
（公表をご了承いただいた方のみ掲載しております）

平成２９年度ふるさと下仁田応援寄附金の状況

あたたかいご支援をありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

平成２９年度の寄附状況は以下のとおりです。（メニュー別に掲載させていただきます）

２．まちづくり事業 ３３４件

３．観光振興事業 ２５４件

４．環境保全事業 ３７９件

５．教育環境整備事業 ２５８件

６．世界遺産「荒船風穴」保存活用

６，１１１，０００円

４，８６７，０００円

７，０３８，０００円

２１９件

７．町長におまかせ ４，７０４件

寄附件数

４，７０４件

寄附金額

８３，４３４，９５０円

高瀬  健二 様　（群馬県） 工藤　智洋 様　（群馬県）

諸星　保憲 様　（山形県） 高橋　信也 様　（山形県）

竹田　智郎 様　（北海道） 高橋　秀一 様　（北海道）

◎少子化対策事業

ご寄附いただいた方々

４，９８８，０００円

３，６３２，５００円

３９，１９３，４５０円

メニュー 合計件数 合計金額

１．少子化対策事業 ８９０件 １７，６０５，０００円

高橋　一司 様　（群馬県）

森崎　大地 様　（群馬県） 滝澤　秀行 様　（群馬県） 須藤　亜紀子 様　（群馬県）

水町　隆雄 様　（茨城県） 木住野　源一郎 様　（茨城県） 野口  栄一 様　（栃木県）

木村　和博 様　（栃木県） 仙名　智弘 様　（栃木県） 小出　勝 様　（栃木県）

江口　啓介 様　（群馬県） 柳澤　真也 様　（群馬県） 猿橋　正樹 様　（群馬県）

光部　兼六郎 様　（北海道）

川村　悟 様　（岩手県） 柴田　宗一 様　（宮城県） 池田　恒彦 様　（宮城県）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

鈴木　雄仁 様　（北海道） 近藤　力 様　（北海道） 荻野　哲男 様　（北海道）

佐藤　真理子 様　（山形県）

安達　信昭 様　（福島県） 宮澤　司 様　（福島県） 木内　直樹 様　（茨城県）

梶原　克則 様　（宮城県） 志和　竜也 様　（宮城県） 中條　達子 様　（宮城県）

山本　康央 様　（宮城県） 庄子　逸成 様　（宮城県） 鈴木　喜久男 様　（宮城県）



小原　禎英 様　（埼玉県） 上石　修史 様　（埼玉県） 我妻　克也 様　（埼玉県）

浅古　裕康 様　（埼玉県） 佐藤　津芳 様　（埼玉県） 岡部　元彦 様　（埼玉県）

石塚　玉江 様　（群馬県） 山中  宗紀 様　（埼玉県） 齊藤　悦夫 様　（埼玉県）

内倉　充博 様　（東京都）

岡本　比呂志 様　（東京都）

杉山　具子 様　（東京都）

實野　容道 様　（東京都）

茨木　克幸 様　（東京都）

坂本　敏明 様　（千葉県）

田中　幹康 様　（東京都）

田村　浩 様　（東京都）

橋爪　克光知 様　（東京都）

渡部　裕子 様　（東京都）

横山　純一 様　（千葉県）

天本　安一 様　（千葉県）

横田　正俊 様　（千葉県）

藤井　照大 様　（千葉県）

坂井　雄一 様　（千葉県）

高橋　耕一 様　（埼玉県）

神戸　将 様　（埼玉県）

大崎　智義 様　（埼玉県）

中川　宏治 様　（千葉県）

王　凌雲 様　（千葉県）

伊藤　亮太 様　（東京都）

川原　裕子 様　（東京都）

佐藤　幸正 様　（東京都）

永山　一成 様　（東京都）

風戸　光一朗 様　（東京都）

青木　滿 様　（東京都）

末井　孝則 様　（東京都）

藤城　全 様　（東京都）

角舘　剛哉 様　（東京都）

鈴木　雅博 様　（千葉県） 坂川　正樹 様　（千葉県）

井内　俊彦 様　（千葉県） 下田　健太郎 様　（東京都）

児島　憲一郎 様　（東京都） 岡島　洋一 様　（東京都）

塩入　賢治 様　（千葉県）

中野　恵介 様　（千葉県） 今野　秀洋 様　（千葉県）

内藤　正治 様　（千葉県） 三上　元 様　（千葉県）

吉田　英美 様　（埼玉県） 市川　望 様　（埼玉県）

野原　貴美子 様　（埼玉県） 宇野　健一 様　（埼玉県）

山内  逸人 様　（千葉県） 渡部　宏嗣 様　（千葉県）

荒井　秀一 様　（千葉県） 渡邉　千香 様　（千葉県）

長谷川　文雄 様　（千葉県） 星　直宏 様　（千葉県）

大木　香里 様　（千葉県） 鈴木　一男 様　（千葉県）

富永　博文 様　（千葉県）

甘利　慶子 様　（東京都） 永井　嘉洋 様　（東京都）

菊池　公利 様　（東京都） 笹井　修 様　（東京都）

河野　哲 様　（東京都） 高家　正典 様　（東京都）

吉田　賢治 様　（東京都） 渡辺　慶子 様　（東京都）

崎谷　恵理 様　（東京都） 山崎　勝利 様　（東京都）

阿部　竜太 様　（東京都） 萩原　春喜 様　（東京都）

北野　聡志 様　（東京都） 難波　郁雄 様　（東京都）

簾田　桂介 様　（東京都） 佐々木　正史 様　（東京都）

辻　智博 様　（東京都） 矢部　大 様　（東京都）

星野　江身 様　（東京都） 和泉　美紀 様　（東京都）

小林　健太郎 様　（東京都） 石森　久嗣 様　（東京都）

若林　等 様　（東京都） 鶴浜　朗 様　（東京都）

渡辺　智也 様　（東京都） 大坂　祥一 様　（東京都）

中村　直 様　（東京都） 吉野　晃弘 様　（東京都）

入野　実郎 様　（東京都） 村田　知臣 様　（東京都）

竹村　慎輔 様　（東京都） 小木曽　善一 様　（東京都）

髙松　武志 様　（東京都） 山本　潔 様　（東京都）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



中村　俊文 様　（東京都）

大河　幹男 様　（東京都）

今安　英一郎 様　（東京都）

井上　弘 様　（東京都）

田中　秀典 様　（東京都）

豊田　敦史 様　（東京都）

山口　祐一郎 様　（東京都）

犬塚　知成 様　（東京都）

磯田　京子 様　（東京都）

湯浅　竜寿 様　（東京都）

高橋　良幸 様　（東京都）

近澤　裕行 様　（神奈川県）

コバヤシ　マコト 様　（新潟県）

天谷  奈々子 様　（福井県）

藤森　美音 様　（長野県）

魚住　泰男 様　（岐阜県）

桐山　枝里 様　（神奈川県）

野地　恵美子 様　（神奈川県）

相澤　隆 様　（神奈川県）

横山　新一郎 様　（神奈川県）

尾山　雄介 様　（神奈川県）

鈴木　雅人 様　（東京都）

大渕　典昭 様　（東京都）

金井　進 様　（神奈川県）

川端　英樹 様　（神奈川県）

飯嶌　恒雄 様　（神奈川県）

井津　洋平 様　（東京都）

儘田　幸貢 様　（東京都）

千葉　和伸 様　（東京都）

紺野　拓史 様　（東京都）

黒河内　喬範 様　（東京都）

朴　貴典 様　（静岡県）

坂根　昌一 様　（東京都） 松原　忠大 様　（東京都）

鈴木　陽二 様　（東京都） 谷村　清花 様　（東京都）

熊谷　恵美 様　（東京都） 日野　杏奈 様　（東京都）

北見　啓 様　（東京都） 小林　理恵 様　（東京都）

太田　靖昌 様　（東京都） 舟串　直子 様　（東京都）

三浦　彦 様　（東京都） 小林　良輔 様　（東京都）

佐藤　絵梨 様　（東京都） 齋藤　晋 様　（東京都）

関野　敏子 様　（東京都） 渡邊　裕之 様　（東京都）

高橋　良輔 様　（東京都） 福田　充 様　（東京都）

本田　豊 様　（東京都） 山下　拓也 様　（東京都）

楠本　英子 様　（東京都） 筒井　啓太 様　（東京都）

山口　貴志 様　（東京都） 一ノ瀬　健次郎 様　（神奈川県）

持田　恭助 様　（神奈川県） 田井　義輝 様　（神奈川県）

西田　好伸 様　（東京都） 島村　和俊 様　（東京都）

古屋　郁子 様　（東京都） 浜島　真岐 様　（東京都）

尾原　真理子 様　（東京都） 倉橋　伯郎 様　（東京都）

鈴木　正徳 様　（東京都） 山上　晋一郎 様　（東京都）

井上　愛朗 様　（東京都） 塩見　政士 様　（東京都）

三浦　惺 様　（東京都） 豊田　洋明 様　（東京都）

五十子　達也 様　（神奈川県） 須田　広樹 様　（神奈川県）

田中　友佳子 様　（新潟県） 塚田　次郎 様　（新潟県）

中村　寛子 様　（新潟県） 吉村　紫 様　（石川県）

大平　良樹 様　（神奈川県） 吉本　武 様　（神奈川県）

井上　達哉 様　（神奈川県） 土屋　貴義 様　（神奈川県）

平根　寬 様　（神奈川県） 三室　卓久 様　（神奈川県）

大河原　昇 様　（神奈川県） 山岡　尚美 様　（神奈川県）

生田目　靖彦 様　（神奈川県） 玉井　修一 様　（神奈川県）

簗瀬　正人 様　（神奈川県） 石淵　一三 様　（神奈川県）

森島　成晃 様　（静岡県） 渡邉　哲平 様　（静岡県）

神津　幸則 様　（山梨県） 荻村　卓朗 様　（長野県）

ケビン　モラード 様　（長野県） 田村　徳至 様　（長野県）

久瀬　秀和 様　（岐阜県） 稲葉  芳典 様　（静岡県）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



市川　寛 様　（京都府）

児玉  龍平 様　（大阪府）

平安　弌作 様　（大阪府）

三反田　久弥 様　（大阪府）

中谷　龍石 様　（大阪府）

江原　清彦 様　（愛知県）

大谷　明弘 様　（三重県）

北村　英樹 様　（滋賀県）

青山　武司 様　（京都府）

久馬　佳奈 様　（京都府）

家田　信人 様　（愛知県）

長澤　瑞甫 様　（愛知県）

佐藤　公治 様　（愛知県）

中島　学 様　（愛知県）

平野　隆次 様　（愛知県）

室内　真由美 様　（静岡県）

鈴木　一文 様　（静岡県）

鈴木  章治 様　（愛知県）

林　真一 様　（愛知県）

大和　隆史 様　（兵庫県）

遠藤　正利 様　（兵庫県）

前田　裕一郎 様　（兵庫県）

井本　哲 様　（大阪府）

池田　直美 様　（兵庫県）

杉浦　志の 様　（兵庫県）

福田　全孝 様　（兵庫県）

左藤　洋介 様　（兵庫県）

和田　英之 様　（大阪府）

三島　あゆみ 様　（大阪府）

松崎　友希 様　（大阪府）

明瀬　大輔 様　（大阪府）

岡澤　潤 様　（大阪府）

坂本　まり奈 様　（愛知県） 鈴木　昭男 様　（愛知県）

深見　由香里 様　（愛知県） 長谷川　嘉哉 様　（愛知県）

多田　将士 様　（愛知県） 大矢　悠二 様　（愛知県）

鈴木　成彦 様　（静岡県） 永田　康弘 様　（静岡県）

大貫　順也 様　（静岡県） 宮坂　大輔 様　（静岡県）

竹田　大輔 様　（滋賀県） 藤井　宏次 様　（滋賀県）

橋井　康二 様　（京都府） 吉田　順一 様　（京都府）

境野　裕健 様　（京都府） 菅原　圭悟 様　（京都府）

関戸　一正 様　（愛知県） 川口　博志 様　（愛知県）

高橋　春樹 様　（愛知県） 松本　和隆 様　（三重県）

佐藤　昇 様　（三重県） 服部　高明 様　（三重県）

近藤　邦夫 様　（愛知県） 新美　眞 様　（愛知県）

伊藤　洋 様　（愛知県） 山本　英明 様　（愛知県）

金森　芳隆 様　（愛知県） 高木　貴徳 様　（愛知県）

山本　昌弘 様　（大阪府） 井上　一隆 様　（大阪府）

暮松　邦一 様　（大阪府） 東野　正明 様　（大阪府）

西　利男 様　（大阪府） 島村　貴宏 様　（大阪府）

岡本　眞弘 様　（大阪府） 足立　康 様　（大阪府）

干川　俊治 様　（大阪府） 角　広之 様　（大阪府）

岡本　弘 様　（大阪府） 大西　洋平 様　（大阪府）

森本　健一 様　（京都府） 上野　泰正 様　（京都府）

藤原　孝 様　（大阪府） 岡村　滋子 様　（大阪府）

池内　祥 様　（大阪府） 吉田　雄 様　（大阪府）

糸島　貴裕 様　（兵庫県） 葛原　正則 様　（兵庫県）

小泉　敏 様　（兵庫県） 四方　琢哉 様　（兵庫県）

池田　章 様　（兵庫県） 柴田　充 様　（兵庫県）

小池　千洋 様　（兵庫県） 村上　秀世 様　（兵庫県）

當真　瑞代 様　（兵庫県） 平岡　邦彦 様　（兵庫県）

岡本　崇 様　（兵庫県） 牧村　順二 様　（兵庫県）

岩村　博満 様　（大阪府） 石見　弘行 様　（大阪府）

宮崎　裕子 様　（大阪府） 金宮　健翁 様　（大阪府）

宮崎　良平 様　（兵庫県） 長尾　寿也 様　（兵庫県）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



◎まちづくり事業

河原　昭文 様　（岡山県）

住川　晃久 様　（広島県）

松岡　豊仁 様　（広島県）

杉原　正晃 様　（広島県）

大浦　一 様　（徳島県）

西原　裕樹 様　（奈良県）

和田　祥城 様　（和歌山県）

萩原　雄治 様　（熊本県）

藤崎　陽介 様　（鹿児島県）

比嘉　リサ子 様　（沖縄県）

梶原　了治 様　（愛媛県）

松竹　ひな子 様　（福岡県）

長谷川　礼子 様　（福岡県）

松田　知子 様　（福岡県）

仲村　匡也 様　（長崎県）

氏名または団体名（住所）

蓮井　巧 様　（香川県） 高畠　敏史 様　（香川県）

門脇　みどり 様　（高知県） 前田　美記 様　（福岡県）

井野　弘子 様　（福岡県） 山内　照章 様　（福岡県）

江馬　一明 様　（広島県） 吉川　徹 様　（広島県）

大岡　豊明 様　（広島県） 湯浅　賢一 様　（広島県）

島田　直行 様　（山口県） 梅原　毅 様　（山口県）

久保　恭人 様　（奈良県） 新居　誠一郎 様　（奈良県）

奥野　啓介 様　（鳥取県） 尹　官植 様　（島根県）

赤澤　康彦 様　（岡山県） 中尾　紀子 様　（岡山県）

八鍬　順一　様　（北海道） 竹内　啓　様　（北海道） 野田　慎太郎　様　（北海道）

藤間　宗吉　様　（北海道） 原田　淳　様　（宮城県） 若林　俊吾　様　（宮城県）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

阿南　健太郎 様　（大分県） 松田　公利 様　（宮崎県）

陳　惠南 様　（鹿児島県） 森　健一 様　（沖縄県）

吉川　容司 様　（福岡県） 久松　淳一 様　（福岡県）

古庄　龍央 様　（佐賀県） 副島　和孝 様　（長崎県）

岡田　久則 様　（熊本県） 松山　淳 様　（熊本県）

中村　誠一　様　（埼玉県） 今渕　好将　様　（埼玉県） 永野　博俊　様　（埼玉県）

青木　邦宏　様　（埼玉県） 水村　晃代　様　（埼玉県） 星野　宏　様　（埼玉県）

木下　征彦　様　（群馬県） 篠原　克巳　様　（群馬県） 奥山　大樹　様　（群馬県）

中村　正治　様　（群馬県） 増野　泰久　様　（群馬県） 中村　真也　様　（埼玉県）

大石　政道　様　（山形県） 永井　清孝　様　（茨城県） 塩田　英治　様　（茨城県）

加藤  紀子　様　（群馬県） 渡邊　潤　様　（群馬県） 井上　直道　様　（群馬県）

野田　一男　様　（千葉県） 坂巻　勝彦　様　（千葉県） 田村　浩　様　（東京都）

正木　正二郎　様　（東京都） 池上　奈美子　様　（東京都） 林　恭生　様　（東京都）

田島　完治　様　（千葉県） 岡崎　靜夫　様　（千葉県） 中村　孝造　様　（千葉県）

馬場　弘　様　（千葉県） 島　純一　様　（千葉県） 竹内　久泰　様　（千葉県）

金井　祐輔　様　（埼玉県） 木村　愛子　様　（埼玉県） 髙橋　公一　様　（埼玉県）

千代田　利光　様　（埼玉県） 高橋　周二　様　（埼玉県） 藤田　幹雄　様　（千葉県）



氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

木原　泰久　様　（東京都） 伊部　安希子　様　（東京都） 西蔭　徹郎　様　（東京都）

渡辺　由香里　様　（東京都） 山岡　寛之　様　（東京都） 高田　嘉一　様　（東京都）

青木　延義　様　（東京都） 松村　昭男　様　（東京都） 中島　達　様　（東京都）

船田　慶治　様　（東京都） 北岡　大介　様　（東京都） 潮田　達也　様　（東京都）

中村　典子　様　（東京都） 石崎　磨己　様　（東京都） 石黒　唯浩　様　（東京都）

長谷部　善太郎　様　（東京都） 小林　永江　様　（東京都） 渡邊　周子　様　（東京都）

磯野　真也　様　（東京都） 楠本　英子　様　（東京都） 山本　正夫　様　（東京都）

高橋  礼彦　様　（神奈川県） 木村　俊一郎　様　（神奈川県） 倉又　淳　様　（神奈川県）

伊藤　芳規　様　（東京都） 秋元　春雄　様　（東京都） 馬場　直彦　様　（東京都）

隈元　穣治　様　（東京都） 山口　勝之　様　（東京都） 松坂　俊和　様　（東京都）

槐　勲　様　（東京都） 田中　千之　様　（東京都） 長尾　一正　様　（東京都）

大橋　秀行　様　（東京都） 寺田　千草　様　（東京都） 石塚　龍太　様　（東京都）

長縄　英樹　様　（愛知県） 福井　雅子　様　（愛知県） 安藤　浩　様　（愛知県）

二木　明夫　様　（愛知県） 内田　信吾　様　（愛知県） 水野　里香　様　（愛知県）

玉川　惠一　様　（神奈川県） 竹沢　祥一　様　（福井県） 小谷　素子　様　（長野県）

溝口　圭一　様　（長野県） 下里　保　様　（長野県） 小長井　英生　様　（静岡県）

小林　一郎　様　（神奈川県） 豊澤　美佐子　様　（神奈川県） 中野　正英　様　（神奈川県）

井橋　俊彦　様　（神奈川県） 大田　英一郎　様　（神奈川県） 佐井　憲雄　様　（神奈川県）

鷹尾　知子　様　（大阪府） 梅田　照幸　様　（大阪府） 小松　尋　様　（大阪府）

北川　淳一　様　（大阪府） 平見　殖　様　（大阪府） 宮崎　和典　様　（大阪府）

久松　裕二　様　（愛知県） 福森　暁　様　（三重県） 伊藤　恒雄　様　（滋賀県）

中井　孝治　様　（京都府） 東野　晃治　様　（大阪府） 森田　和伸　様　（大阪府）

牧野　達司　様　（愛知県） 桑山　光俊　様　（愛知県） 上田　真裕　様　（愛知県）

寺西　広行　様　（愛知県） 吉田　孝幸　様　（愛知県） 今村　孝治　様　（愛知県）

浅野　優子　様　（広島県） 三味　祥子　様　（広島県） 髙木　恭平　様　（広島県）

長井　英　様　（山口県） 森　健　様　（香川県） 東山　哲也　様　（愛媛県）

廣瀬　哲也　様　（兵庫県） 福田　広治　様　（兵庫県） 遠藤　正利　様　（兵庫県）

松田　守　様　（奈良県） 吉山　久子　様　（岡山県） 有澤　和久　様　（岡山県）

藤村　晴俊　様　（大阪府） 豊村　勝英　様　（大阪府） 工藤　満　様　（大阪府）

足立　嘉裕　様　（兵庫県） 阿曽　協一　様　（兵庫県） 沖　陽子　様　（兵庫県）

金子　晋　様　（福岡県） 世利　富美子　様　（福岡県） 田中　晶子　様　（福岡県）

安東　俊夫　様　（福岡県） 益川　理美子　様　（福岡県） 馬場　優　様　（福岡県）



◎観光振興事業

阿久津　佳正　様　（群馬県) 深津　民明　様　（群馬県) 吉田　秀忠　様　（群馬県)

長谷川  直良　様　（埼玉県) 三宮　信秀　様　（埼玉県) 早坂　正　様　（埼玉県)

江副　正光　様　（福岡県） 菅原　健二　様　（大分県） 仮屋  正樹　様　（鹿児島県）

今野　麻未　様　（宮城県) 安藤　元二　様　（福島県) 佐藤　美玲　様　（茨城県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

篠原　康大　様　（東京都) 山川　力　様　（東京都) 山本　巌　様　（東京都)

山中　政幸　様　（東京都) 徳田　薫子　様　（東京都) 植村　聖子　様　（東京都)

田嶋　輝久　様　（埼玉県) 長谷川　英久　様　（埼玉県) 小嶋　秀和　様　（千葉県)

佐竹　右行　様　（千葉県) 武地　晃　様　（千葉県) 吉田　昌司　様　（東京都)

大石　誠　様　（埼玉県) 橋本　浩一朗　様　（埼玉県) 加藤　進之　様　（埼玉県)

若林　さと子　様　（埼玉県) 石井　京子　様　（埼玉県) 青木　功　様　（埼玉県)

大場　祐来　様　（東京都) 加藤　久喜　様　（東京都) 石塚　淳也　様　（東京都)

加藤　昇　様　（東京都) 本多　伸光　様　（東京都) 谷口　典生　様　（東京都)

須田　力哉　様　（東京都) 渡邉　宏幸　様　（東京都) 山崎　諒　様　（東京都)

大井田　明　様　（東京都) 竹本　和正　様　（東京都) 劉　瀟瀟　様　（東京都)

篠　卓也　様　（東京都) 鈴木　哲也　様　（東京都) 秋元　清和　様　（東京都)

中島　光江　様　（東京都) 吉川　史恵　様　（東京都) 石原　健太郎　様　（東京都)

仲宗根　歩　様　（岐阜県) 長崎　廣道　様　（岐阜県) 古橋　一哲　様　（静岡県)

山下　次雄　様　（静岡県) 内山　信明　様　（静岡県) 福田　明伸　様　（静岡県)

神戸　俊之　様　（神奈川県) 井上　英幸　様　（神奈川県) 濱田　喜久　様　（神奈川県)

酒井　啓吉　様　（新潟県) 金子　優子　様　（新潟県) 中川　信幸　様　（長野県)

横田　敏弘　様　（東京都) 中辻　淳　様　（東京都) 岩井  邦浩　様　（神奈川県)

小西　晃人　様　（神奈川県) 橋本　純　様　（神奈川県) 片山　敬一　様　（神奈川県)

町野　欽哉　様　（京都府) 緒方　是嗣　様　（京都府) 林　宏　様　（京都府)

中津　正利　様　（大阪府) 中村　浩也　様　（大阪府) 松本　義政　様　（大阪府)

田澤　克紀　様　（愛知県) 三宅　洋彰　様　（愛知県) 齋藤　隆宏　様　（愛知県)

山口　隆司　様　（愛知県) 林　智士　様　（三重県) 深田  美子　様　（滋賀県)

瀬戸　伸恭　様　（静岡県) 吉元　弘志　様　（愛知県) 牧野　達司　様　（愛知県)

高木　加代子　様　（愛知県) 村山　浩基　様　（愛知県) 小嶋　和四郎　様　（愛知県)

長淵　巧　様　（大阪府) 中谷　希宗子　様　（大阪府) 中谷　有里子　様　（大阪府)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



◎環境保全事業

岩本　一宏　様　（兵庫県) 菰田　悦之　様　（兵庫県) 吉岡　晃　様　（奈良県)

池上　輝明　様　（広島県) 平山　善之　様　（広島県) 大橋　節也　様　（広島県)

田村　克彦　様　（大阪府) 園田　稔康　様　（兵庫県) 土山　雅人　様　（兵庫県)

川口　崇　様　（兵庫県) 佐々木　努　様　（兵庫県) 松村　徹也　様　（兵庫県)

芦田　邦子　様　（大阪府) 瀬戸　一磨　様　（大阪府) 藤崎　泰三　様　（大阪府)

小西　恵子　様　（福島県) 松島  大　様　（茨城県) 原　裕太　様　（茨城県)

山下　英俊　様　（茨城県) 木場　貞明　様　（茨城県) 鈴木　栄介　様　（栃木県)

橋本　弘二　様　（北海道) 柴田　貴子　様　（北海道) 佐藤　範宏　様　（北海道)

飯島　俊彦　様　（宮城県) 横山　智　様　（山形県) 深谷　浩大　様　（福島県)

三隅　淑子　様　（山口県) 涌井　和也　様　（山口県) 吉村　浪子　様　（沖縄県)

堀川　博通　様　（北海道) 西村　英夫　様　（北海道) 牧野　利春　様　（北海道)

中村　順一　様　（千葉県) 太田　譲　様　（千葉県) 中島　賢二　様　（千葉県)

軽部　博泰　様　（千葉県) 谷田川　泰信　様　（千葉県) 吉村　真佐子　様　（千葉県)

小野　弘子　様　（埼玉県) 眞木　俊一　様　（埼玉県) 杉浦  けんじ　様　（千葉県)

市川　玲子　様　（千葉県) 若山　郁生　様　（千葉県) 大多和　俊行　様　（千葉県)

佐藤　学　様　（栃木県) 村上　哲也　様　（群馬県) 増田　克哉　様　（埼玉県)

石井　京子　様　（埼玉県) 正木　明　様　（埼玉県) 鈴木　規之　様　（埼玉県)

若山　幸示　様　（東京都) 狩野　恵子　様　（東京都) 中村　直　様　（東京都)

徳島　博和　様　（東京都) 小井土　守敏　様　（東京都) 鈴木　宏　様　（東京都)

加藤　千晶　様　（東京都) 櫻井　誠人　様　（東京都) 川崎　智子　様　（東京都)

塩見　賢治　様　（東京都) 花山　真吾　様　（東京都) 近藤　郁子　様　（東京都)

福岡　康文　様　（千葉県) 井上  正　様　（東京都) 田内　衛　様　（東京都)

松田　好弘　様　（東京都) ヘップバーン　ミンディ　様　（東京都) 原　智恵子　様　（東京都)

亀山　將　様　（東京都) 富永　恵子　様　（東京都) 吉田　さやか　様　（東京都)

中辻　淳　様　（東京都) 吉田　理珠子　様　（東京都) 高木　俊哉　様　（東京都)

高橋　愛貴　様　（東京都) 三井寺　浩幸　様　（東京都) 仁平　久英　様　（東京都)

伊藤　正啓　様　（東京都) 青山　純也　様　（東京都) 羽立　多恵子　様　（東京都)

中田　やよい　様　（東京都) 酒寄　雅之　様　（東京都) 阿久津　昌久　様　（東京都)

田辺　幸一　様　（東京都) 櫻井　由美　様　（東京都) 南口　晶平　様　（東京都)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



◎教育環境整備事業

岩井　恒彦　様　（神奈川県) 内野　祐二　様　（神奈川県) 塩谷　正治　様　（神奈川県)

佐川　祐司　様　（神奈川県) 藤井　史朗　様　（神奈川県) 中村　雄一郎　様　（神奈川県)

安　茂　様　（神奈川県) 蛯原　照男　様　（神奈川県) 守屋　雅浩　様　（神奈川県)

西澤　泉　様　（神奈川県) 菅　祐治　様　（神奈川県) 丹野　一憲　様　（神奈川県)

村上　貴子　様　（東京都) 幾代　昌子　様　（東京都) 簾田　桂介　様　（東京都)

城水　千明　様　（神奈川県) 川井　正和　様　（神奈川県) 金澤　孝　様　（神奈川県)

加藤　忠晴　様　（愛知県) 柘植　孝憲　様　（愛知県) 小林　麻里　様　（愛知県)

上田　健太郎　様　（愛知県) 山内　啓二　様　（愛知県) 鏡味　毅　様　（愛知県)

兼村　博　様　（長野県) 加藤　善経　様　（岐阜県) 五十川　由美　様　（岐阜県)

岡田　敏光　様　（岐阜県) 北村　泰裕　様　（静岡県) 横地　真　様　（静岡県)

柘植　宗範　様　（神奈川県) 杉山　康弘　様　（神奈川県) 加藤　仁美　様　（新潟県)

川北　季代子　様　（石川県) 津村　弘也　様　（福井県) 三浦　博之　様　（福井県)

杉田　亮　様　（兵庫県) 中後　善文　様　（兵庫県) 芝　直樹　様　（兵庫県)

竹中　聡　様　（兵庫県) 笹川　和平　様　（兵庫県) 大庭　弘美　様　（兵庫県)

佐田　玲子　様　（大阪府) 吉良　仁　様　（大阪府) 吉川　直樹　様　（大阪府)

三井　勲　様　（大阪府) 江藤　典子　様　（大阪府) 板倉　紀夫　様　（大阪府)

張　尚美　様　（愛知県) 中川　宏　様　（愛知県) 福本　幹也　様　（三重県)

野田　明雄　様　（三重県) 雨森　正洋　様　（滋賀県) 土屋　郁夫　様　（京都府)

岡田　元　様　（青森県) 佐藤　紀夫　様　（岩手県) 飯島　俊彦　様　（宮城県)

末永　緑　様　（福島県) 幕田　八千代　様　（福島県) 寺田　明子　様　（茨城県)

最所　健太　様　（福岡県) 島内　彩　様　（佐賀県) 石川　和樹　様　（沖縄県)

林　美香　様　（北海道) 酒井　浩明　様　（北海道) 荻野　哲男　様　（北海道)

西村　強　様　（和歌山県) 清井　理恵子　様　（岡山県) 小林　孝明　様　（広島県)

古賀  省吾　様　（福岡県) 坂本　雅俊　様　（福岡県) 木村　明子　様　（福岡県)

大畑　茂久　様　（千葉県) 細谷  佳津年　様　（東京都) 椋代  義樹　様　（東京都)

本江　信夫　様　（埼玉県) 坪田　一男　様　（千葉県) 平山　道子　様　（千葉県)

飛永　佳成　様　（千葉県) 竹之内　久生　様　（千葉県) 銭谷　洋　様　（千葉県)

西岡　修　様　（栃木県) 前川  知三　様　（群馬県) 角倉　大輔　様　（群馬県)

細井　健一　様　（群馬県) 北村　行弘　様　（埼玉県) 安戸　悠太　様　（埼玉県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



◎世界遺産「荒船風穴」保存活用

惠木　大輔　様　（東京都) 岩井　和也　様　（東京都) 高萩　洋次郎　様　（東京都)

竹内　浩行　様　（東京都) 金田　容子　様　（東京都) 片岡　雅人　様　（東京都)

高野　良一　様　（東京都) 小澤　英子　様　（東京都) 金井　文彦　様　（東京都)

秋山　樹林　様　（東京都) 北尾　吉孝　様　（東京都) 飯村　喜美男　様　（東京都)

伊藤　典子　様　（東京都) 中島　優美　様　（東京都) 神山　晃　様　（東京都)

長谷川　博康　様　（東京都) 足立　直幸　様　（東京都) 石原　利彦　様　（東京都)

稲葉　孝史　様　（東京都) 安田　和隆　様　（東京都) 杉江　亮祐　様　（東京都)

山田　剛　様　（神奈川県) 飯村　宜也　様　（神奈川県) 広瀬　健一　様　（神奈川県)

室田　隆寿　様　（神奈川県) 今井　富美江　様　（神奈川県) 田村　聡美　様　（新潟県)

高梨　雄貴　様　（東京都) 佐々木　豊　様　（東京都) 藤吉　建二　様　（東京都)

遠見　利惠子　様　（神奈川県) 浅香　竜太　様　（神奈川県) 西川　明彦　様　（神奈川県)

西川　吉治　様　（東京都) 山本　理　様　（東京都) 張　晋華　様　（東京都)

高橋　芳郎　様　（東京都) 村関　得仁　様　（東京都) 齋藤　克幸　様　（東京都)

若子　理恵　様　（愛知県) 三輪　香織　様　（愛知県) 出先　孝次　様　（愛知県)

田口　雅勝　様　（愛知県) 福井　幹良　様　（愛知県) 森田　清嗣　様　（愛知県)

横手　淳　様　（岐阜県) 春日　千夏　様　（岐阜県) 竹中　学　様　（岐阜県)

鈴木　正三　様　（静岡県) 平野　浩一　様　（静岡県) 釣田　美奈子　様　（静岡県)

吉村　一貴　様　（山梨県) 神家満　学　様　（山梨県) 鈴木　重雄　様　（山梨県)

成迫　升敏　様　（長野県) 阿部　一博　様　（長野県) 藤原　涼子　様　（岐阜県)

田村　良一　様　（岡山県) 大深　浩枝　様　（山口県) 石原　正貴　様　（香川県)

原口　周治　様　（愛媛県) 高橋　拓生　様　（福岡県) 古庄　龍央　様　（佐賀県)

井本　哲　様　（大阪府) 井上　理人　様　（大阪府) 山中　宏一　様　（兵庫県)

平　和樹　様　（兵庫県) 福本　寛　様　（兵庫県) 松下　梨絵　様　（奈良県)

山崎　俊夫　様　（愛知県) 上田　郁雄　様　（三重県) 雨森　正洋　様　（滋賀県)

林寺　ひとみ　様　（滋賀県) 中谷　佳正　様　（大阪府) 近藤　剛　様　（大阪府)

三浦　翔吾　様　（北海道) 田中　瞳　様　（山形県) 遠藤　十志子　様　（福島県)

萩原　嘉弘　様　（群馬県) 富澤　隆興　様　（群馬県) 野村　正弘　様　（群馬県)

宮崎　昭行　様　（長崎県) 大川　香織　様　（大分県) 鹿子木　進　様　（鹿児島県)

宮城　聖江　様　（沖縄県) 清水　明義　様　（沖縄県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



◎町長におまかせ

木村　潤太郎　様　（群馬県) 鈴木　英樹　様　（群馬県) 湯井  大貴　様　（埼玉県)

保坂　匡洋　様　（埼玉県) 荒井　正巳　様　（埼玉県) 日向野　靖　様　（埼玉県)

菅野　誠　様　（東京都) 井原　透　様　（東京都) 山科　恵利子　様　（東京都)

中山　清隆　様　（東京都) 早川　真樹子　様　（東京都) 早野　玲子　様　（東京都)

岩村　倫絵　様　（東京都) 萩原　有　様　（東京都) 小俵　猛嗣　様　（東京都)

高千穗　勝　様　（東京都) 石原　万希子　様　（東京都) 金庭　久樹　様　（東京都)

横堀　龍介　様　（埼玉県) 永山　雅渡　様　（千葉県) 佐藤　栄祐　様　（千葉県)

清水  良純　様　（東京都) 奥村　滋　様　（東京都) 木下　将人　様　（東京都)

施向　寿栄　様　（東京都) 吉岡　康敦　様　（東京都) 淺岡　幸　様　（神奈川県)

守屋　聡　様　（神奈川県) 古川　浩　様　（神奈川県) 小池　康文　様　（神奈川県)

矢代　眞己　様　（東京都) 中島　光江　様　（東京都) 栗田　浩之　様　（東京都)

遠山　義和　様　（東京都) 大西　峰子　様　（東京都) 楠本　英子　様　（東京都)

鈴木　荘一　様　（東京都) 横山　明生　様　（東京都) 鈴木　雅実　様　（東京都)

西村　斗利　様　（東京都) 市川　直樹　様　（東京都) 長谷　ナオ子　様　（東京都)

平井　俊行　様　（京都府) 奥田　成希　様　（京都府) 前田  求　様　（大阪府)

土井　進司　様　（大阪府) 石原　直行　様　（大阪府) 稲見　宗彦　様　（大阪府)

近藤　範英　様　（愛知県) 山城　敬介　様　（愛知県) 杉山　由美子　様　（愛知県)

安冨　義哲　様　（愛知県) 尾辻　英彦　様　（愛知県) 池田　篤彦　様　（愛知県)

近藤　翁司　様　（岐阜県) 安藤　之人　様　（岐阜県) 永椎　裕章　様　（岐阜県)

曽根　康博　様　（岐阜県) 丹羽　弘喜　様　（静岡県) 小幡　良次　様　（静岡県)

平田　充　様　（北海道)

和多田　真人　様　（北海道) 和田　紘徳　様　（北海道) 鎌田　純子　様　（青森県)

遠藤　弘子　様　（北海道) 横田　啓　様　（北海道) 宮崎　高志　様　（北海道)

三浦　仁　様　（北海道) 松永　崇　様　（北海道) 千葉　秀樹　様　（北海道)

小宮　毅　様　（和歌山県) 松下　秀信　様　（岡山県) 松尾  俊治　様　（福岡県)

原　麻紀子　様　（福岡県) 矢口　武史　様　（大分県)

小川　洋次　様　（大阪府) 河田　一　様　（大阪府) 植田　秀樹　様　（兵庫県)

椙岡　俊一　様　（兵庫県) 松本　奈美　様　（兵庫県) 小林　恵三　様　（兵庫県)

岩根　文子　様　（青森県) 久保　靖　様　（青森県) 田村  健一　様　（青森県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

相原　稔彦　様　（北海道) 長谷川　園　様　（北海道)



桑畑　直史　様　（福島県) 髙久　紀夫　様　（福島県) 宇野　真理子　様　（茨城県)

広田　安史　様　（茨城県) 高橋　典子　様　（茨城県) 佐藤　剛嘉　様　（茨城県)

元山　正樹　様　（宮城県) 小谷野　博正　様　（秋田県) 伊藤　茂利　様　（山形県)

佐藤　嘉昭　様　（山形県) 佐藤　慎二　様　（山形県) 池田　武裕　様　（山形県)

安野　松王　様　（岩手県) 坂本　真栄　様　（岩手県) 吉田　妙子　様　（宮城県)

髙橋　総司　様　（栃木県) 伊藤　一人　様　（群馬県) 永井　英夫　様　（群馬県)

加藤　誠　様　（群馬県) 加藤　竜司　様　（群馬県) 角倉　大輔　様　（群馬県)

渡邉  祐莉子　様　（茨城県) 薄井　真悟　様　（茨城県) 高橋　伸二　様　（栃木県)

小松原　律子　様　（栃木県) 小池　俊光　様　（栃木県) 川﨑　諭　様　（栃木県)

沼田　早苗　様　（茨城県) 対馬　輝彦　様　（茨城県) 大森  昌弘　様　（茨城県)

長倉　成憲　様　（茨城県) 鶴見　誠一郎　様　（茨城県) 田崎　琢也　様　（茨城県)

齋藤　幹広　様　（群馬県) 伊東  圭古　様　（埼玉県) 佐藤　元久　様　（埼玉県)

山口  知洋　様　（埼玉県) 山口　祐佳李　様　（埼玉県) 出内　剛　様　（埼玉県)

松本　正弘　様　（群馬県) 神宮　栄信　様　（群馬県) 須納瀬　豊　様　（群馬県)

相澤　好子　様　（群馬県) 都丸　貴世　様　（群馬県) 湯浅　高之　様　（群馬県)

角野　博之　様　（群馬県) 梶塚  康隆　様　（群馬県) 関口　秀樹　様　（群馬県)

関口　靖大　様　（群馬県) 山科　佳弘　様　（群馬県) 小山　透　様　（群馬県)

赤尾　忠昭　様　（埼玉県) 千島　丈一　様　（埼玉県) 早川　雅之　様　（埼玉県)

村上　幸晴　様　（埼玉県) 村中　裕行　様　（埼玉県) 大塚  正之　様　（埼玉県)

上原　俊夫　様　（埼玉県) 城山　隆　様　（埼玉県) 森田　一彦　様　（埼玉県)

神戸  孝　様　（埼玉県) 水上　成人　様　（埼玉県) 西澤　政芳　様　（埼玉県)

小森谷　宏　様　（埼玉県) 小西　弘位　様　（埼玉県) 小川　義行　様　（埼玉県)

小川　孝　様　（埼玉県) 松林  直樹　様　（埼玉県) 上原　孝弘　様　（埼玉県)

原　茂樹　様　（千葉県) 香取　篤忠　様　（千葉県) 高木　啓至　様　（千葉県)

高木　崇　様　（千葉県) 佐藤　絵里子　様　（千葉県) 佐藤　正彦　様　（千葉県)

伊藤　尚昭　様　（千葉県) 井上　松応　様　（千葉県) 岡田　光裕　様　（千葉県)

沖　廣明　様　（千葉県) 海老原　良　様　（千葉県) 吉岡　信二　様　（千葉県)

島田　達夫　様　（埼玉県) 東　こづえ　様　（埼玉県) 藤崎　晃　様　（埼玉県)

北島　明日香　様　（埼玉県) 木下  照雄　様　（埼玉県) 野口　裕　様　（埼玉県)

杉本　杏菜　様　（千葉県) 西澤  啓司　様　（千葉県) 青木　慎　様　（千葉県)

山梨　純一　様　（千葉県) 市川　公子　様　（千葉県) 松崎  貴彦　様　（千葉県)

上野　俊夫　様　（千葉県) 水芦　朗　様　（千葉県) 杉山　恵俊　様　（千葉県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



長田　裕生　様　（千葉県) 渡部　好　様　（千葉県) 藤井  征二　様　（千葉県)

内山  一哉　様　（千葉県) 飯田　三良　様　（千葉県) 樋口　文雄　様　（千葉県)

石澤　穣　様　（千葉県) 相原  孝　様　（千葉県) 中川　智之　様　（千葉県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

一ノ瀬　昭一　様　（東京都) 一松　紀行　様　（東京都) 稲垣　暁　様　（東京都)

稲見　悠也　様　（東京都) 臼田　あゆみ　様　（東京都) 押野　剛　様　（東京都)

HATCHELL  JASON LEIGH　様　（東京都) 伊藤　公昭　様　（東京都) 井上　愛朗　様　（東京都)

井上　俊忠　様　（東京都) 井上　尚子　様　（東京都) 磯野　真也　様　（東京都)

武内　克介　様　（千葉県) 平野　一成　様　（千葉県) 牧嶋　信行　様　（千葉県)

木村　礼子　様　（千葉県) 野島　大輔　様　（千葉県) 淺沼　司郎　様　（千葉県)

宮澤　僚太　様　（東京都) 芹澤　祐治　様　（東京都) 近藤　浩明　様　（東京都)

金子  弓子　様　（東京都) 栗原　信彦　様　（東京都) 栗原　裕樹　様　（東京都)

関場　功　様　（東京都) 岩間　謙一　様　（東京都) 喜多　照幸　様　（東京都)

吉岡　広敬　様　（東京都) 久保田　圭一　様　（東京都) 宮　ふさ子　様　（東京都)

横山　宏　様　（東京都) 横山　和浩　様　（東京都) 岡田  茂之　様　（東京都)

加藤　富士夫　様　（東京都) 河西　貞智　様　（東京都) 笠原　紀子　様　（東京都)

江見　玲香　様　（東京都) 高丸  聖次　様　（東京都) 高橋　薫　様　（東京都)

高山  晴光　様　（東京都) 高木　保行　様　（東京都) 黒田　利宣　様　（東京都)

古塩　達紀　様　（東京都) 古屋　秀樹　様　（東京都) 戸沢　秀行　様　（東京都)

戸嶋　園生　様　（東京都) 後藤　拓也　様　（東京都) 広瀬　俊　様　（東京都)

桑島　誠　様　（東京都) 月川　一彦　様　（東京都) 月村　可久子　様　（東京都)

兼松  徹　様　（東京都) 原　豪作　様　（東京都) 原　智恵子　様　（東京都)

三橋　和利　様　（東京都) 三川　康造　様　（東京都) 山岡　吾郎　様　（東京都)

山村　幸江　様　（東京都) 山本  捷久　様　（東京都) 山本　一　様　（東京都)

佐藤　邦久　様　（東京都) 佐野　誠彦　様　（東京都) 斎藤  健二　様　（東京都)

細谷  佳津年　様　（東京都) 細野　太郎　様　（東京都) 堺　正子　様　（東京都)

今井　健司　様　（東京都) 今村　博　様　（東京都) 佐々木　知巳　様　（東京都)

佐藤　宣嘉　様　（東京都) 佐藤　大祐　様　（東京都) 佐藤　哲朗　様　（東京都)

小柴　恭男　様　（東京都) 小泉　曜司　様　（東京都) 小滝  雄介　様　（東京都)

守本　祐司　様　（東京都) 秋葉　雅代　様　（東京都) 舟木　康　様　（東京都)

出口　亮　様　（東京都) 小笠原　直子　様　（東京都) 小柴  恭男　様　（東京都)

山本　英夫　様　（東京都) 山本　祐紀　様　（東京都) 市川　豪　様　（東京都)

篠崎　啓嗣　様　（東京都) 若山　慈恵　様　（東京都) 守屋　眞理子　様　（東京都)



小島  吉晴　様　（東京都) 小林　宏明　様　（東京都) 小林　佐和子　様　（東京都)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

深沢　千香子　様　（東京都) 神津　富雄　様　（東京都) 神藤　庄司　様　（東京都)

星川　匡　様　（東京都) 星野　剛男　様　（東京都) 清水　弘之　様　（東京都)

上野　幸夫　様　（東京都) 上野　友嗣　様　（東京都) 植田　恭子　様　（東京都)

植田　崇裕　様　（東京都) 植野　真理子　様　（東京都) 森　康治　様　（東京都)

松村　和人　様　（東京都) 松田  斉　様　（東京都) 松田　俊治　様　（東京都)

照林　太一　様　（東京都) 上原　洋一　様　（東京都) 上石　育子　様　（東京都)

早野　玲子　様　（東京都) 増田　淳子　様　（東京都) 増本　岳　様　（東京都)

村瀬　譲　様　（東京都) 大塩　孝佳　様　（東京都) 大曽根　朗子　様　（東京都)

川邊　由香里　様　（東京都) 浅香　芳博　様　（東京都) 浅野　遼平　様　（東京都)

前田　朝子　様　（東京都) 倉ヶ市　卓巳　様　（東京都) 倉持　圭　様　（東京都)

清水　努　様　（東京都) 青木　宏子　様　（東京都) 石井　裕　様　（東京都)

石原　賢一郎　様　（東京都) 石川　達也　様　（東京都) 川口　弘匡　様　（東京都)

中野　喜久雄　様　（東京都) 中野　功一　様　（東京都) 長井　美恵　様　（東京都)

長岡　壮　様　（東京都) 長澤　和貴　様　（東京都) 鳥海　勇次　様　（東京都)

竹田　知子　様　（東京都) 竹之内　弘美　様　（東京都) 中　智志　様　（東京都)

中井　雅大　様　（東京都) 中川　慎也　様　（東京都) 中島　健二　様　（東京都)

大野　敦　様　（東京都) 大林　利明　様　（東京都) 大和田　哲郎　様　（東京都)

谷口　昇平　様　（東京都) 池田　亮太　様　（東京都) 竹川　徹　様　（東京都)

柏木　知美　様　（東京都) 白澤　博満　様　（東京都) 八木　健太郎　様　（東京都)

尾関　拓磨　様　（東京都) 富田　義雄　様　（東京都) 福岡  正純　様　（東京都)

島本　武彦　様　（東京都) 嶋寺　基　様　（東京都) 湯淺　祐世　様　（東京都)

内堀　尚夫　様　（東京都) 日比　雅人　様　（東京都) 馬　紅芳　様　（東京都)

鶴見　健治　様　（東京都) 田中　百合子　様　（東京都) 田中　稔　様　（東京都)

田中　良和　様　（東京都) 田中　眞理子　様　（東京都) 島津　勇一　様　（東京都)

柳澤　智行　様　（東京都) 由谷　三次　様　（東京都) 立石  千鶴子　様　（東京都)

林　義弘　様　（東京都) 林　明文　様　（東京都) 鈴木　成典　様　（東京都)

民本　明子　様　（東京都) 木村　千鶴子　様　（東京都) 木村　美紗　様　（東京都)

木内　真吾　様　（東京都) 野中　多聞　様　（東京都) 矢部　恵子　様　（東京都)

福田　豊　様　（東京都) 平　康　様　（東京都) 平山　勝　様　（東京都)

並木  栄信　様　（東京都) 堀江　真弓　様　（東京都) 本村　寿太郎　様　（東京都)

和田　恵美子　様　（東京都) 櫻井　裕之　様　（東京都) 濱田  雅巳　様　（東京都)



加藤　隆史　様　（神奈川県) 河内　一宏　様　（神奈川県) 我妻　浩一　様　（神奈川県)

海部　大樹　様　（神奈川県) 郭　義夫　様　（神奈川県) 間　博之　様　（神奈川県)

安部　俊策　様　（神奈川県) 伊藤　誠一　様　（神奈川県) 井手　寿和　様　（神奈川県)

井尻　富美代　様　（神奈川県) 一ノ瀬　健次郎　様　（神奈川県) 宇佐美　裕一　様　（神奈川県)

髙橋　悟　様　（東京都) 髙橋　主税　様　（東京都) 安田  靖子　様　（神奈川県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

勝俣　豪　様　（神奈川県) 小金澤　英樹　様　（神奈川県) 小野瀬　輝　様　（神奈川県)

松岡　末子　様　（神奈川県) 上原  正裕　様　（神奈川県) 新井　隆之　様　（神奈川県)

高嶋　結花　様　（神奈川県) 黒川　正博　様　（神奈川県) 根本　憲之　様　（神奈川県)

鮫島　秀治　様　（神奈川県) 春間　敏行　様　（神奈川県) 勝乗　貞行　様　（神奈川県)

岩橋　衛　様　（神奈川県) 吉井  久敬　様　（神奈川県) 吉澤　満治　様　（神奈川県)

玉手　良和　様　（神奈川県) 後藤　修一　様　（神奈川県) 向山　久光　様　（神奈川県)

田中　昭夫　様　（神奈川県) 内藤  雅路　様　（神奈川県) 縄田  公夫　様　（神奈川県)

反町　哲也　様　（神奈川県) 福満　勝義　様　（神奈川県) 平田　栄子　様　（神奈川県)

村上　明雄　様　（神奈川県) 太田　建司　様　（神奈川県) 大城　文彦　様　（神奈川県)

大木　憲二　様　（神奈川県) 中島  信一郎　様　（神奈川県) 田村　隆典　様　（神奈川県)

神戸　敦　様　（神奈川県) 清水　久志　様　（神奈川県) 西　和男　様　（神奈川県)

石川　友亮　様　（神奈川県) 千田　豊作　様　（神奈川県) 川鍋　隆司　様　（神奈川県)

蒲原　弓子　様　（富山県) 晒谷　昌克　様　（富山県) 加藤　珠代　様　（石川県)

河村　千種　様　（石川県) 大橋　美和子　様　（福井県) 峯岸　芳樹　様　（福井県)

廣田　順二　様　（神奈川県) 櫻井  織恵　様　（神奈川県) 髙橋　祐子　様　（神奈川県)

池乘  篤　様　（新潟県) 朝倉  弘志　様　（新潟県) 下村　洋司　様　（富山県)

片岡　理　様　（神奈川県) 片桐　雅隆　様　（神奈川県) 片山　正則　様　（神奈川県)

堀之内　光雄　様　（神奈川県) 木本　美紅　様　（神奈川県) 鈴木　善紀　様　（神奈川県)

半田　登美代　様　（岐阜県) 金原　みれい　様　（静岡県) 所　洋史　様　（静岡県)

小野　憲　様　（静岡県) 早川  愛宮美　様　（静岡県) 相馬　倫子　様　（静岡県)

笹岡　和彦　様　（長野県) 市川　徹郎　様　（長野県) 岸田　晋　様　（岐阜県)

今井　鈴代　様　（岐阜県) 山田　孝二　様　（岐阜県) 中村　明茂　様　（岐阜県)

岡田　俊哉　様　（山梨県) 菊島　武　様　（山梨県) 小林　正信　様　（山梨県)

村田　憲一　様　（山梨県) 飯室　元邦　様　（山梨県) 鈴木　美恵子　様　（山梨県)

加藤　聡　様　（愛知県) 夏山　龍二　様　（愛知県) 岩田　徹　様　（愛知県)

大津　正道　様　（静岡県) 伏見　忠男　様　（静岡県) 安冨　薫　様　（愛知県)

伊藤　勝也　様　（愛知県) 下條　尚志　様　（愛知県) 加藤　久子　様　（愛知県)



近藤　範英　様　（愛知県) 光山　浩人　様　（愛知県) 甲　純一郎　様　（愛知県)

黒田  英洋　様　（愛知県) 三治　弘和　様　（愛知県) 山田　勇　様　（愛知県)

吉見　典生　様　（愛知県) 橋本　博孔　様　（愛知県) 近藤　幸平　様　（愛知県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

石山　雅美　様　（愛知県) 仙石　美子　様　（愛知県) 川野　佳慶　様　（愛知県)

大岡  三洋　様　（愛知県) 竹内  幹伸　様　（愛知県) 中島  森深　様　（愛知県)

森　昌弘　様　（愛知県) 水貝　伸明　様　（愛知県) 杉浦　哲也　様　（愛知県)

西塚　隆伸　様　（愛知県) 石井　洋子　様　（愛知県) 石原　崇宏　様　（愛知県)

寺田　正樹　様　（愛知県) 持留　志乃　様　（愛知県) 小出　武治　様　（愛知県)

小川　薫　様　（愛知県) 松井  和彦　様　（愛知県) 松本　隆嗣　様　（愛知県)

松本　浩二　様　（三重県) 堤　秀樹　様　（三重県) 蕪竹　理江　様　（三重県)

村岡  克彦　様　（滋賀県) 大槻　昌平　様　（滋賀県) 羽出山　仁　様　（京都府)

友松  厚子　様　（愛知県) 鈴木　浩司　様　（愛知県) 鈴木　克也　様　（愛知県)

鈴木　千鶴子　様　（愛知県) 鈴木　陽之　様　（愛知県) 坂口　幸一　様　（三重県)

長縄　英樹　様　（愛知県) 渡辺　圭　様　（愛知県) 二宮　英樹　様　（愛知県)

富永  美子　様　（愛知県) 福井　雅子　様　（愛知県) 堀尾　秀人　様　（愛知県)

魚住　正秀　様　（大阪府) 栗本　泰行　様　（大阪府) 高見　典尚　様　（大阪府)

高山　健二　様　（大阪府) 今長  浩一　様　（大阪府) 山本　慎二　様　（大阪府)

豊村　高弘　様　（京都府) 井上　智雄　様　（大阪府) 河田　一　様　（大阪府)

鎌田　賢治　様　（大阪府) 岩田　基良　様　（大阪府) 宮川　和也　様　（大阪府)

吉見　陽一　様　（京都府) 吉田　栄次　様　（京都府) 山口　智子　様　（京都府)

小山　博之　様　（京都府) 吹上　加奈子　様　（京都府) 前川　直登　様　（京都府)

内山　進　様　（大阪府) 飯田　黎碧　様　（大阪府) 飯島　直人　様　（大阪府)

盤井　多美子　様　（大阪府) 米田　千博　様　（大阪府) 米田　満彦　様　（大阪府)

泉井　隆広　様　（大阪府) 草野　隆晃　様　（大阪府) 谷　潤子　様　（大阪府)

中田　知伸　様　（大阪府) 田中　耕嗣　様　（大阪府) 藤川　弘司　様　（大阪府)

山本　大剛　様　（大阪府) 若林　尚史　様　（大阪府) 松下　克子　様　（大阪府)

植田　智宏　様　（大阪府) 森本  博明　様　（大阪府) 陣一  永機　様　（大阪府)

樋口　武司　様　（兵庫県) 北野　知広　様　（兵庫県) 野島　由寛　様　（兵庫県)

山本　雄三　様　（兵庫県) 若林　純仁　様　（兵庫県) 石上　恵子　様　（兵庫県)

草場　喜一郎　様　（兵庫県) 谷川　淳　様　（兵庫県) 藤井　稔　様　（兵庫県)

髙木　弘　様　（大阪府) 梶本  孝志　様　（兵庫県) 鴨野　政和　様　（兵庫県)

宮地　季高　様　（兵庫県) 黒岩　浩生　様　（兵庫県) 三宅　規夫　様　（兵庫県)



柳川  芳廣　様　（兵庫県) 友藤  充康　様　（兵庫県) 廣瀬　智　様　（兵庫県)

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

森下  光昭　様　（広島県) 大石　亜紀子　様　（広島県) 田奧　明生　様　（広島県)

平井　康伸　様　（広島県) 平山　善之　様　（広島県) 岡本　耕司　様　（山口県)

田中　朝子　様　（島根県) 飯野　公央　様　（島根県) 宮西　司郎　様　（岡山県)

山本  顕一郎　様　（岡山県) 松岡  和訓　様　（岡山県) 鎌田　晴美　様　（広島県)

髙橋　あい子　様　（兵庫県) 寄田　幸司　様　（奈良県) 水落　治　様　（奈良県)

大桑　俊男　様　（和歌山県) 礒岡　真衣子　様　（鳥取県) 伊瀬  孝子　様　（島根県)

柴田  浩二　様　（福岡県) 松田　久美子　様　（福岡県) 西　徹　様　（福岡県)

浅桐　公男　様　（福岡県) 待鳥　里美　様　（福岡県) 天野　達文　様　（福岡県)

飯尾　昭三　様　（愛媛県) 武田　良平　様　（愛媛県) 苅田　賢治　様　（高知県)

久保　円華　様　（高知県) 宮崎　義隆　様　（福岡県) 高崎　珠貴　様　（福岡県)

原田　耕志　様　（山口県) 四之宮　英一　様　（山口県) 水野　聡　様　（山口県)

前田　大登　様　（山口県) 宮脇　文　様　（香川県) 瀬川　浩　様　（愛媛県)

鬼塚　信　様　（宮崎県) 丸田　大剛　様　（鹿児島県) 伊福　正哲　様　（沖縄県)

高嶺　幸子　様　（沖縄県) 平良　聡　様　（沖縄県) 六角　高祥　様　（沖縄県)

門馬　弘昌　様　（長崎県) 福本　哲久　様　（熊本県) 林　暁彦　様　（熊本県)

鈴木　隆雄　様　（熊本県) 石津　貴之　様　（大分県) 阿南　敬親　様　（宮崎県)

藤本　由紀　様　（福岡県) 平田　久美子　様　（福岡県) 堀　伸惠　様　（福岡県)

岩田　知真　様　（長崎県) 佐藤  宏之　様　（長崎県) 前川　有紀　様　（長崎県)


