 武志
進 慶一
⻄村 絵里子
⻘⽊ 勝利
赤沼 健次
赤沼 健次
赤沼 健次
川嶋 智仁
増田 悠
大⾓ 靖子
大⽊ 裕未
谷田部 秀俊
田中 文雄
田中 文雄
土師 宏幸
藤井 利時
米田 恵子
米本 浩二
堀端 美宏
堀端 美宏
堀端 美宏
堀端 美宏
⽊村 碧
金井 進
吉川 聡
稲田 晃
浦辺 恭平
古賀 真純
吉川 真太郎
宇野 千賀子
村瀬 理香
大川 雄山
藤井 秀輝
いまい とおる
今井 亨
佐野 崇幸
吉田 航平
川崎 滉平
中野 小梅
小沼 恵美
近藤 智
左官 瑞穂
田村 直司
田村 直司
田村 直司
宮下 治
小林 孝志
山田 将勝
松井 幸子



鳥本 剛司
國島 健弘
安藤 隆男
柴田 靖
柴田 靖
粟津 一嘉
岡本 紀子
久保田 英夫
阿部 雅彦
阿部 雅彦
阿部 雅彦
田中 久喜
吉田 達郎
原田 保
多司⾺ 尊弘
内田 寿
高垣 和夫
高垣 和夫
寺中 裕美
松本 毅
山田 泰史
小松 健一
小松 健一
⿊田 政紀
大原 光世
沖中 克彦
川口 さやか
丸屋 航司
笠原 夕起子
山本 良
新開 基師
仁田 光政
杉山 了
杉山 了
杉山 了
杉山 了
野呂 修平
中野 圭子
中野 圭子
井上 誠
荻野 彰
夏目 美鈴
鎌刈 雄
鎌刈 雄
松本 恭子
松本 恭子
松本 恭子
上原 由紀
上原 由紀
上原 由紀
上原 由紀
森本 史郎
相場 千裕
村山 美穂子
中野 瑞彦
藤谷 唯乃
本仁 善英
大薮 豊数
近藤 南
山田 淳平
山本 直樹



鍛治 匠
池田 省治
藤川 正太
和田 志帆
和田 志帆
和田 志帆
和田 志帆
山田 良
石井 義則
稲田 正明
岩⿊ 庄司
森田 達志
星野 研
堀口 裕徳
堀口 裕徳
矢野 宏侑
舟橋 修
松井 精一
湯浅 晋治
榎 義徳
蔵河 亜美
嶋田 幸典
細野 美加
関東 康貴
⿊川 哲也
基 勝代
渡部 哲
町田 盛持
安部 昭宏
山下 豊
佐伯 恵理子
柴田 由佳
永田 進
清水 源政
三浦 昇
三浦 昇
柴田 ⻯佑
三塚 健児
池田 良晃
池田 良晃
宮澤 宏一
鎌田 政好
佐々⽊ 和彦
野口 正芳
北山 仁士
栗田 基
⽊元 卓也
⽊元 卓也
吉田 誠
高橋 拓也
伊藤 賢汰
佐川 慎一
倉田 文彦
野口 徳晃
鈴⽊ 慎一朗
小川 茂樹
平松 裕也
山嵜 良太
上⼾ 清文
高橋 宏史
小原 尚之



小原 尚之
増田 勲
伊藤 雅一
伊藤 雅一
伊藤 雅一
伊藤 雅一
上野 祥彦
宮内 健太
大石 哲
大石 哲
指田 賢二
小林 弘和
新井 彩希
島田 恒秀
吉岡 則⾏
吉岡 則⾏
吉岡 則⾏
吉岡 則⾏
神田 隆
宇田 川航
下村 優太
高島 峰近
高島 峰近
⿊⽊ 興⼼
市橋 志朗
太田 智視
大野 真⼈
中嶋 陽夫
⾺鴻 銘
水田 博実
中尾 浩紀
野瀬 渉
笠置 正融
佐藤 寿俊
藤本 博⾏
藤本 博⾏
吉田 早希
藤吉 宣夫
井上 純
押野 浩夫
押野 浩夫
押野 浩夫
⿊田 裕久
伊丹 恵美
永⻑ 秀隆
高山 晴光
中村 龍一郎
小山 田譲
清水 美奈
大森 雄次郎
原 義政
佐々⽊ 圭一
佐々⽊ 圭一
佐々⽊ 圭一
佐々⽊ 圭一
佐々⽊ 圭一
三駄 寛之
三駄 寛之
山口 直子
柴田 公平
上杉 達也



大平 暁生
鍛冶 俊明
内田 崇史
富田 大滋
平 晃一
門倉 知弘
髙橋 良輔
髙橋 良輔
岡部 惠理
岡部 惠理
和田 麻里子
高塚 英雄
菊池 要子
根本 瞳
首藤 由江
⻄山 幸一
大野 佳恵
渡邉 誠
大河内 俊彦
大河内 俊彦
大河内 俊彦
野村 和弘
野村 和弘
野村 和弘
野村 和弘
庄司 吉毅
秦野 義仁
進藤 真文
村上 暁史
水野 直子
坂本 幸則
小野 浩一郎
森定 芳之
石田 康敬
大橋 正治
柏⽊ 恵美
高見 弘一
大橋 愛美
加々尾 平
小酒 由佳
小数賀 靖夫
石井 美代子
大内 稔
大友 望
谷川 義史
倪 之中
住野 智章
所 大樹
殿本 茂樹
森田 直弥
加藤 健志
石野 遼
⻑島 雅士
宇敷 圭一郎
田中 伸幸
久保田 浩章
⽊村 忠雄
遠藤 めぐみ
平塚 昭男
捧 匠平
廣田 典彦



広瀬 仁宏
中垣 理
伴野 圭子
河野 直哉
星野 直⼈
⻄脇 克児
孫 愛徳
葉山 麻亜美
杉本 俊二
浅野 隆司
浅野 隆司
橋本 隆弘
熊田 真也
坪田 優
坪田 優
奥平 勇⼈
滝岡 晃
滝岡 晃
國井 大平
岡崎 美華
吉川 稔
高野 隆司
高野 隆司
森山 愛路
⻄⽊ 由⾏
吉村 直樹
佐藤 風悠
酒井 大輝
森本 愛里
藤原 嵩士
野田 康治
小野 英伸
松帆 尚実
吉垣 美里
竹田 佳代
道教 泰子
道教 泰子
道教 泰子
道教 泰子
松浦 正幸
⿊石 紀仁
三好 浩⼈
今井 潔
山市 剛
中野 ⾏徳
尾納 宗仁
尾納 宗仁
島村 香也子
三浦 智彰
奥野 一郎
倉石 章
権藤 優里子
小田 隆
佐藤 浩一郎
山内 菜月
矢野 妙子
小野 栄夫
小野 栄夫
⾏田 真由美
⾏田 真由美
仲岡 真



楽 美恵
大⻄ 秀勝
内匠 正⼈
近藤 裕一郎
山﨑 めぐみ
浦瀬 巌
尾崎 剛
羽生 千里
宮崎 智⾏
前田 章浩
田中 真未
藤井 理司
酒井 望
小岩井 啓晴
吉澤 史子
小沢 唯
檜垣 里佐
岡本 哲夫
吉田 岬
井上 勝之
遠藤 太一
山﨑 智太郎
田中 豪
安齊 正興
向井 禎介
三須 友晶
伊藤 隆重
宮田 雅⼈
若林 洋明
小暮 葉子
清水 健次
池川 志郎
田中 充
田中 太貴
藤城 亜理
那智 毅
那智 毅
伊達 元則
松本 諒
鶴見 治彦
天野 友幸
鈴⽊ 省吾
鈴⽊ 省吾
江崎 静佳
坂東 毅
中⻄ 智之
井上 真由美
二⽊ 寿浩
坂下 巨樹
寺延 佑介
滝永 悟
滝永 悟
千竃 学
盛田 裕
柳井 繁章
加藤 勝美
池上 光樹
勝村 祐紀
竹中 信康
隅田 浩平
瀬⼾ 臣二



當山 稔
坂口 雄一郎
繁田 絹子
洲﨑 遥
岡本 幸四郎
新谷 真寿美
中村 信義
中村 信義
山下 美佳
小畑 優子
竹内 真澄
藤山 修平
平井 佳子
平井 佳子
平井 佳子
平井 佳子
⻑岡 直樹
樋口 喜英
樋口 喜英
樋口 喜英
樋口 喜英
宇井 丈裕
宇井 丈裕
阪野 正
橋本 雅夫
豆成 祐也
齊藤 芙美
舘野 篤史
⻄田 暁史
折原 進
渡邉 邦宏
渡邉 邦宏
加藤 明雄
神園 純一
中澤 一眞
藤田 洋志
藤田 洋志
藤田 洋志
桒原 真知子
山浦 美香
山浦 美香
齊藤 郁
小澤 範晃
小澤 範晃
永田 由紀子
江頭 優希
佐々⽊ 要
糸井 大輔
明田 一樹
松田 信彦
伊藤 一樹
石井 信和
竹内 誠一
上野 千晴
宮下 稔
柴田 滉大
藤井 サチエ
峠 貴斗
峠 貴斗
峠 貴斗
峠 貴斗



峠 貴斗
井尻 奈美
柵⽊ 千尋
松永 真宏
石川 和弥
⻘⽊ 亮
杉山 正幸
加藤 貴治
関根 寛子
山崎 雄太
小出 綾美
板倉 絵美
籠島 知宏
神⼾ 昭太
野田 亜希子
佐々⽊ 健
佐藤 麻弓
鈴⽊ 理紗
兒玉 修一
兒玉 修一
井野 新太郎
島村 信二
山下 真知子
市川 壽一
松山 映次
多田 淑八
南部 慶太
水城 ⻫美
脇浜 一起
吉村 俊一
吉村 俊一
竹田 雄一朗
浅野 嘉雄
成田 安男
加々美 英二
山口 俊宏 30,000
成田 安男
石川 満男
小川 直⼈

25,000
62,000
35,000
11,000
20,000
10,000
11,000
100,000
10,000
32,000
114,000
51,000
20,000
10,000
20,000
10,000
30,000
36,000


