
全国の皆さまからあたたかいご支援をいただき、心より感謝いたします。

平成28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）

寄附件数

６，１６１件

合計件数

１，２２１件

４１８件

２９４件

４８３件

３３８件

２９３件

３，１１４件

寄附金額

１１０，６５８，２４９円

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

  ご寄附いただいた方々　 （公表をご了承いただいた方のみ掲載しております）

◎少子化対策事業

高橋　信也　様 (山形県) 垣内　秀隆　様 (福島県) 今泉　了　様 (福島県)

田中　拓　様 (茨城県) 若山　実　様 (茨城県) 徳山　尚斗　様 (茨城県)

及川　耕一　様 (岩手県) 幕内　拓也　様 (岩手県) 小林　誠一　様 (宮城県)

佐藤　秀嗣　様 (宮城県) 石田　恭央　様 (秋田県) 尾崎　武司　様 (山形県)

片脇　明憲　様 (北海道) 山口　秀夫　様 (北海道) 大谷　雄二　様 (北海道)

荻野　哲男　様 (北海道) 馬渕　正二　様 (北海道) 末吉　徳彦　様 (青森県)

メニュー

菊地　威史　様 (群馬県) 柳澤　貴保　様 (群馬県) 清水　康一　様 (群馬県)

狩野　定利　様 (群馬県) 茂木　美里　様 (群馬県) 木村　真也　様 (群馬県)

中山　慎　様 (茨城県) 葉山　国千　様 (茨城県) 仁平　康子　様 (栃木県)

高橋　勝雄　様 (栃木県) 新井　勇治　様 (栃木県) 竹原　静香　様 (栃木県)

氏名または団体名（住所）

内倉　大輔　様 (北海道) 佐川　敬子　様 (北海道) 越田　高行　様 (北海道)

片脇　明憲　様 (北海道) 荻野　哲男　様 (北海道) 齊藤　英生　様 (北海道)

高橋　悟　様 (埼玉県) 三浦　裕政　様 (埼玉県) 岡本　怜衣香　様 (埼玉県)

島田　聡　様 (埼玉県) 小林　秀史　様 (埼玉県) 綾木　眞二　様 (埼玉県)

齋藤　新　様 (群馬県) 青木　幹雄　様 (群馬県) 渡辺　宏朗　様 (群馬県)

前川　知三　様 (群馬県) 小松　浩司郎　様 (群馬県) 須藤　亜紀子　様 (群馬県)

平成２８年度ふるさと下仁田応援寄附金の状況

合計金額

１．少子化対策事業 ２１，８３４，０００円

２．まちづくり事業 ８，１８０，０００円

３．観光振興事業 ６，０６９，０００円

４．環境保全事業 ８，０５８，０００円

５．教育環境整備事業 ５，８１３，０００円

６．世界遺産「荒船風穴」保存活用 ５，５６７，７２５円

７．町長におまかせ ５５，１３６，５２４円



後藤　崇哉　様 (埼玉県)

平田　実香　様 (埼玉県) 片野　隆明　様 (埼玉県) 白井　告　様 (埼玉県)

川端　佑三　様 (埼玉県) 中村　圭　様 (埼玉県) 中澤　誠　様 (埼玉県)

栗山　雅俊　様 (埼玉県) 持田　真佐子　様 (埼玉県) 新藤　雄司　様 (埼玉県)

平畠　秀典　様 (千葉県) 東ヶ崎　康弘　様 (千葉県) 中野　恵介　様 (千葉県)

山崎　善弘　様 (千葉県) 櫻井　健司　様 (千葉県) 追留　輝喜　様 (千葉県)

安間　祥子　様 (千葉県) 坂本　健二郎　様 (千葉県) 浅倉　良徳　様 (千葉県)

須釜　武伸　様 (千葉県) 大山　信義　様 (千葉県) 津守　将充　様 (千葉県)

中野　英之　様 (千葉県) 福田　宏　様 (千葉県) 高橋　泉　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）

髙橋　公一　様 (埼玉県) 大川　修一　様 (埼玉県) 佐藤　真揚　様 (埼玉県)

村井　勝典　様 (埼玉県) 片岡　隆　様 (埼玉県) 西浦　和博　様 (千葉県)

遠藤　英昭　様 (埼玉県) 千代田　利光　様 (埼玉県) 人見　かおり　様 (埼玉県)

菅谷　忠幸　様 (埼玉県) 杉田　義和　様 (埼玉県) 佐藤　津芳　様 (埼玉県)

渡部　正治　様 (埼玉県) 笠原　彰朗　様 (埼玉県)

米田　芳路　様 (千葉県) 渡部　宏嗣　様 (千葉県) 多喜川　慧子　様 (千葉県)

神野一朗　様 (千葉県) 早坂　健　様 (東京都) 高橋　秀雄　様 (東京都)

大和田　真由美　様 (千葉県) 赤尾　千恵子　様 (千葉県) 坂本　敏明　様 (千葉県)

小沼　悟　様 (千葉県) 田島　完治　様 (千葉県) 駒崎　春吉　様 (千葉県)

石原　菜保子　様 (千葉県) 田島　完治　様 (千葉県) 堀地　かなえ　様 (千葉県)

島田　正彦　様 (千葉県) 神田　宏　様 (千葉県) 品田　仁　様 (千葉県)

長谷川　卓哉　様 (東京都) 小西　みさを　様 (東京都) 佐久間　実　様 (東京都)

渡邉　剛　様 (東京都) 鈴木　健夫　様 (東京都) 山崎　貴行　様 (東京都)

八重田　昌宏　様 (東京都) 高島　圭介　様 (東京都) 朝生　浩　様 (東京都)

森田　昌宏　様 (東京都) 鎌田　剛　様 (東京都) 岩田　真一　様 (東京都)

小松　茜　様 (東京都) 森永　悟　様 (東京都) 外山　太士　様 (東京都)

田村　浩　様 (東京都) 荒川　香遥　様 (東京都) 山口　暢子　様 (東京都)

深野　章　様 (東京都) 佐藤　真紀　様 (東京都) 星野　幸子　様 (東京都)

西蔭　徹郎　様 (東京都) 永山　一盛　様 (東京都) 鈴木　健之　様 (東京都)

岡　英一　様 (東京都) 渡辺　由香里　様 (東京都) 中村　達哉　様 (東京都)

大野　敦　様 (東京都) 藤井　邦英　様 (東京都) 永岡　牧賢　様 (東京都)

渡邊　慎　様 (東京都) ドゥルーズ　ステファニー　様 (東京都) 橋本　彩夏　様 (東京都)

村田　知臣　様 (東京都) 蛭川　渉　様 (東京都) 井口　章夫　様 (東京都)

竹村　慎輔　様 (東京都) 小林　修　様 (東京都) 田中　洋二郎　様 (東京都)

田久保　秀樹　様 (東京都) 松本　亘正　様 (東京都) 山口　京美　様 (東京都)

堀　祐輔　様 (東京都) 小澤　剛　様 (東京都) 宇田川　辰彦　様 (東京都)

森　竜馬　様 (東京都) 西坂　浩章　様 (東京都) 関口　裕介　様 (東京都)



松室　裕之　様 (東京都)

山田　昌浩　様 (東京都) 清水　洋美　様 (東京都) 佐々木　豊　様 (東京都)

入岡　仁士　様 (東京都) 大野　圭一　様 (東京都) 前田　浩行　様 (東京都)

梅田　潔　様 (東京都) 鈴木　大晴　様 (東京都) 山田　沙弥香　様 (東京都)

吉岡　可奈子　様 (東京都) 関野　勝利　様 (東京都) 伊藤　英明　様 (東京都)

佐々井　遼　様 (東京都) 藤井　康弘　様 (東京都) 佐藤　弘行　様 (東京都)

髙松　良幸　様 (東京都) 矢部　直哉　様 (東京都) 日高　信邦　様 (東京都)

長谷川　俊　様 (東京都) 中島　慧　様 (東京都) 久保田　隆　様 (東京都)

吉川　泰弘　様 (東京都) 藤岡　はるえ　様 (東京都) 山下　拓也　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）

本田　豊　様 (東京都) 伊藤　菜央　様 (東京都) 赤堀　直樹　様 (東京都)

犬塚　知成　様 (東京都) 高橋　良幸　様 (東京都) 鈴木　正靖　様 (東京都)

藤井　淳　様 (東京都) 木下　英二　様 (東京都) 杉山　直樹　様 (東京都)

井上　英俊　様 (東京都) 割谷　智子　様 (東京都) 斎藤　恵一　様 (東京都)

湯浅　竜寿　様 (東京都) 佐藤　弘紹　様 (東京都)

藤田　泰宏　様 (東京都) 土屋　百合子　様 (東京都) 鈴木　陽二　様 (東京都)

古野　之洋　様 (東京都) 小此木　敦　様 (東京都) 渡邊　慎　様 (東京都)

日高　修　様 (東京都) 日高　正人　様 (東京都) 石倉　学　様 (東京都)

佐々木　洋子　様 (東京都) 中村　奨　様 (東京都) 平　康　様 (東京都)

古江　正　様 (東京都) 市川　正　様 (東京都) 杉本　洋一郎　様 (東京都)

三浦　英幸　様 (東京都) 中山　清隆　様 (東京都) 長井　尊　様 (東京都)

佐々木　豊　様 (東京都) 榎本　靖夫　様 (東京都) ベイ　ジュン　様 (東京都)

黒崎　知岳　様 (東京都) 仲村　裕明　様 (東京都) 恩田　信人　様 (東京都)

古野　之洋　様 (東京都) 本多　亨光　様 (東京都) 鈴木　正徳　様 (東京都)

高橋　可奈　様 (東京都) 大関　潤子　様 (東京都) 内村　充史　様 (東京都)

和田　逸平　様 (東京都) 猿渡　良太郎　様 (東京都) 岡野　彩乃　様 (東京都)

河合　寿康　様 (東京都) 樋口　恵理子　様 (東京都) 河野　敏仁　様 (東京都)

森　智昭　様 (東京都) 井上　広樹　様 (東京都) 小野　孝　様 (東京都)

佐藤　美香　様 (東京都) 政元　豪　様 (東京都) 森永　香代　様 (東京都)

齋藤　晋　様 (東京都) 本田　宏文　様 (東京都) 三上　日芽子　様 (東京都)

中島　達成　様 (東京都) 篠原　務　様 (東京都) 前田　昭彦　様 (東京都)

内村　僚一　様 (東京都) 山本　恭子　様 (東京都) 中野　正幾　様 (東京都)

金尾　豊　様 (東京都) 伊藤　伸高　様 (東京都) 北川　恵里奈　様 (東京都)

山木　勝　様 (東京都) 保坂　弘達　様 (神奈川県) 星川　徳行　様 (神奈川県)

酒井　武光　様 (神奈川県) 後藤　英樹　様 (神奈川県) 山川　丈人　様 (神奈川県)

坂本　淳　様 (東京都) 庄司　宗紀　様 (東京都) 庄司　宗紀　様 (東京都)

庄司　宗紀　様 (東京都) 庄司　宗紀　様 (東京都) 鈴木　庸弘　様 (東京都)



荒井　文彦　様 (神奈川県)

中野　正英　様 (神奈川県) 野竹　和彦　様 (神奈川県) 大久保　尚紀　様 (神奈川県)

山戸　伸孝　様 (神奈川県) 大丸　重徳　様 (神奈川県) 大丸　重徳　様 (神奈川県)

津屋　隆之介　様 (神奈川県) 大澤　進冴　様 (神奈川県) 岡本　和美　様 (神奈川県)

星川　尚子　様 (神奈川県) 斉藤　明　様 (神奈川県) 淡田　義樹　様 (神奈川県)

沖山　貴良　様 (神奈川県) 岩瀬　俊一　様 (神奈川県) 林　祐　様 (神奈川県)

土屋　拓人　様 (神奈川県) 柘植　宗範　様 (神奈川県) 山田　和彦　様 (神奈川県)

松島　すみれ　様 (神奈川県) 佐藤　正史　様 (神奈川県) 原田　博丞　様 (神奈川県)

小野田　かほり　様 (神奈川県) 石川　飛鳥　様 (神奈川県) 安田　優　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）

西川　明彦　様 (神奈川県) 柴田　淳史　様 (神奈川県) 丹野　一憲　様 (神奈川県)

小出　泰雄　様 (神奈川県) 雑賀　哲也　様 (神奈川県) 大下　高志　様 (神奈川県)

楠　貴弘　様 (神奈川県) 上竹　昭浩　様 (神奈川県) 桐山　枝里　様 (神奈川県)

土門　和幸　様 (神奈川県) 西山　信久　様 (神奈川県) 堀越　洋　様 (神奈川県)

藤田　美宏　様 (神奈川県) 小玉　剛　様 (神奈川県)

西田　隆　様 (富山県) 古池　泰典　様 (石川県) 土屋　弘行　様 (石川県)

笠原　善弥　様 (石川県) 石丸　敦士　様 (福井県) 徳本　泰弘　様 (福井県)

大城戸　義裕　様 (神奈川県) 浅田　奨平　様 (神奈川県) 山本　光惠　様 (神奈川県)

兼子　泰行　様 (新潟県) 楡井　淳　様 (新潟県) 相馬　大輝　様 (新潟県)

木下　博司　様 (神奈川県) 大澤　仁　様 (神奈川県) 高野　一義　様 (神奈川県)

津屋　隆之介　様 (神奈川県) 梶原　伸洋　様 (神奈川県) 原藤　健吾　様 (神奈川県)

原田　裕平　様 (静岡県) 村井　睦彦　様 (静岡県) 渡邊　俊典　様 (静岡県)

清水　俊成　様 (静岡県) 丹羽　弘喜　様 (静岡県) 杉浦　泰志　様 (愛知県)

堀　裕彦　様 (岐阜県) 杉山　貴生　様 (岐阜県) 寺田　誠知　様 (岐阜県)

西堀　勝広　様 (岐阜県) 森島　成晃　様 (静岡県) 盛田　延之　様 (静岡県)

大森　廸　様 (福井県) 平賀　新也　様 (山梨県) 油井　薫　様 (長野県)

奥村　保雅　様 (岐阜県) 横手　淳　様 (岐阜県) 伏屋　龍夫　様 (岐阜県)

松浦　育江　様 (愛知県) 家田　信人　様 (愛知県) 伊藤　建一　様 (愛知県)

佐藤　公治　様 (愛知県) 斉藤　貴志　様 (愛知県) 青木　秀樹　様 (愛知県)

大矢　悠二　様 (愛知県) 平野　貴久　様 (愛知県) 服部　令子　様 (愛知県)

中島　卓治　様 (愛知県) 川口　潤　様 (愛知県) 藤本　智子　様 (愛知県)

藤本　智子　様 (愛知県) 西山　英男　様 (愛知県) 長谷川　浩代　様 (愛知県)

緒方　良　様 (愛知県) 桑原　哲　様 (愛知県) 桑山　光俊　様 (愛知県)

川口　真寛　様 (愛知県) 北尾　哲弥　様 (愛知県) 山崎　拓　様 (愛知県)

大竹　敏博　様 (愛知県) 山本　健二　様 (愛知県) 内田　理　様 (愛知県)

平手　寛泰　様 (愛知県) 米崎　広崇　様 (愛知県) 岩田　友孝　様 (愛知県)

長谷川　嘉哉　様 (愛知県) 寺西　広行　様 (愛知県) 国本　朋子　様 (愛知県)



西久保　公映　様 (三重県)

川久保　治彦　様 (三重県) 竹内　仁代　様 (三重県) 堀出　直樹　様 (滋賀県)

高木　貴徳　様 (愛知県) 山崎　俊夫　様 (愛知県) 柴原　悠　様 (愛知県)

奥村　真悟　様 (愛知県) 天野　克彦　様 (愛知県) 野澤 恵美子　様 (愛知県)

田中　庸介　様 (大阪府) 下村　知雄　様 (大阪府) 亀井　孝悦　様 (大阪府)

新宮　利育　様 (大阪府) 笹川　哲　様 (大阪府) 前野　芳史　様 (大阪府)

井上　雅喜　様 (大阪府) 蛯原　健　様 (大阪府) 石橋　歌代子　様 (大阪府)

谷口　淳　様 (大阪府) 谷　敦　様 (大阪府) 北川　理紗　様 (大阪府)

西　陽一朗　様 (大阪府) 國分　博史　様 (大阪府) 西田　勝俊　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）

岡野　博之　様 (京都府) 西上　尚志　様 (京都府) 遠藤　周一　様 (京都府)

安川　覚　様 (京都府) 粟津　裕貴　様 (大阪府) 菊井　薫　様 (大阪府)

よねざわ　けいこ　様 (京都府) 鍛治田　剛裕　様 (京都府) 岡本　陽一　様 (京都府)

松本　悟　様 (京都府) 伊地智　弥生　様 (京都府) 外村　仁　様 (京都府)

中世古　裕子　様 (三重県) 梅田　由美　様 (三重県)

玉田　育子　様 (大阪府) 池永　康市　様 (大阪府) 西　利男　様 (大阪府)

阪本　路憲　様 (大阪府) 大竹　新　様 (大阪府) 松田　仁美　様 (兵庫県)

木下　佳　様 (大阪府) 水谷　潤　様 (大阪府) 木村　篤　様 (大阪府)

今井　拓磨　様 (大阪府) 渡辺　真志　様 (大阪府) 岩村　博満　様 (大阪府)

北谷　龍平　様 (大阪府) 中谷　彰子　様 (大阪府) 岡村　潤　様 (大阪府)

鴨川　政太郎　様 (大阪府) 藤本　博行　様 (大阪府) 小松　恵　様 (大阪府)

土屋　旬平　様 (兵庫県)

小竹　めぐみ　様 (兵庫県) 洲脇　康史　様 (兵庫県) 澤井　正和　様 (兵庫県)

野島　武久　様 (兵庫県) 深澤　良宣　様 (兵庫県) 今田　世紀　様 (兵庫県)

由良　和夫　様 (兵庫県) 三宅　規夫　様 (兵庫県) 宮本　浩之　様 (兵庫県)

岸本　芽子　様 (兵庫県) 大森　一幸　様 (兵庫県) 小野　行由　様 (兵庫県)

永来　慶伸　様 (兵庫県) 福山　房之助　様 (兵庫県) 安　辰一　様 (兵庫県)

南　喜樹　様 (兵庫県) 柴田　綾子　様 (兵庫県) 奥西　弘和　様 (兵庫県)

北山　文夫　様 (兵庫県) 金光　啓次　様 (兵庫県) 吉田　孝　様 (兵庫県)

山田　康輔　様 (広島県) 植田　康雄　様 (広島県) 山田　みちる　様 (広島県)

杉川　聡　様 (広島県) 前田　久仁子　様 (広島県) 前田　功二　様 (広島県)

花房　秀樹　様 (島根県) 相川　義智　様 (島根県) 田野　寿　様 (岡山県)

福島　邦博　様 (岡山県) 荒木　信之　様 (岡山県) 小林　孝明　様 (広島県)

若原　千紘　様 (奈良県) 大橋　正和　様 (奈良県) 甚田　隆康　様 (奈良県)

小畠　あかね　様 (奈良県) 樋口　明裕　様 (奈良県) 永島　竜貴　様 (和歌山県)

増田　章吾　様 (兵庫県) 大西　勝博　様 (兵庫県) 中井　光男　様 (兵庫県)

八馬　芳雄　様 (兵庫県) 高谷　亮介　様 (兵庫県) 嶋田　大地　様 (兵庫県)

大西　勝博　様 (兵庫県) 高橋　正年　様 (兵庫県)



小早川　節　様 (山口県) 山口　稔　様 (徳島県) 森　重信　様 (愛媛県)

楠瀬　由紀　様 (高知県) 高崎　宣代　様 (高知県) 楠瀬　由紀　様 (高知県)

吉井　治美　様 (鹿児島県) 増山　智美　様 (鹿児島県) 工藤　宰　様 (鹿児島県)

松山　淳　様 (熊本県) 山本　昭一郎　様 (熊本県) 野田　秀喜　様 (熊本県)

阿南　健太郎　様 (大分県) 海老原　史高　様 (宮崎県) 菊池　景子　様 (宮崎県)

是永　美恵　様 (福岡県) 古賀　博美　様 (佐賀県) 副島　和孝　様 (長崎県)

下釜　敏和　様 (長崎県) 山内　春美　様 (熊本県) 吉田　俊彰　様 (熊本県)

辛嶋　健　様 (福岡県) 富永　太郎　様 (福岡県) 村田　理　様 (福岡県)

井出　達也　様 (福岡県) 荒木　信寿　様 (福岡県) 柿野　貴盛　様 (福岡県)

久保　憲生　様 (群馬県) 山本　隆　様 (群馬県) 鈴木　義男　様 (群馬県)

澤田　実　様 (群馬県) 江口　啓介　様 (群馬県) 濱田　哲也　様 (群馬県)

横川　祐美　様 (北海道) 三上　建　様 (北海道) 武田　幸子　様 (北海道)

船越　樹　様 (青森県) 佐藤　紀夫　様 (岩手県) 菊地　逸夫　様 (宮城県)

國料　忠　様 (鹿児島県) 照屋　尚志　様 (沖縄県) 大濱　剛　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）

鈴木　康治郎　様 (埼玉県) 佐藤　元久　様 (埼玉県) 平沼　菊雄　様 (埼玉県)

高柳　智恵　様 (埼玉県) 小笠原　幹夫　様 (埼玉県) 小笠原　幹夫　様 (埼玉県)

鳥井　佳代子　様 (埼玉県) 小山　智一　様 (埼玉県) 亀田　圭彦　様 (埼玉県)

江村　知夫　様 (埼玉県) 赤川　正子　様 (埼玉県) 柿澤　千雅子　様 (埼玉県)

茂木　一通　様 (群馬県) 笠原　真紀子　様 (群馬県) 後藤　慶大　様 (群馬県)

後藤　慶大　様 (群馬県) 早川　雅之　様 (埼玉県) 大野　喜作　様 (埼玉県)

郷　慶蔵　様 (東京都) 大藤　貴　様 (東京都) 石川　利哉　様 (東京都)

三浦　惺　様 (東京都) 古塩　達紀　様 (東京都) 渡辺　雅史　様 (東京都)

村上　中一　様 (千葉県) 上原　直也　様 (千葉県) 仲野　誠司　様 (千葉県)

古市　潤二　様 (千葉県) 長谷川　文雄　様 (千葉県) 近藤　真一　様 (千葉県)

小笠原　幹夫　様 (埼玉県) 小笠原　幹夫　様 (埼玉県) 今西　裕子　様 (千葉県)

小川　朝生　様 (千葉県) 桜井　秀一　様 (千葉県) 大石　眞人　様 (千葉県)

馬詰　和比古　様 (東京都) 鈴木　裕斗　様 (東京都) 片見　睦夫　様 (東京都)

氏橋　治信　様 (東京都) 田邊　昌男　様 (東京都) 田中　佳保里　様 (東京都)

小池　一弥　様 (東京都) 早川　信一　様 (東京都) 早川　信一　様 (東京都)

鈴木　圭介　様 (東京都) バンサル　マヌ　様 (東京都) 二ノ宮　直樹　様 (東京都)

古謝　伸之　様 (東京都) ユー　クリストファー　様 (東京都) 齋藤　聡史　様 (東京都)

中沖　勝明　様 (東京都) 石上　雄太　様 (東京都) 椎橋　兼房　様 (東京都)

◎まちづくり事業

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）



伊藤　俊輔　様 (東京都)

小澤　佳子　様 (東京都) 下川　満智子　様 (東京都) 下川　英季　様 (東京都)

宝田　隆弥　様 (東京都) 鈴木　奈津子　様 (東京都) 高橋　裕康　様 (東京都)

金子　弓子　様 (東京都) 渡邉正子　様 (東京都) 吉川　英光　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）

山邉　真行　様 (東京都) 伊藤　健太郎　様 (東京都) 松川　星四郎　様 (東京都)

田賀　俊行　様 (東京都) 大藤　貴　様 (東京都) 仲川　佳臣　様 (東京都)

田村　諭史　様 (東京都) 眞嶋　浩聡　様 (東京都) 中野　由美子　様 (東京都)

儘田　雄介　様 (東京都) 池田　亮太　様 (東京都) 高木　昇　様 (東京都)

上原　真理江　様 (東京都) 高塚　園美　様 (東京都) 高澤　香里　様 (東京都)

天野　真也　様 (東京都) 石井　絢香　様 (東京都) 栗田　典子　様 (東京都)

青木　克彦　様 (東京都) 林　恭生　様 (東京都) 奥野　仁　様 (東京都)

瀧澤　照子　様 (東京都) 羽深　恭子　様 (東京都)

吉川　朋孝　様 (神奈川県) 笹井　修　様 (神奈川県) 沢田　寿仁　様 (神奈川県)

春日　丈実　様 (神奈川県) 相澤　隆　様 (神奈川県) 小牧　優介　様 (神奈川県)

田中　昭夫　様 (神奈川県) 古川　直幸　様 (神奈川県) 小嶋　儀久　様 (神奈川県)

芦澤　康夫　様 (神奈川県) 野田　憲隆　様 (神奈川県) 松田　智彰　様 (神奈川県)

高橋　志年　様 (神奈川県) 沢田　寿仁　様 (神奈川県) 細田　元　様 (神奈川県)

江村　多加司　様 (神奈川県) 田中　敦彦　様 (神奈川県) 齋藤　真治　様 (神奈川県)

杉村　和見　様 (静岡県) 小幡　良次　様 (静岡県) 松浦　辰彦　様 (静岡県)

宮川　昭夫　様 (静岡県) 須藤　大雅　様 (愛知県) 光山　浩人　様 (愛知県)

米山　靖彦　様 (静岡県) 杉山　典男　様 (静岡県) 杉本　基　様 (静岡県)

吉田　奈央　様 (静岡県) 石野　不二夫　様 (静岡県) 小幡　良次　様 (静岡県)

酒井　啓吉　様 (新潟県) 中島　正人　様 (富山県) 笠間　智樹　様 (石川県)

永田　秀樹　様 (石川県) 小宮山　信男　様 (長野県) 岡田　敏光　様 (岐阜県)

遠藤　正裕　様 (愛知県) 宮国　美也子　様 (三重県) 樋口　雅寿　様 (三重県)

坪井　宏祐　様 (滋賀県) 松盛　茂富　様 (京都府) 砂川　靖子　様 (京都府)

鈴木　朱里　様 (愛知県) 真辺　忠夫　様 (愛知県) 大村　典靖　様 (愛知県)

安田　ゆかり　様 (愛知県) 安田　ゆかり　様 (愛知県) 中島　誉啓　様 (愛知県)

久野　綾子　様 (愛知県) クロノ　ミチヤス　様 (愛知県) 越川　智章　様 (愛知県)

加藤　久豊　様 (愛知県) 森　昭親　様 (愛知県) 鈴木　清詞　様 (愛知県)

小林　佳世子　様 (兵庫県) 大澤　茂樹　様 (兵庫県) 小路　昭博　様 (兵庫県)

熊本　廣実　様 (奈良県) 徳井　康裕　様 (奈良県) 的場　紀子　様 (和歌山県)

法橋　佐和子　様 (大阪府) 縣田　浩二　様 (大阪府) 前田　知哉　様 (大阪府)

北村　雅温　様 (大阪府) 市岡　大典　様 (兵庫県) 廣瀬　哲也　様 (兵庫県)

陣内　俊和　様 (京都府) 東野　晃治　様 (大阪府) 山岡　正弥　様 (大阪府)

烏野　侑子　様 (大阪府) 梅田　照幸　様 (大阪府) 川村　悦子　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）

草野　一樹　様 (長崎県) 山岡　頼之　様 (長崎県) 井上　正規　様 (熊本県)

橋住　友理　様 (熊本県) 藤倉　義久　様 (大分県) 結城　雅夫　様 (大分県)

戸嶋　和夫　様 (福岡県) 松田　久美子　様 (福岡県) 江口　慎一　様 (福岡県)

野田　昇宏　様 (福岡県) 賀来　正幸　様 (福岡県) 東　勇太郎　様 (長崎県)

鎌田　晴美　様 (広島県) 前橋　正一　様 (広島県) 佐々木　翔　様 (広島県)

吉田　尚生　様 (香川県) 山崎　誠一　様 (愛媛県) 宇野　敦　様 (福岡県)

本山　利幸　様 (群馬県) 片岡　淳　様 (群馬県) 高橋　悟　様 (埼玉県)

高橋　悟　様 (埼玉県) 木村　宏　様 (埼玉県) 小林　瞳　様 (埼玉県)

西村　嘉裕　様 (茨城県) 坂田　浩一　様 (栃木県) 萩原　豪　様 (群馬県)

新井　由隆　様 (群馬県) 中野　隆二　様 (群馬県) 菊地　威史　様 (群馬県)

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）

青木　裕之　様 (北海道) 青柳　伸一　様 (青森県) 吉田　妙子　様 (宮城県)

蝦名　和博　様 (千葉県) 鈴木　勝　様 (千葉県) 井上　厚　様 (千葉県)

阿部　富士夫　様 (千葉県) 諏訪　祐子　様 (千葉県) 小笠原　靖　様 (千葉県)

吉田　泰子　様 (埼玉県) 新井　克明　様 (埼玉県) 八木沼　実花　様 (埼玉県)

増田　行広　様 (埼玉県) 山田英二　様 (埼玉県) 斎藤　昌隆　様 (千葉県)

平野　祐次　様 (埼玉県) 牛久保　研一　様 (埼玉県) 唐澤　亮　様 (埼玉県)

田嶋　輝久　様 (埼玉県) 高宮　昌行　様 (埼玉県) 有山　幸子　様 (埼玉県)

富樫　敦子　様 (東京都) 古山　誠　様 (東京都) 大村　早苗　様 (東京都)

石橋　久芳　様 (東京都) 船木　雄　様 (東京都) 時任　理一郎　様 (東京都)

阿藤　芳樹　様 (東京都) 中島　光江　様 (東京都) 石﨑　洋子　様 (東京都)

梅田　祐樹　様 (東京都) 重田　弘樹　様 (東京都) 野本　哲史　様 (東京都)

中原　朋子　様 (東京都) 木村　廣道　様 (東京都) 石渡　俊弘　様 (東京都)

山本　博之　様 (東京都) 小池　大輔　様 (東京都) 大越　久美子　様 (東京都)

穴水　秀人　様 (東京都) 井上　裕一　様 (東京都) 柴田　敦子　様 (東京都)

小檜山創　様 (東京都) 近藤　寿郎　様 (東京都) 近藤　寿郎　様 (東京都)

渡邉　洋一郎　様 (東京都) 塚田　洋平　様 (東京都) 高橋　智恵美　様 (東京都)

尾崎　覚　様 (東京都) 宮原　賢次　様 (東京都) 佐藤　明　様 (東京都)

秋田　清澄　様 (東京都) 姜　恩福　様 (東京都) 辰巳　伸次　様 (東京都)

須田　力哉　様 (東京都) 大角　博章　様 (東京都) 吉澤　稔　様 (東京都)

関　ルミ子　様 (神奈川県) 山中　祐二　様 (神奈川県) 山中　祐二　様 (神奈川県)

坂巻　啓子　様 (東京都) 後藤　久和　様 (神奈川県) 菅野　淑博　様 (神奈川県)

横山　哲久　様 (神奈川県) 板倉　敏行　様 (神奈川県) 高橋　沙希　様 (神奈川県)

◎観光振興事業



大島　寿一　様 (新潟県) 田澤　克紀　様 (新潟県) 中村　真一　様 (石川県)

柴田　和則　様 (山梨県) 黒澤　良一　様 (長野県) 丸山　恭司　様 (岐阜県)

山中　祐二　様 (神奈川県) 山中　祐二　様 (神奈川県) 橋詰　幸夫　様 (神奈川県)

高宮　宏和　様 (大阪府) 野上　洋二　様 (大阪府) 大橋　紳一郎　様 (大阪府)

荒木　基之　様 (大阪府) 瀬戸　一磨　様 (大阪府) 槇野　淑子　様 (大阪府)

長谷川　友之　様 (愛知県) 向山　憲男　様 (愛知県) 林　誠　様 (愛知県)

松原　資典　様 (愛知県) 山上　尚保　様 (愛知県) 丸山　栄勲　様 (京都府)

浅川　日出美　様 (岐阜県) 山下　次雄　様 (静岡県) 山田　雅敏　様 (愛知県)

矢野　久子　様 (愛知県) 伊藤　睦　様 (愛知県) 田島　慎也　様 (愛知県)

平山　善之　様 (広島県) 江副　正光　様 (福岡県) 立園　隆右　様 (大分県)

西　直人　様 (北海道) 萩原　克郎　様 (北海道) 高梨　訓博　様 (北海道)

菰田　悦之　様 (兵庫県) 平井　政規　様 (奈良県) 平山　善之　様 (広島県)

平山　善之　様 (広島県) 小池　郁子　様 (広島県) 平山　善之　様 (広島県)

大久保　陽一　様 (兵庫県) 菰田　悦之　様 (兵庫県) 増永　光知　様 (兵庫県)

岡本　崇　様 (兵庫県) 上野　裕一　様 (兵庫県) 江見　幸弘　様 (兵庫県)

鈴木　規之　様 (埼玉県) 牧野　裕二　様 (埼玉県) 古橋　敏昭　様 (埼玉県)

福岡　昌利　様 (埼玉県) 松田　将寿　様 (埼玉県) 山田　英二　様 (埼玉県)

新井　登　様 (群馬県) 早坂　正　様 (埼玉県) 生方　隆　様 (埼玉県)

島田　聡　様 (埼玉県) 古橋　敏昭　様 (埼玉県) 佐藤　靖子　様 (埼玉県)

宇治　正光　様 (北海道) 堀川　真理子　様 (北海道) 大宮　裕一　様 (宮城県)

コマロフ　セルゲイ　様 (宮城県) 小出　勝　様 (栃木県) 中村　正治　様 (群馬県)

物江　知幸　様 (東京都) 芳野　まい　様 (東京都) 勝部　洋　様 (東京都)

河野　哲　様 (東京都) 新　拓人　様 (東京都) 奥原　隆之　様 (東京都)

谷田川　泰信　様 (千葉県) 白鳥　真　様 (千葉県) 涌井　政行　様 (千葉県)

和田　喜宏　様 (東京都) 高木　俊哉　様 (東京都) 大久保　武則　様 (東京都)

石川　友美　様 (千葉県) 竹迫　和幸　様 (千葉県) 田嶋　康正　様 (千葉県)

鈴木　啓二郎　様 (千葉県) 藤原　百合子　様 (千葉県) 加藤　真一　様 (千葉県)

玄場　和子　様 (東京都) 野田　秀　様 (東京都) 野田　秀　様 (東京都)

岩崎　鉄平　様 (東京都) 芥川　弘一　様 (東京都) 瀧川　あさ子　様 (東京都)

岡本　雄吾　様 (東京都) 高木　仁志　様 (東京都) 高木　仁志　様 (東京都)

伊藤　薫　様 (東京都) 西澤　しほり　様 (東京都) 志賀　嘉津士　様 (東京都)

小井土　守敏　様 (東京都) 平　恵理子　様 (東京都) 佐々木　規恵　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）

◎環境保全事業



佐藤　哲朗　様 (東京都) 小泉　曜司　様 (東京都) 吉岡　増夫　様 (東京都)

澤　ゆずり　様 (東京都) 原　智恵子　様 (東京都) 石坂　堅輔　様 (東京都)

若島　周作　様 (東京都) 有田　眞由美　様 (東京都) 佐藤　智子　様 (東京都)

萩原　保司　様 (東京都) 鈴木　博　様 (東京都) 馬場　裕子　様 (東京都)

中野　一男　様 (東京都) 山尾　浩行　様 (東京都) 武藤　慎冶　様 (東京都)

塚野　結花　様 (東京都) 水野　宏江　様 (東京都) 青山　智　様 (東京都)

瀬下　讓　様 (東京都) 岩田　宏一　様 (東京都) 寺田　純子　様 (東京都)

鈴木　吾朗　様 (東京都) 齋藤　秀治　様 (東京都) 村上　貴子　様 (東京都)

板倉　弘重　様 (東京都) 鈴木　康之　様 (東京都) 高木　俊哉　様 (東京都)

岡田　恭子　様 (東京都) 鈴木　依子　様 (東京都) 名井　肇　様 (東京都)

須藤　淳也　様 (東京都) 上村　貴夫　様 (東京都) 鈴木　真帆　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) 高木　俊哉　様 (東京都)

栗井　幸代　様 (東京都) 林　国樹　様 (東京都) 岡田　恭子　様 (東京都)

種村　大輔　様 (神奈川県) 岡田　庫太郎　様 (神奈川県) 杉崎　克行　様 (神奈川県)

関口　利一　様 (神奈川県) 大城　文彦　様 (神奈川県) 中村　雄一郎　様 (神奈川県)

城水　千明　様 (神奈川県) 岩間　智子　様 (神奈川県) 上原　豊史　様 (神奈川県)

片岡　理　様 (神奈川県) 飯嶌　恒雄　様 (神奈川県) 岩井　恒彦　様 (神奈川県)

片貝　健人　様 (東京都) 佐藤　滋　様 (東京都) 石井　潤　様 (東京都)

早川　和志　様 (東京都) 今井　貴宏　様 (東京都) 清水　浩　様 (神奈川県)

蔡　豪倫　様 (静岡県) 牧井　実里　様 (愛知県) 本澤　八綋　様 (愛知県)

松本　高明　様 (愛知県) 生田　周史　様 (愛知県) 藤野　智哉　様 (愛知県)

木下　彰　様 (石川県) 葉山　賢司　様 (岐阜県) 岡田　敏光　様 (岐阜県)

林　時晴　様 (岐阜県) 柳沢　隆　様 (静岡県) 森　雄太郎　様 (静岡県)

吉田　弘子　様 (神奈川県) 岩井　恒彦　様 (神奈川県) 日下部　照子　様 (神奈川県)

佐藤　能央　様 (神奈川県) 村松　亮　様 (新潟県) 藤田　泰輔　様 (富山県)

鈴木　一義　様 (愛知県) 山本　敬介　様 (三重県) 満田　久義　様 (京都府)

江藤　典子　様 (大阪府) 渡部　裕子　様 (大阪府) 吉原　隆夫　様 (大阪府)

山城　敬介　様 (愛知県) 中村　美穂　様 (愛知県) 高橋　一成　様 (愛知県)

小出　武治　様 (愛知県) 三輪田　博介　様 (愛知県) 石川　隆　様 (愛知県)

柴田　充　様 (愛知県) 都築　八千代　様 (愛知県) 岩間　美佐子　様 (愛知県)

佐藤　良孝　様 (愛知県) 小林　麻里　様 (愛知県) 佐藤　桂子　様 (愛知県)

村田　ゆう子　様 (大阪府) 榎原　真志　様 (大阪府) 久野　須賀子　様 (大阪府)

久野　須賀子　様 (大阪府) 花岡　良成　様 (兵庫県) 岸本　芽子　様 (兵庫県)

大山　泰幸　様 (大阪府) 天木　誠　様 (大阪府) 菅　万昌　様 (大阪府)

山本　誠一郎　様 (大阪府) 日び　智之　様 (大阪府) 金　成有　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）



田渕　裕子　様 (兵庫県) 岩崎　昌平　様 (兵庫県) 足立　昌夫　様 (兵庫県)

高井　良洋　様 (兵庫県) 大嶋　與　様 (奈良県) 梶本　浩美　様 (和歌山県)

勝見　真悟　様 (長崎県) 宮崎　昭行　様 (長崎県) 蒲原　行雄　様 (長崎県)

三浦　洋一　様 (大分県) 田邉　千華子　様 (大分県)

楠原　正一　様 (福岡県) 楠原　正洋　様 (福岡県) 掛田　伸吾　様 (福岡県)

麻生　忠弘　様 (福岡県) 赤崎　チエ子　様 (福岡県) 最所　健太　様 (福岡県)

安田　秀世　様 (岡山県) 水野　聡　様 (山口県) 池原　卓也　様 (香川県)

三根生　麻美　様 (愛媛県) 岡田　修次　様 (愛媛県) 川内　義人　様 (福岡県)

神田　清子　様 (群馬県) 後閑　克己　様 (群馬県) 渡邊　一郎　様 (埼玉県)

田中　文雄　様 (埼玉県) 吉澤　春枝　様 (埼玉県) 上石　修史　様 (埼玉県)

末永　和人　様 (福島県) 田中　徹　様 (福島県) 末永　緑　様 (福島県)

岩間　美穂　様 (茨城県) 鈴木　尚志　様 (茨城県) 関口　正巳　様 (群馬県)

高橋　秀一　様 (北海道) 森田　宣広　様 (北海道) 光部　兼六郎　様 (北海道)

荻野　哲男　様 (北海道) 荻野　哲男　様 (北海道) 田中　利親　様 (青森県)

薬袋　正司　様 (東京都) 稲葉　孝史　様 (東京都) 西村　尚樹　様 (東京都)

古澤　みや子　様 (東京都) 清水　俊行　様 (東京都) 遠藤　寛明　様 (東京都)

浅倉　良徳　様 (千葉県) カニジオ　ケーシー　様 (千葉県) カニジオ　ケーシー　様 (千葉県)

高橋　紀行　様 (千葉県) 森　真琴　様 (千葉県) 氏家　久　様 (東京都)

小島　敦　様 (埼玉県) 田中　秀樹　様 (埼玉県) 石川　信行　様 (埼玉県)

加藤　道子　様 (埼玉県) 髙橋　公一　様 (埼玉県) 木村　宏　様 (埼玉県)

岩尾　建　様 (東京都) 浅井　宏子　様 (東京都) 丸森　康平　様 (東京都)

浜迫　晋一　様 (東京都) 渡邉　実　様 (東京都) 金　英姫　様 (東京都)

笈川　道子　様 (東京都) 松倉　保　様 (東京都) 小林　信介　様 (東京都)

田村　和之　様 (東京都) Shah　Dhruv　様 (東京都) 大塚　重夫　様 (東京都)

秋山　隆史　様 (東京都) 保坂　雅樹　様 (東京都) 川島　将弘　様 (東京都)

上田　晴健　様 (東京都) 海藤　研一郎　様 (東京都) 磯村　匠　様 (東京都)

那須　一仁　様 (東京都) 河野　隆二　様 (東京都) 河野　隆二　様 (東京都)

河野　隆二　様 (東京都) 河野　隆二　様 (東京都) 河野　隆二　様 (東京都)

赤澤　めぐみ　様 (東京都) 杉崎　一樹　様 (東京都) 細川　英樹　様 (東京都)

田中　淳　様 (東京都) 渡辺　牧文　様 (東京都) 細谷　佳津年　様 (東京都)

飛弾村　壮明　様 (東京都) 今野　正徳　様 (東京都) 奈良原　肇　様 (東京都)

真柳　元　様 (東京都) 濱岡　正憲　様 (東京都) 横谷　宏史　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）

◎教育環境整備事業

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）



平野　浩一　様 (静岡県) 高橋　雅人　様 (静岡県) 寺田　明彦　様 (愛知県)

寺島　良治　様 (愛知県) 中村　典子　様 (愛知県) 新井　麻里　様 (滋賀県)

氏名または団体名（住所）

小松崎　健一　様 (神奈川県) 安　茂　様 (神奈川県) 中尾　誠　様 (石川県)

田村　徳至　様 (長野県) 井原　拓　様 (岐阜県) 松本　剛　様 (静岡県)

菅野　実　様 (神奈川県) 飯村　宜也　様 (神奈川県) 荒木　佐和子　様 (神奈川県)

皆川　修　様 (神奈川県) 磯野　卓也　様 (神奈川県) 原藤　健吾　様 (神奈川県)

上田　和宏　様 (東京都) 日下部　功　様 (神奈川県) 大垣内　暖人　様 (神奈川県)

多久島　逸平　様 (神奈川県) 高橋　正明　様 (神奈川県) 古屋　亜紀奈　様 (神奈川県)

松浪　正典　様 (大阪府) 宇賀神　直也　様 (大阪府) 吉岡　眞蔵　様 (兵庫県)

谷口　秀典　様 (兵庫県) 松下　雅子　様 (兵庫県) 稲井　宏朋　様 (兵庫県)

綛谷　文章　様 (大阪府) 松田　瑞穂　様 (大阪府) 森口　貴栄　様 (大阪府)

髙橋　伸　様 (大阪府) 三谷　卓士　様 (大阪府) 杉原　信良　様 (大阪府)

石見　拓　様 (滋賀県) 中川　育　様 (京都府) 村尾　将和　様 (京都府)

西野　幹夫　様 (大阪府) 手嶋　明子　様 (大阪府) 勝村　祐治　様 (大阪府)

久末　司　様 (北海道) 森　久修　様 (北海道) 林　宏一　様 (北海道)

安藤　元二　様 (福島県) 小山　恭史　様 (茨城県) 鈴木　正行　様 (栃木県)

岡田　正比呂　様 (岡山県) 島内　彩　様 (佐賀県) 菅　純恵　様 (大分県)

坂田　勝美　様 (宮崎県)

石田　貴志　様 (兵庫県) 松井　聖博　様 (兵庫県) 中村　安雄　様 (兵庫県)

村本　一平　様 (奈良県) 中嶋　宏児　様 (和歌山県) 小川　章　様 (島根県)

横田　雅志　様 (埼玉県) 江連　一義　様 (千葉県) 丸山　欽司　様 (千葉県)

大瀧　潤士　様 (千葉県) 江本　浩章　様 (東京都) 深澤　かおる　様 (東京都)

高橋　正典　様 (埼玉県) 神木　宏之　様 (埼玉県) 福本　智明　様 (埼玉県)

中村　光太郎　様 (埼玉県) 杉本　佑介　様 (埼玉県) 古井　良彦　様 (埼玉県)

七井　淳　様 (栃木県) 鈴木　英樹　様 (群馬県) 市川　一芳　様 (群馬県)

吉田　秀忠　様 (群馬県) 松本　俊司　様 (群馬県) 松本　茂　様 (埼玉県)

加藤　昇　様 (東京都) 井下田　拓也　様 (東京都) 近藤　祐子　様 (東京都)

根岸　光江　様 (東京都) 北牧　裕幸　様 (東京都) 玉井　裕子　様 (東京都)

山田　光矢　様 (東京都) 田中　秀和　様 (東京都) 小嶋　秀和　様 (東京都)

熊野　恵造　様 (東京都) 金留　姿奈　様 (東京都) 佐原　亜紀　様 (東京都)

小島　和也　様 (東京都) 三尾　伸二郎　様 (東京都) 浦山　大輝　様 (東京都)

平沢　泰一　様 (東京都) 増島　慶治　様 (東京都) 水野　言紀　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）

◎世界遺産「荒船風穴」保存活用

氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）



廣田　淳　様 (神奈川県) 神宮　孝史　様 (神奈川県) 小笠原　美穂　様 (神奈川県)

齋藤　裕子　様 (神奈川県) 望月　昭男　様 (神奈川県) 西澤　泉　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）

杉山　吉秀　様 (東京都) 髙橋　悟　様 (東京都) 飯沼　綾　様 (東京都)

友田　光泰　様 (東京都) 岩本　和代　様 (東京都) 笹岡　妙美　様 (神奈川県)

橋本　尚美　様 (東京都) 加藤　久喜　様 (東京都) 川瀬　康子　様 (東京都)

小出　一成　様 (東京都) 本橋　冨美恵　様 (東京都) 岡宮　育世　様 (東京都)

矢代　眞己　様 (東京都) 名井　肇　様 (東京都) 正木　久朗　様 (東京都)

石井　宏忠　様 (東京都) 小木田　智優　様 (東京都) 萩原　章嘉　様 (東京都)

天谷　奈々子　様 (福井県) 塚田　英和　様 (長野県) 杉浦　琢　様 (岐阜県)

黒田　泰博　様 (静岡県) 松本　泰治　様 (静岡県) 髙山　志保　様 (静岡県)

田中哲　様 (神奈川県) 喜多光　様 (神奈川県) 岩井　邦浩　様 (神奈川県)

岩井　邦浩　様 (神奈川県) 齊藤　和之　様 (神奈川県) 小林　慎　様 (新潟県)

小西　晴夫　様 (神奈川県) 早勢　英徳　様 (神奈川県) 磯野　健彦　様 (神奈川県)

西澤　泉　様 (神奈川県) 金澤　宏　様 (神奈川県) 小池　康文　様 (神奈川県)

高野　史子　様 (大阪府) 西川　茂樹　様 (兵庫県) 松本　伸一　様 (兵庫県)

伊藤　義久　様 (広島県) 薦田　義幸　様 (香川県) 石原　正貴　様 (香川県)

森　秀雄　様 (愛知県) 溝口　勝美　様 (滋賀県) 藤田　雅己　様 (滋賀県)

平井　俊行　様 (京都府) 田中　彰　様 (大阪府) 岩崎　有華　様 (大阪府)

池田　篤彦　様 (愛知県) 宮城　元博　様 (愛知県) 池田　逸次　様 (愛知県)

松井　佳代　様 (愛知県) 花木　貴代　様 (愛知県) 福田　吉起　様 (愛知県)

田中　裕明　様 (北海道) 須田　倫夫　様 (北海道) 長谷川　園　様 (北海道)

大江　清　様 (北海道) 佐藤　祐子　様 (北海道) 吉田　照哉　様 (北海道)

瀬川　景子　様 (長崎県) 矢口　武史　様 (大分県) 山下　麻美　様 (鹿児島県)

安斉　千裕　様 (北海道) 新沼　雅教　様 (北海道) 春日　治朗　様 (北海道)

◎町長におまかせ

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）

濱崎　弘志　様 (福岡県) 牧　盾　様 (福岡県) 川本　剛志　様 (福岡県)

佐分利　めぐみ　様 (福岡県) 古賀　秀彦　様 (福岡県) 奥野　充　様 (佐賀県)

川村　秀樹　様 (岩手県) 鈴木　寿郎　様 (宮城県) 鈴木　寿郎　様 (宮城県)

中村　邦嘉　様 (宮城県) 三浦　孝宏　様 (宮城県) 岡本　健志　様 (宮城県)

佐藤　喜夫　様 (北海道) 福定　繁徳　様 (北海道) 伊藤　順子　様 (北海道)

宮崎　倫道　様 (青森県) 井澤　勇　様 (青森県) 松浦　直美　様 (岩手県)

青山　卓生　様 (北海道) 岡山　忠広　様 (北海道) 須藤　賢哉　様 (北海道)

片山　裕一　様 (北海道) 藤森　儀一　様 (北海道) 片脇　明憲　様 (北海道)



中山　秀樹　様 (茨城県) 秋山　英樹　様 (茨城県) 水谷　尊志　様 (茨城県)

北島　義文　様 (茨城県) 北島　義文　様 (茨城県) 李　鴻基　様 (茨城県)

佐藤　司　様 (福島県) 渡辺　一雄　様 (福島県) 的場　政樹　様 (茨城県)

海老根　隆　様 (茨城県) 土田　敦司　様 (茨城県) 高橋　和樹　様 (茨城県)

鈴木　寿郎　様 (宮城県) 神宮　彰　様 (宮城県) 稲森　稔男　様 (宮城県)

齋藤　英雄　様 (福島県) 桑畑　直史　様 (福島県) 八巻　竹男　様 (福島県)

山本　将宏　様 (群馬県) 小山　透　様 (群馬県) 柏原　薫子　様 (群馬県)

松本　正弘　様 (群馬県) 武藤　茂　様 (群馬県) 永井工業　株式会社　様 (群馬県)

神宮　栄信　様 (群馬県) 永井　邦佳　様 (群馬県) 関口　高志　様 (群馬県)

加藤　竜司　様 (群馬県) 角野　博之　様 (群馬県) 片岡　淳　様 (群馬県)

長谷　知紀　様 (茨城県) 松本　隆弘　様 (栃木県) 伊礼　健　様 (栃木県)

加藤　誠　様 (群馬県) 柳澤　貴保　様 (群馬県) 松本　正弘　様 (群馬県)

鈴木　尚　様 (埼玉県) 鹿島　文男　様 (埼玉県) 藤田　善幸　様 (埼玉県)

小森谷　宏　様 (埼玉県) 磯部　建夫　様 (埼玉県) 山嵜　良太　様 (埼玉県)

飯島　秀雄　様 (埼玉県) 豊田　知孝　様 (埼玉県) 高橋　英樹　様 (埼玉県)

大竹　博幸　様 (埼玉県) 榎本　幸三　様 (埼玉県) 大内　悠平　様 (埼玉県)

稲原　信行　様 (群馬県) 渡邊　浩一朗　様 (群馬県) 小林　誠　様 (群馬県)

田辺　清三郎　様 (群馬県) 高山　俊明　様 (埼玉県) 中村　秀夫　様 (埼玉県)

矢吹　江理佳　様 (埼玉県) 島田　薫　様 (埼玉県) 島田　薫　様 (埼玉県)

布川　和孝　様 (埼玉県) 安藤　一義　様 (埼玉県) 安藤　一義　様 (埼玉県)

丸川　洋二　様 (埼玉県) 藤田　進　様 (埼玉県) 岩崎　重美　様 (埼玉県)

三宅　充　様 (埼玉県) 生方　久美　様 (埼玉県) 沼尾　幸雄　様 (埼玉県)

丸川　洋二　様 (埼玉県) 長澤　秀信　様 (埼玉県) 増田　行広　様 (埼玉県)

佐藤　元久　様 (埼玉県) 飯島　秀雄　様 (埼玉県) 吉岡　正彦　様 (埼玉県)

真野　靖人　様 (千葉県) 野村　明　様 (千葉県) 冨塚　芳紀　様 (千葉県)

星　直宏　様 (千葉県) 片桐　寛　様 (千葉県) 石橋　健　様 (千葉県)

矢野　雄一郎　様 (埼玉県) 日下　雄太　様 (埼玉県) 吉村　典久　様 (千葉県)

島田　正彦　様 (千葉県) 葛西　達夫　様 (千葉県) 谷口　彰平　様 (千葉県)

安藤　一義　様 (埼玉県) 露木　薫　様 (埼玉県) 千賀　典彦　様 (埼玉県)

千賀　典彦　様 (埼玉県) 千賀　典彦　様 (埼玉県) 千賀　典彦　様 (埼玉県)

武井　雅光　様 (千葉県) 井原　辰吾　様 (千葉県) 松田　晴彦　様 (千葉県)

野島　大輔　様 (千葉県) 杉本　杏菜　様 (千葉県) 渡部　好　様 (千葉県)

田中　和徳　様 (千葉県) 上田　利江　様 (千葉県) 福田　稔　様 (千葉県)

佐藤　正彦　様 (千葉県) 松田　悟司　様 (千葉県) 土佐　茂之　様 (千葉県)

岩本　智子　様 (千葉県) 川崎　孝介　様 (千葉県) 会沢　克身　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）



西名　武彦　様 (千葉県)

大田　和紀　様 (千葉県) 菊池　寛司　様 (千葉県) 樋口　文雄　様 (千葉県)

笠原　紀子　様 (東京都) 竹内　朱恵　様 (東京都) 河西　貞智　様 (東京都)

鈴木　由美子　様 (東京都) 鈴木　由美子　様 (東京都) 鈴木　由美子　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）

平野　雅彦　様 (東京都) 本田　直久　様 (東京都) 一法師　淳　様 (東京都)

高山　真理奈　様 (東京都) 村上　彰子　様 (東京都) 石島　大嗣　様 (東京都)

服部　要　様 (東京都) 佐藤　美樹　様 (東京都) 三吉　英郎　様 (東京都)

清水　貞男　様 (東京都) 牧野　徹　様 (東京都) 永井　真美　様 (東京都)

伊藤　大　様 (千葉県) 川下　直人　様 (千葉県) 田中　健一　様 (千葉県)

田中　健一　様 (千葉県) 香取　篤忠　様 (千葉県) 渡部　勝磨　様 (千葉県)

隈元　広子　様 (千葉県) 小林　直行　様 (千葉県) 小池　保子　様 (千葉県)

渡部　好　様 (千葉県) 岩崎　久美子　様 (千葉県)

鈴木　健司　様 (東京都) 平柳　豪史　様 (東京都) 髙橋　悟　様 (東京都)

志波　裕子　様 (東京都) 中岡　益生　様 (東京都) 倉ヶ市　卓巳　様 (東京都)

會田　直子　様 (東京都) 風間　哲也　様 (東京都) 長澤　和貴　様 (東京都)

樋口　大地　様 (東京都) 岩崎　良子　様 (東京都) 小林　真希　様 (東京都)

島村　誠　様 (東京都) 中島　一則　様 (東京都) 山田　純平　様 (東京都)

小松原　寛子　様 (東京都) ケニー　ジョン　様 (東京都) 鷲見　正則　様 (東京都)

北岡　大介　様 (東京都) 太田　敬子　様 (東京都) 筒井　幸夫　様 (東京都)

柳澤　智行　様 (東京都) 加瀬　泉　様 (東京都) 森　健太　様 (東京都)

三堀　仁　様 (東京都) 後藤　明男　様 (東京都) 梶浦　理恵　様 (東京都)

伊藤　与里子　様 (東京都) 本村　寿太郎　様 (東京都) 渡邊　眞子　様 (東京都)

篠原　桃子　様 (東京都) 吉永　達世　様 (東京都) 堺　正子　様 (東京都)

根岸　美智子　様 (東京都) 三宅　良司　様 (東京都) 増田　憲明　様 (東京都)

香月　聡　様 (東京都) 五十嵐　敦之　様 (東京都) 坂田　和敏　様 (東京都)

島津　勇一　様 (東京都) 真中　周　様 (東京都) 樋口　勝弥　様 (東京都)

細野　太郎　様 (東京都) 清水　弘之　様 (東京都) 植田　崇裕　様 (東京都)

伊藤　早紀　様 (東京都) 鈴木　徳之　様 (東京都) 秋元　清和　様 (東京都)

中上　孝文　様 (東京都) 島田　剛　様 (東京都) 関口　美奈子　様 (東京都)

山木　宏之　様 (東京都) 北岡　大介　様 (東京都) 福田　尚志　様 (東京都)

郡司　聡　様 (東京都) 伊藤　正　様 (東京都) 清水　菜生子　様 (東京都)

林　尚子　様 (東京都) 金澤　稔子　様 (東京都) 伊藤　寛　様 (東京都)

齋藤　祐史　様 (東京都) 加藤　恵介　様 (東京都) 笠原　正寿　様 (東京都)

吉田　義彦　様 (東京都) 髙橋　雄一　様 (東京都) 城戸　和弘　様 (東京都)

堀　真清　様 (東京都) 小野　准示　様 (東京都) 鈴木　徹　様 (東京都)

加賀　章弘　様 (東京都) 今井　篤陸　様 (東京都) トゥルコ　歩　様 (東京都)



井上　俊忠　様 (東京都) 簾田　桂介　様 (東京都) 齋藤　昭夫　様 (東京都)

横山　賢次　様 (東京都) 宇治原　保　様 (東京都) 加藤　潤一　様 (東京都)

太田　英次郎　様 (東京都) 太田　英次郎　様 (東京都) 太田　英次郎　様 (東京都)

河本　豊美　様 (東京都) 坂本　広明　様 (東京都) 加藤　健二　様 (東京都)

繼　真弓子　様 (東京都) 川越　豊　様 (東京都) 太田　英次郎　様 (東京都)

太田　英次郎　様 (東京都) 太田　英次郎　様 (東京都) 太田　英次郎　様 (東京都)

岩崎　典子　様 (東京都) 妹尾　由美子　様 (東京都) 今村　顕史　様 (東京都)

長妻　繁則　様 (東京都) 山田　哲也　様 (東京都) 岡田　隆　様 (東京都)

谷　洋平　様 (東京都) 斉藤　隆広　様 (東京都) 薬師神　充　様 (東京都)

居川　雅紀　様 (東京都) 大石　卓生　様 (東京都) 寺島　譲治　様 (東京都)

山本　祐紀　様 (東京都) 割貝　伸治　様 (東京都) 近藤　忠憲　様 (東京都)

吉田　啓　様 (東京都) 小林　幸生　様 (東京都) 白澤　博満　様 (東京都)

奥田　奈穂　様 (東京都) 岩佐　昇　様 (東京都) 末田　文　様 (東京都)

川本　二三代　様 (東京都) 清水　修　様 (東京都) 新井　和彦　様 (東京都)

今井　健司　様 (東京都) 手計　剛　様 (東京都) 中島　健二　様 (東京都)

清水　昭子　様 (東京都) 長井　美恵　様 (東京都) 油野　謙一　様 (東京都)

島本　武彦　様 (東京都) 川村　克二　様 (東京都) 生田目　徹　様 (東京都)

栗原　信彦　様 (東京都) 伊藤　公昭　様 (東京都) 喜多　照幸　様 (東京都)

吉村　輝寿　様 (東京都) 橋本　留衣　様 (東京都) 福田　侑人　様 (東京都)

本間　隆宏　様 (東京都) 鈴木　栄子　様 (東京都) 菅谷　繁年　様 (東京都)

青木　義則　様 (東京都) 藤田　秀人　様 (東京都) 長谷部　裕之　様 (東京都)

佐々木　泰人　様 (東京都) 佐藤　宣嘉　様 (東京都) 荒井　紀明　様 (東京都)

長谷　重治　様 (東京都) 佐藤　大祐　様 (東京都) 田中　基興　様 (東京都)

渡邉　洋一郎　様 (東京都) 名倉　義夫　様 (東京都) 出口　亮　様 (東京都)

川平　友規　様 (東京都) 長岡　壮　様 (東京都) 岡田　洋隆　様 (東京都)

桑原　三郎　様 (東京都) 櫻井　裕之　様 (東京都) 小松原　孝文　様 (東京都)

堺　知則　様 (東京都) 神津　卓雄　様 (東京都) 野口　義晃　様 (東京都)

安川　俊也　様 (東京都) 笠原　伸夫　様 (東京都) 一松　紀行　様 (東京都)

増本　陽子　様 (東京都) 村山　舞　様 (東京都) 福井　啓之　様 (東京都)

兒島　冨士男　様 (東京都) 三上　明彦　様 (東京都) 小島　朗子　様 (東京都)

中俣　恵一　様 (東京都) 堺　知則　様 (東京都) 田渕　弥生　様 (東京都)

清水　貞男　様 (東京都) 塩野　寛大　様 (東京都) 中島　健二　様 (東京都)

菊池　寿幸　様 (東京都) 由谷　三次　様 (東京都) 久保田　圭一　様 (東京都)

中嶋　愛　様 (東京都) 伊藤　俊輔　様 (東京都) 室橋　由紀恵　様 (東京都)

笠原　伸夫　様 (東京都) 栗井　幸代　様 (東京都) 植村　佳生　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）



岡田　洋隆　様 (東京都) 笠原　伸夫　様 (東京都) 小柴　恭男　様 (東京都)

田中　彰人　様 (東京都) 金丸　知己　様 (東京都) 金丸　知己　様 (東京都)

堀口　純　様 (東京都) 沖　和成　様 (東京都) 沖　和成　様 (東京都)

伊東  美枝子　様 (東京都) 堺　知則　様 (東京都) 田中　彰人　様 (東京都)

田中　彰人　様 (東京都) 東　雅利　様 (東京都) 田中　彰人　様 (東京都)

小柴　恭男　様 (東京都) 小柴　恭男　様 (東京都) 小柴　恭男　様 (東京都)

小柴　恭男　様 (東京都) 小堀　幸弘　様 (東京都) 村松　俊昭　様 (東京都)

松尾　徹　様 (東京都) 荒関　義昭　様 (東京都) 菊池　和雄　様 (東京都)

小島　準一　様 (東京都) 清水　英明　様 (東京都) 木村　駿太郎　様 (東京都)

渡辺　謙太郎　様 (東京都) 渡辺　謙太郎　様 (東京都) 平澤　龍一　様 (東京都)

森田　謙一　様 (東京都) 西野　智揮　様 (東京都) 田中　大二郎　様 (東京都)

濱野　真由美　様 (東京都) 水口　宏行　様 (東京都) 水口　宏行　様 (東京都)

島谷　力哉　様 (東京都) 島谷　力哉　様 (東京都) 佐藤　亮吾　様 (東京都)

赤尾　敏　様 (東京都) 大津　慶一郎　様 (東京都) 根本　早季　様 (東京都)

東　雅利　様 (東京都) 相馬　淳一　様 (東京都) 堀　正明　様 (東京都)

赤尾　敏　様 (東京都) 赤尾　敏　様 (東京都) 赤尾　敏　様 (東京都)

赤尾　敏　様 (東京都) 赤尾　敏　様 (東京都) 赤尾　敏　様 (東京都)

森本　浩二　様 (東京都) 白土　裕之　様 (東京都) 李　真　様 (東京都)

中村　晴佳　様 (東京都) 庄司　哲也　様 (東京都) 赤尾　敏　様 (東京都)

佐藤　節子　様 (神奈川県) 青木　裕　様 (神奈川県) 原田　衛　様 (神奈川県)

石黒　智也　様 (神奈川県) 萩野　裕子　様 (神奈川県) 林　宏憲　様 (神奈川県)

鈴木　英裕　様 (東京都) 森　朋子　様 (東京都) 木下　拓哉　様 (神奈川県)

山崎　淳　様 (神奈川県) 毛利　順　様 (神奈川県) 山澤　美緒子　様 (神奈川県)

楠本　英子　様 (東京都) 楠本　英子　様 (東京都) 石坂　亜紀子　様 (東京都)

森田　敏雄　様 (東京都) 坂本　裕司　様 (東京都) 松原　信一　様 (東京都)

西村　美奈子　様 (神奈川県) 戸田　朱美　様 (神奈川県) 岩橋　衛　様 (神奈川県)

丸山　貴史　様 (神奈川県) 太田　康公　様 (神奈川県) 谷井　司　様 (神奈川県)

金田　博英　様 (神奈川県) 後藤　修一　様 (神奈川県) 山口　信夫　様 (神奈川県)

照山　敬一　様 (神奈川県) 林　和彦　様 (神奈川県) 平形　恒明　様 (神奈川県)

原　敏明　様 (神奈川県) 春間　敏行　様 (神奈川県) 石田　康幸　様 (神奈川県)

井本　敏夫　様 (神奈川県) 興野　敦郎　様 (神奈川県) 水谷　幸裕　様 (神奈川県)

堀之内　光雄　様 (神奈川県) 大田　英一郎　様 (神奈川県) 間　冬子　様 (神奈川県)

釜谷　正宏　様 (神奈川県) 佐野　好次　様 (神奈川県) 松岡　武士　様 (神奈川県)

三ツ石　利彦　様 (神奈川県) 鈴木　直人　様 (神奈川県) 高橋　晴美　様 (神奈川県)

高瀬　忠雄　様 (神奈川県) 前田　岳　様 (神奈川県) 片桐　雅隆　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）



松本　美保　様 (神奈川県) 梁　楽耀　様 (神奈川県) 金満　嘉政　様 (神奈川県)

南　喜好　様 (神奈川県) 関根　正顕　様 (神奈川県) 菅生　隆広　様 (神奈川県)

齋藤　優　様 (神奈川県) 目時　利一郎　様 (神奈川県) 池松　秀則　様 (神奈川県)

松居　博　様 (神奈川県) 渡辺　香奈子　様 (神奈川県) 渡辺　香奈子　様 (神奈川県)

石崎　敬　様 (神奈川県) 澤本　千鶴子　様 (神奈川県) 金澤　佑香　様 (神奈川県)

古川　茂　様 (神奈川県) 上山　剛志　様 (神奈川県) 山本　信和　様 (神奈川県)

杉田　慎一郎　様 (神奈川県) 池内　裕弘　様 (神奈川県) 瀬山　茂　様 (神奈川県)

藤井　史朗　様 (神奈川県) 中川　久哉　様 (神奈川県) 髙橋　達也　様 (神奈川県)

内山　聖　様 (新潟県) 田村　義則　様 (新潟県) 佐藤　勝寛　様 (新潟県)

池乘　篤　様 (新潟県) 星　邦彦　様 (新潟県) 川口　一朗　様 (石川県)

永井　裕二　様 (神奈川県) 赤見　芳子　様 (神奈川県) 神戸　康弘　様 (神奈川県)

清水極　様 (神奈川県) 武田　康男　様 (新潟県) 森　典子　様 (新潟県)

渡辺　香奈子　様 (神奈川県) 渡辺　香奈子　様 (神奈川県) 松居　一由　様 (神奈川県)

星崎　一浩　様 (神奈川県) 菅沼　勇基　様 (神奈川県) 岡田　光世　様 (神奈川県)

勝村　直樹　様 (岐阜県) 勝村　直樹　様 (岐阜県) 岸田　晋　様 (岐阜県)

堀　伸年　様 (岐阜県) 倉橋　忠司　様 (岐阜県) 石塚　達夫　様 (岐阜県)

村田　憲一　様 (山梨県) 島村　靖明　様 (長野県) 後藤　真司　様 (長野県)

田村　徳至　様 (長野県) 白鳥　頼利　様 (長野県) 高藤　勝雄　様 (長野県)

堀川　勲　様 (石川県) 水谷　陽一　様 (石川県) 林　明子　様 (石川県)

神家満　学　様 (山梨県) 岡田　俊哉　様 (山梨県) 佐藤　公泰　様 (山梨県)

鈴木　伸太朗　様 (愛知県) 志村　真由美　様 (愛知県) 金岩　祐子　様 (愛知県)

加藤　武久　様 (愛知県) 芥川　篤史　様 (愛知県) 宮地　篤　様 (愛知県)

一瀬　宏樹　様 (静岡県) 小林　正明　様 (静岡県) 福田　剛士　様 (静岡県)

伏見　忠男　様 (静岡県) 木下　道夫　様 (静岡県) 冨田　健　様 (静岡県)

森下　正樹　様 (岐阜県) 中村　明茂　様 (岐阜県) 稲田　清嗣　様 (岐阜県)

山田　強　様 (岐阜県) 林　正仁　様 (静岡県) 五十嵐　章　様 (静岡県)

安冨　義哲　様 (愛知県)

石田　数春　様 (愛知県) 丹羽　佑介　様 (愛知県) 二宮　英樹　様 (愛知県)

野田　詔子　様 (愛知県) 長澤　祐子　様 (愛知県) 柴田　淳一　様 (愛知県)

福井　隆介　様 (愛知県) 大木　譲　様 (愛知県) 泉　敦子　様 (愛知県)

中根　美佳　様 (愛知県) 堀上　和男　様 (愛知県) 鈴木　勝弘　様 (愛知県)

小泉　豪　様 (愛知県) 林　美支子　様 (愛知県) 関戸　一正　様 (愛知県)

水野　政則　様 (愛知県) 中村　和義　様 (愛知県) 三浦　伸　様 (愛知県)

河合　隆　様 (愛知県) 山岡　晴康　様 (愛知県) 松井　恒雄　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）

板倉　孝彦　様 (愛知県) 板倉　孝彦　様 (愛知県) 浅井　秀司　様 (愛知県)

大橋　正幸　様 (愛知県) 澤田　好伸　様 (愛知県)



田代　智彦　様 (愛知県) 成田　裕司　様 (愛知県) 中村　勝己　様 (愛知県)

黒田　英洋　様 (愛知県) 友松　厚子　様 (愛知県) 上野　隆　様 (愛知県)

河野　博　様 (愛知県) 吉永　祐二　様 (愛知県) 加藤　律子　様 (愛知県)

関戸　一正　様 (愛知県) 両角　敦子　様 (愛知県) 堀尾　秀人　様 (愛知県)

加藤　文孝　様 (愛知県) 加藤　律子　様 (愛知県) 永田　雄次　様 (愛知県)

麻生　善彦　様 (京都府) 山田　敦子　様 (京都府) 矢野　隆弘　様 (京都府)

中島　葉月　様 (京都府) 松村　聡　様 (京都府) 永沢　透　様 (京都府)

山田　哲也　様 (三重県) 蕪竹　理江　様 (三重県) 中西　毅　様 (滋賀県)

布施　隆治　様 (滋賀県) 木村　宗良　様 (滋賀県) 村岡　克彦　様 (滋賀県)

石渡　令　様 (愛知県) 浅井　佳代　様 (愛知県) 富永　美子　様 (愛知県)

杉野　大雄　様 (三重県) 山田　哲也　様 (三重県) 広瀬　誠　様 (三重県)

池田　泰弘　様 (大阪府) 金川　元福　様 (大阪府) 斉藤　稔　様 (大阪府)

金川　元福　様 (大阪府) 長西　智之　様 (大阪府) 樋口　哲也　様 (大阪府)

岡本　仁史　様 (大阪府) 田辺　和美　様 (大阪府) 谷　美佳　様 (大阪府)

鷲尾　松枝　様 (大阪府) 土生　悦子　様 (大阪府) 川崎　陽子　様 (大阪府)

林　孝徳　様 (京都府) 川崎　太郎　様 (京都府) 吹上　加奈子　様 (京都府)

和田　貴彬　様 (京都府) 市田　浩三　様 (京都府) 笠井　時子　様 (大阪府)

塚本　義弘　様 (大阪府) 飯島　直人　様 (大阪府) 若林　尚史　様 (大阪府)

山内　孝　様 (大阪府) 辛坊　治郎　様 (大阪府) 辛坊　治郎　様 (大阪府)

新田　敏勝　様 (大阪府) 庚塚　啓祐　様 (大阪府) 河田　一　様 (大阪府)

尾崎　勝次　様 (大阪府) 尾崎　勝次　様 (大阪府) 田中　政子　様 (大阪府)

若林　みどり　様 (大阪府) 若林　みどり　様 (大阪府) 三木　春一郎　様 (大阪府)

谷　美佳　様 (大阪府) 西川　浩　様 (大阪府) 細野　勇　様 (大阪府)

西川　徳彰　様 (大阪府) 西浦　つぐみ　様 (大阪府) 玉西　敏雄　様 (大阪府)

上田　真帆　様 (大阪府) 宮地　季高　様 (兵庫県) 宮地　季高　様 (兵庫県)

松下　幸治　様 (大阪府) 京川　進　様 (大阪府) 京川　進　様 (大阪府)

安田和生　様 (大阪府) 西田明生　様 (大阪府) 橋本幸治　様 (大阪府)

本川　憲司　様 (大阪府) 石島　雄介　様 (大阪府) 片上　哲也　様 (大阪府)

澤　秀司　様 (大阪府) 大石　純子　様 (大阪府) 松下　幸治　様 (大阪府)

近藤　晃司　様 (兵庫県) 山本　真澄　様 (兵庫県) 竹内　毅　様 (兵庫県)

渡辺　健太郎　様 (兵庫県) 水野　充　様 (兵庫県) 松田　剛　様 (兵庫県)

原田　明浩　様 (兵庫県) 西本　憲二　様 (兵庫県) 大石　芳宏　様 (兵庫県)

芦谷　元一　様 (兵庫県) 平瀬　仁志　様 (兵庫県) 田淵　公孝　様 (兵庫県)

小山田　毅　様 (兵庫県) 小池　千洋　様 (兵庫県) 金本　知憲　様 (兵庫県)

橘　慶一朗　様 (兵庫県) 佐々木　努　様 (兵庫県) 村瀬　興平　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）



氏名または団体名（住所） 氏名または団体名（住所）

横山　良憲　様 (広島県) 大倉　美知男　様 (広島県)

西川　裕里　様 (和歌山県) 溝上　直樹　様 (和歌山県) 筒井　保太　様 (岡山県)

稲垣　正俊　様 (岡山県) 岡田　正比呂　様 (岡山県) 本原　孝也　様 (岡山県)

田村　優加子　様 (兵庫県) 大浦　隆　様 (奈良県) 田中　伸子　様 (奈良県)

新居　誠一郎　様 (奈良県) 水落　治　様 (奈良県) 堀井　翔太　様 (奈良県)

桧尾　正夫　様 (兵庫県) 上野　雅弘　様 (兵庫県) 藤原　進　様 (兵庫県)

佐藤　修一　様 (兵庫県) 東井　卓夫　様 (兵庫県) 山口　眞由美　様 (兵庫県)

安藤　紀子　様 (岡山県) 藤井　一郎　様 (岡山県) 伊藤　公生　様 (広島県)

山本　秀樹　様 (広島県)

村上　恵一　様 (徳島県) 池添　浩和　様 (徳島県) 池添　浩和　様 (徳島県)

瀬田川　隆宏　様 (徳島県) 山田　健一　様 (徳島県) 佐川　三根子　様 (徳島県)

松中　裕子　様 (広島県) 藤井広志　様 (広島県) 脇田　裕子　様 (山口県)

津本　泰　様 (山口県) 谷本　欣徳　様 (山口県) 土屋　孝明　様 (山口県)

池本　房希　様 (広島県) 藤田　正　様 (広島県) 杉原　正晃　様 (広島県)

酒井　滋　様 (広島県) 酒井　智世　様 (広島県) 森江　隆志　様 (広島県)

藤本　睦子　様 (愛媛県) 属　美穂子　様 (福岡県) 林　孝明　様 (福岡県)

新田　恵美子　様 (福岡県) 唐沢　敏子　様 (福岡県) 一木　正昭　様 (福岡県)

大本　伊佐雄　様 (香川県) 志賀　紀之　様 (香川県) 志賀　紀之　様 (香川県)

西田　智保　様 (愛媛県) 飯尾　昭三　様 (愛媛県) 小川　智之　様 (愛媛県)

石原　茂樹　様 (徳島県) 高木　将樹　様 (徳島県) 高木　将樹　様 (徳島県)

NAKAYAMA　MAYUMI　様 (香川県) 石川　澄江　様 (香川県) 福家　輝　様 (香川県)

安井　千賀　様 (長崎県) 鈴木　隆雄　様 (熊本県) 森永　三奈　様 (熊本県)

東　兼充　様 (熊本県) 今村博文　様 (熊本県) 園田　剛士　様 (大分県)

吉武　将之　様 (福岡県) 林　大祐　様 (福岡県) 池田　亮　様 (福岡県)

松本　幸一　様 (佐賀県) 横山ゆり子　様 (佐賀県) 西　夏樹　様 (長崎県)

横川　健二　様 (福岡県) 橋上　秀治　様 (福岡県) 井林　裕子　様 (福岡県)

山内　祥弘　様 (福岡県) 吉峯　有香　様 (福岡県) 川瀬　清美　様 (福岡県)

高嶺　幸子　様 (沖縄県) 石川　和樹　様 (沖縄県) 仲村　佳巳　様 (沖縄県)

孫　宰賢　様 (沖縄県)

園田　望美　様 (大分県) 船橋　英樹　様 (宮崎県) 中川　孝久　様 (宮崎県)

宮崎　康博　様 (鹿児島県) 内村　かずゑ　様 (鹿児島県) 清水　雄介　様 (沖縄県)

氏名または団体名（住所）


