
氏名 カナ 都道府県
青野　豊文 アオノ　アツフミ 大阪府
青山　敏弘 アオヤマ　トシヒロ 広島県
赤間　耕 アカマ　コウ 福岡県
赤松　健一 アカマツ　ケンイチ 東京都
飽本　正巳 アキモト　マサミ 熊本県
秋山　謙二 アキヤマ　ケンジ 千葉県
阿部　和也 アベ　カズヤ 神奈川県
阿部　直樹 アベ　ナオキ 東京都
天野　光雄 アマノ　ミツオ 東京都
荒井　康介 アライ　コウスケ 兵庫県
荒井　紀明 アライ　ノリアキ 東京都
荒川　朋美 アラカワ　トモミ 埼玉県
荒木　壯 アラキ　タケシ 福島県
有我　篤行 アリガ　アツユキ 東京都
アンダーソン　レオナルド アンダーソン　レオナルド 東京都
安藤　雅範 アンドウ　マサノリ 東京都
飯田　みちえ イイダ　ミチエ 東京都
飯村　篤史 イイムラ　アツシ 兵庫県
家田　暁 イエダ　アキラ 神奈川県
池口　護 イケグチ　マモル 大阪府
石井　亜矢子 イシイ　アヤコ 福岡県
石井　信行 イシイ　ノブユキ 東京都
石井　康俊 イシイ　ヤストシ 東京都
石井　裕 イシイ　ユタカ 東京都
石川　信行 イシカワ　ノブユキ 埼玉県
石黒　恭生 イシグロ　ヤスオ 愛知県
石崎　秀憲 イシザキ　ヒデノリ 富山県
石田　享 イシダ　タカシ 広島県
石田　真啓 イシダ　マサヒロ 東京都
石橋　民生 イシバシ　タミオ 東京都
磯部　孝之 イソベ　タカユキ 東京都
市石　知史 イチイシ　サトシ 千葉県
伊藤　甲治 イトウ　コウジ 大阪府
伊藤　直実 イトウ　ナオミ 栃木県
伊藤　伸彌 イトウ　ノブヤ 愛知県
伊藤　晋徳 イトウ　ヒロノリ 神奈川県
伊藤　良和 イトウ　ヨシカズ 三重県
伊藤　嘉倫 イトウ　ヨシミチ 北海道
伊奈　光春 イナ　ミツハル 東京都
稲垣　英行 イナガキ　ヒデユキ 東京都
稲葉　宏次 イナバ　ヒロツグ 秋田県
井上　歩 イノウエ　アユミ 東京都
井上　利一 イノウエ　トシカズ 大阪府
井上　祐二 イノウエ　ユウジ 千葉県
井畑　峰紀 イバタ　ミネノリ 大阪府
伊吹　哲 イブキ　サトシ 埼玉県
伊吹　由香 イブキ　ユカ 東京都

平成２９年度　新庄村協働のふる里づくり基金　寄附者名の公表について

　新庄村協働のふる里づくり基金（ふるさと納税）に対し、多くの方々からご寄附をいただき、誠にありがとうご
ざいました。平成29年度は、全国各地から6,345件、573,321,915円の寄附をいただきました。今後も引き続き、
新庄村への応援よろしくお願いいたします。

　寄附者氏名（５０音順）　※ご本人の了解を得た方のみ公表しています。



伊部　美予子 イベ　ミヨコ 東京都
今井　琴子 イマイ　コトコ 神奈川県
今村　甲彦 イマムラ　タカヒコ 福岡県
入山　康彦 イリヤマ　ヤスヒコ 愛知県
岩井　繁幸 イワイ　シゲユキ 岐阜県
岩男　健太郎 イワオ　ケンタロウ 兵庫県
岩崎　晃太 イワサキ　コウタ 東京都
岩﨑　哲也 イワサキ　テツヤ 岡山県
岩田　絵里奈 イワタ　エリナ 福岡県
岩藤　知義 イワドウ　トモヨシ 岡山県
上田　英樹 ウエダ　ヒデキ 東京都
上野　博史 ウエノ　ヒロシ 千葉県
上畠　章裕 ウエハタ　アキヒロ 岡山県
牛河　孝之 ウシカワ　タカユキ 東京都
内田　千津子 ウチダ チヅコ 岡山県
内田　慎一 ウチダ　シンイチ 東京都
宇南山　卓 ウナヤマ　タカシ 東京都
鵜野　紗也夏 ウノ　サヤカ 東京都
生方　常明 ウブカタ　ジョウミョウ 神奈川県
梅田　うめだ ウメダ　ハジメ 大阪府
浦野　知美 ウラノ　トモミ 東京都
江口　隆彦 エグチ　タカヒコ 大阪府
海老原　良典 エビハラ　ヨシノリ 東京都
遠藤　渡 エンドウ　ワタル 岩手県
大石　天平 オオイシ　テンペイ 千葉県
大石　延正 オオイシ　ノブマサ 静岡県
大島　洋 オオシマ　ヨウ 東京都
太田　拓哉 オオタ　タクヤ 東京都
太田　晴子 オオタ　ハルコ 宮城県
大瀧　隼也 オオタキ　シュンヤ 北海道
大谷　周平 オオタニ　シュウヘイ 沖縄県
大土　久美 オオド　クミ 東京都
大野　明 オオノ　アキラ 東京都
大野　則和 オオノ　ノリカズ 千葉県
大野木　幸司 オオノキ　コウジ 静岡県
大橋　正幸 オオハシ　マサユキ 愛知県
大場　天祐子 オオバ　マユコ 東京都
大森　利 オオモリ　サトシ 東京都
岡崎　光彦 オカザキ　テルヒコ 茨城県
岡田　紗也加 オカダ　サヤカ 東京都
岡田　知善 オカダ　トモヨシ 東京都
岡田　靖史 オカダ　ヤスシ 京都府
岡田　容子 オカダ　ヨウコ 神奈川県
岡野屋　清 オカノヤ　キヨシ 神奈川県
小川　斉 オガワ　ヒトシ 愛知県
小川　博明 オガワ　ヒロアキ 兵庫県
小川　広嗣 オガワ　ヒロシ 愛知県
小川　新史 オガワ　ヨシヒト 大阪府
奥　慶仁 オク　ヨシヒト 東京都
奥井　清子 オクイ　キヨコ 大阪府
奥野　量巳 オクノ　カズミ 東京都
奥野　由紀子 オクノ　ユキコ 東京都
小栗　悟 オグリ　サトル 愛知県
小澤　正彦 オザワ　マサヒコ 神奈川県
小野　祐己 オノ　ユウキ 東京都
小野寺　直子 オノデラ　ナオコ 兵庫県



小山田　尚之 オヤマダ　ナオユキ 栃木県
笠井　敬一郎 カサイ　ケイイチロウ 東京都
笠原　整 カサハラ　セイ 広島県
片倉　洋次 カタクラ　ヨウジ 千葉県
桂　卓司 カツラ　タクジ 愛媛県
加藤　雅也 カトウ　マサヤ 岐阜県
加藤　美智子 カトウ　ミチコ 千葉県
加藤　亮太 カトウ　リョウタ 東京都
金井　康頼 カナイ　ヤスノリ 千葉県
金岡　眞司 カナオカ　シンジ 兵庫県
金沢　信求 カナザワ　シンキュウ 大阪府
金住　直人 カナズミ　ナオヒト 愛知県
蟹江　治郎 カニエ　ジロウ 愛知県
金子　昌彦 カネコ　マサヒコ 神奈川県
金子　優子 カネコ　ユウコ 新潟県
金田　欧奈 カネダ　オウナ 東京都
香山　良 カヤマ　リョウ 東京都
河合　正孝 カワイ　マサタカ 神奈川県
川井　裕美子 カワイ　ユミコ 愛知県
河合　米子 カワイ　ヨネコ 愛知県
川上　元気 カワカミ　ゲンキ 長野県
川崎　健一 カワサキ　ケンイチ 東京都
川崎　善久 カワサキ　ヨシヒサ 茨城県
川原　栄司 カワハラ　エイジ 福岡県
河村　研一 カワムラ　ケンイチ 静岡県
神成　篤 カンナリ　アツシ 千葉県
紀伊　聡 キイ　サトシ 東京都
北川　太一 キタガワ　タイチ 東京都
北野　朋子 キタノ　トモコ 大阪府
北村　いずみ キタムラ　イズミ 奈良県
木戸　文子 キド　フミコ 茨城県
木下　壽子 キノシタ　トシコ 東京都
木下　裕司 キノシタ　ヒロシ 千葉県
木下　政孝 キノシタ　マサタカ 東京都
君島　威 キミシマ　タケシ 群馬県
金　敬圭 キム　キョンギュ 大阪府
木村　商一 キムラ　ショウイチ 埼玉県
金　琴淑 キン　クンス 東京都
久我　洋 クガ　ヒロシ 東京都
草地　良宣 クサチ　ヨシノブ 東京都
草野　芳生 クサノ　ヨシオ 兵庫県
櫛部　哲男 クシベ　テツオ 神奈川県
國井　重宏 クニイ　シゲヒロ 岐阜県
久保田　俊之 クボタ　トシユキ 東京都
熊谷　直樹 クマガイ　ナオキ 山口県
熊谷　広明 クマガイ　ヒロアキ 茨城県
熊野　純一 クマノ　ジュンイチ 兵庫県
久米　基支 クメ　モトシ 兵庫県
久米村　真紀 クメムラ　マキ 東京都
倉田　英行 クラタ　ヒデユキ 愛知県
栗原　司 クリハラ　ツカサ 東京都
栗本　泰英 クリモト　ヤスヒデ 愛知県
黒太　豊 クロタ　ユタカ 岡山県
小岩　淳 コイワ　アツシ 東京都
輿石　太郎 コシイシ　タロウ 東京都
小嶋　淳平 コジマ　ジュンペイ 兵庫県



小長井　英生 コナガイ　ヒデオ 静岡県
木幡　洋之 コハタ　ヒロユキ 千葉県
小林　修 コバヤシ　シュウ 東京都
小林　誠治 コバヤシ　セイジ 東京都
小林　弘輝 コバヤシ　ヒロキ 東京都
小林　宏道 コバヤシ　ヒロミチ 東京都
小林　正人 コバヤシ　マサト 東京都
小林　善勝 コバヤシ　ヨシカツ 東京都
小松田　辰郎 コマツダ　タツロウ 宮城県
小室　明義 コムロ　アキヨシ 神奈川県
小室　伸和 コムロ　ノブカズ 埼玉県
小森　直樹 コモリ　ナオキ 静岡県
小山　稔子 コヤマ　トシコ 大阪府
近藤　憲 コンドウ　ケン 東京都
近藤　雅男 コンドウ　マサオ 神奈川県
近藤　三博 コンドウ　ミツヒロ 愛知県
後藤　頼友 ゴトウ　ヨリトモ 東京都
Tsai　Rick サイ　リック 東京都
雑賀　哲也 サイカ　テツヤ 神奈川県
齊藤　直人 サイトウ　ナオト 東京都
齋藤　秀樹 サイトウ　ヒデキ 東京都
齋藤　博史 サイトウ　ヒロシ 神奈川県
斎藤　誠 サイトウ　マコト 東京都
坂神　良之 サカガミ　ヨシユキ 東京都
坂本　竜 サカモト　リョウ 岐阜県
佐久間　義誉武 サクマ　ギヨム 東京都
櫻間　照喜 サクラマ　ショウキ 北海道
笹澤　麻由子 ササザワ　マユコ 群馬県
佐藤　昌平 サトウ　ショウヘイ 神奈川県
佐藤　順哉 サトウ　ジュンヤ 東京都
佐藤　純彦 サトウ　スミヒコ 千葉県
佐藤　誠津子 サトウ　セツコ 大阪府
佐藤　孝典 サトウ　タカノリ 東京都
佐藤　秀雄 サトウ　ヒデオ 栃木県
佐藤　宗彦 サトウ　モトヒコ 大阪府
佐藤　亮太 サトウ　リョウタ 栃木県
佐山　智宏 サヤマ　トモヒロ 東京都
澤田　有紀 サワダ　アキ 京都府
シェーファー　平 ダーヴィッド シェーファー　タイラ　ダービッド 東京都
重田　康光 シゲタ　ヤスミツ 東京都
重政　貢士 シゲマサ　コウシ 東京都
宍戸　有香 シシド　ユカ 神奈川県
篠原　幸子 シノハラ　サチコ 神奈川県
柴田　明典 シバタ　アキノリ 岡山県
柴田　昇 シバタ　ノボル 東京都
柴山　隆史 シバヤマ　タカシ 東京都
嶋田　恵一郎 シマダ　ケイイチロウ 神奈川県
嶋田　大輔 シマダ　ダイスケ 神奈川県
清水　佳栄 シミズ　カエ 東京都
清水　敬之 シミズ　タカユキ 大阪府
清水　由紀子 シミズ　ユキコ 埼玉県
下島　孝道 シモジマ　タカミチ 岐阜県
下平　晃子 シモダイラ　アキコ 東京都
白数　信明 シラス　ノブアキ 岡山県
白谷　俊彦 シラタニ　トシヒコ 鹿児島県
白髭　明典 シラヒゲ　アキノリ 岡山県



新庄　和彦 シンジョウ　カズヒコ 東京都
新保　康行 シンポ　ヤスユキ 神奈川県
新明　康宏 シンミョウ　ヤスヒロ 東京都
菅田　昌則 スガタ　マサノリ 鹿児島県
菅田　禎美 スガタ　ヨシミ 鹿児島県
菅本　香 スガモト　カオリ 富山県
菅原　順 スガワラ　ジュン 東京都
杉　由久 スギ　ヨシヒサ 岡山県
鈴木　克則 スズキ　カツノリ 千葉県
清野　修 セイノ　オサム 東京都
関戸　優 セキド　マサル 東京都
関山　究 セキヤマ　キワム 千葉県
瀬越　陽子 セゴエ　ヨウコ 愛媛県
早乙女　彰洋 ソウトメ　アキヒロ 神奈川県
高井　大輔 タカイ　ダイスケ 愛知県
高岡　尚介 タカオカ　ナオスケ 京都府
高崎　茂治 タカサキ　シゲハル 神奈川県
高沢　正志 タカサワ　マサシ 兵庫県
高島　義彰 タカシマ　ヨシアキ 茨城県
高田　章好 タカダ　アキヨシ 大阪府
高田　輝和 タカダ　テルカズ 広島県
高田　正弘 タカダ　マサヒロ 岡山県
鷹取　聡大 タカトリ　ソウダイ 岡山県
高野　裕介 タカノ　ユウスケ 徳島県
高橋　暁 タカハシ　アキラ 新潟県
高橋　章子 タカハシ　アヤコ 東京都
高橋　聡 タカハシ　サトル 神奈川県
詫摩　武永 タクマ　タケヒサ 東京都
武内　貞継 タケウチ　サダツグ 愛知県
竹内　譲 タケウチ　ユズル 福井県
竹下　和弘 タケシタ　カズヒロ 東京都
竹添　大晃 タケゾエ　ヒロアキ 東京都
竹本　浩輝 タケモト　ヒロキ 茨城県
田中　伸之介 タナカ　シンノスケ 東京都
田中　紀之 タナカ　ノリユキ 東京都
田邉　勉 タナベ　ツトム 愛知県
谷口　鉄人 タニグチ　テツヒト 東京都
谷本　久美子 タニモト　クミコ 東京都
田原　實 タハラ　ミノル 東京都
玉村　雄次 タマムラ　ユウジ 愛知県
玉山　記子 タマヤマ　ノリコ 東京都
太和田　昌宏 タワダ　マサヒロ 岐阜県
段上　泰之 ダンジョウ　ヒロユキ 大阪府
チャン　イエンメイ チャン　イエンメイ 東京都
津久井　宏行 ツクイ　ヒロユキ 北海道
辻岡　輝 ツジオカ　アキラ 東京都
土田　隆太郎 ツチダ　リュウタロウ 滋賀県
堤内　俊喜 ツツミウチ　トシキ 福井県
常川　勉 ツネカワ　ツトム 愛知県
恒川　裕輝 ツネカワ　ユウキ 愛知県
寺尾　元 テラオ　ハジメ 東京都
寺田　親弘 テラダ　チカヒロ 東京都
寺田　文二 テラダ　ブンジ 東京都
寺村　理栄 テラムラ　リエ 神奈川県
東郷　修平 トウゴウ　シュウヘイ 東京都
友光　一寿 トモミツ　カズトシ 千葉県



外山　茂 トヤマ　シゲル 東京都
豊川　哲根 トヨカワ　テツネ 神奈川県
ドゥルーズ　ステファニー ドゥルーズ　ステファニー 東京都
土橋　慎也 ドバシ　シンヤ 東京都
中井　茂樹 ナカイ　シゲキ 神奈川県
中井　昌幸 ナカイ　マサユキ 東京都
中河　浩行 ナカガワ　ヒロユキ 滋賀県
中島　美芳 ナカシマ　ミホ 東京都
中島　竜二 ナカシマ　リュウジ 岐阜県
中谷　航也 ナカタニ　コウヤ 岡山県
中西　由香 ナカニシ　ユカ 徳島県
中前　貴 ナカマエ　タカシ 京都府
中村　一太 ナカムラ　イッタ 福岡県
仲村　大輔 ナカムラ　ダイスケ 福岡県
中村　正義 ナカムラ　マサヨシ 岡山県
中山　一宏 ナカヤマ　カズヒロ 埼玉県
中山　新太郎 ナカヤマ　シンタロウ 東京都
中山　千裕 ナカヤマ　チヒロ 栃木県
長井　一泰 ナガイ　カズヤス 宮城県
永井　覚 ナガイ　サトル 神奈川県
永岡　一晃 ナガオカ　カズアキ 愛知県
長倉　昭典 ナガクラ　アキノリ 静岡県
永島　徳人 ナガシマ　アツト 東京都
並松　真智子 ナミマツ　マチコ 大阪府
奈良　郁子 ナラ　カオル 神奈川県
西川　通子 ニシカワ　ミチコ 熊本県
西口　由美子 ニシグチ　ユミコ 東京都
西村　宏祐 ニシムラ　コウスケ 熊本県
西村　純子 ニシムラ　スミコ 熊本県
西村　拓也 ニシムラ　タクヤ 大阪府
西村　強 ニシムラ　ツヨシ 和歌山県
西村　祐二 ニシムラ　ユウジ 岡山県
西山　勝弘 ニシヤマ　カツヒロ 神奈川県
新田　泰三 ニッタ　タイゾウ 東京都
Numata　Kazumi ヌマタ　カズミ 神奈川県
能美　茂 ノウミ　シゲル 大阪府
野口　夏菜 ノグチ　カナ 静岡県
野田　明雄 ノダ　アキオ 三重県
野田　政人 ノダ　マサト 愛知県
野々田　浩一 ノノダ　コウイチ 愛知県
則竹　悟 ノリタケ　サトル 神奈川県
Hyman　Gary ハイマン　ギャリー 東京都
橋本　佳代子 ハシモト　カヨコ 神奈川県
橋本　直樹 ハシモト　ナオキ 東京都
橋本　雄二 ハシモト　ユウジ 宮城県
長谷川　裕高 ハセガワ　ヒロタカ 東京都
長谷川　来夢 ハセガワ　ラム 大阪府
長谷部　聡 ハセベ　サトシ 岡山県
畑　瑞木 ハタ　ミズキ 東京都
波多野　圭治 ハタノ　ケイジ 東京都
羽田　和歌子 ハダ　ワカコ 神奈川県
花村　遼 ハナムラ　リョウ 東京都
羽部　善之 ハベ　ヨシユキ 神奈川県
濵﨑　隆 ハマサキ　タカシ 熊本県
濱田　健 ハマダ　タケシ 岡山県
早川　俊治 ハヤカワ　シュンジ 神奈川県



林　總 ハヤシ　アツム 東京都
林　隆哉 ハヤシ　タカヤ 神奈川県
林　雅信 ハヤシ　マサチカ 東京都
原口　兼明 ハラグチ　カネアキ 鹿児島県
原田　尚明 ハラダ　ナオアキ 福岡県
原田　博康 ハラダ　ヒロヤス 東京都
馬場　康雄 ババ　ヤスオ 千葉県
坂　仁 バン　ヒトシ 愛知県
東　千聡 ヒガシ　チサト 東京都
樋口　丈太郎 ヒグチ　ジョウタロウ 北海道
彦坂　享 ヒコサカ　アキラ 東京都
日び　智之 ヒビ　トモユキ 大阪府
肥山　昭二 ヒヤマ　ショウジ 福岡県
平石　敬晴 ヒライシ　ヨシハル 神奈川県
平川　博之 ヒラカワ　ヒロユキ 兵庫県
平澤　研 ヒラサワ　ケン 大阪府
平澤　信彦 ヒラサワ　ノブヒコ 東京都
平田　英之 ヒラタ　ヒデユキ 東京都
平松　基生 ヒラマツ　モトキ 北海道
平山　裕子 ヒラヤマ　ユウコ 東京都
昼間　翼 ヒルマ　タスク 東京都
広瀬　健二 ヒロセ　ケンジ 兵庫県
フィールド　ジョナサン フィールド　ジョナサン 東京都
深田　豊大 フカタ　トヨヒロ 東京都
深町　哲郎 フカマチ　テツロウ 東京都
深谷　幸憲 フカヤ　ユキノリ 愛知県
吹上　範子 フキアゲ　ノリコ 京都府
福島　安信 フクシマ　ヤスノブ 大阪府
福田　啓志 フクダ　ケイシ 東京都
福原　翔 フクハラ　ショウ 岡山県
福本　信之 フクモト　ノブユキ 東京都
福本　力也 フクモト　リキヤ 東京都
福山　梓子 フクヤマ　アサコ 神奈川県
藤井　誠士郎 フジイ　セイシロウ 兵庫県
藤井　秀樹 フジイ　ヒデキ 東京都
藤門　順 フジカド　ジュン 東京都
藤沢　のり子 フジサワ　ノリコ 東京都
藤田　敦司 フジタ　アツシ 埼玉県
藤田　潔 フジタ　キヨシ 広島県
藤田　正治 フジタ　シヨウジ 奈良県
藤田　淳子 フジタ　ジュンコ 岡山県
藤田　晃生 フジタ　テルオ 兵庫県
藤縄　武士 フジナワ　タケシ 東京都
藤本　真也 フジモト　シンヤ 岡山県
藤本　由紀恵 フジモト　ユキエ 岡山県
藤本　義博 フジモト　ヨシヒロ 埼玉県
古田　明彦 フルタ　アキヒコ 神奈川県
古山　景子 フルヤマ　ケイコ 東京都
Benson　Alexander ベンソン　アレキサンダー 東京都
干野　晃嗣 ホシノ　コウジ 北海道
堀　慎治 ホリ　シンジ 愛知県
堀　芳郎 ホリ　ヨシロウ 福岡県
堀江　秀和 ホリエ　ヒデカズ 東京都
本郷　孔洋 ホンゴウ　ヨシヒロ 東京都
本田　裕子 ホンダ　ユウコ 東京都
正井　亜季 マサイ　アキ 大阪府



増岡　真一 マスオカ　シンイチ 東京都
増澤　高志 マスザワ　タカシ 愛知県
増谷　洋 マスタニ　ヒロシ 東京都
益田　淳子 マスダ　ジュンコ 東京都
増田　千春 マスダ　チハル 東京都
舛屋　圭一 マスヤ　ケイイチ 東京都
松井　正彦 マツイ　マサヒコ 東京都
松井　豊 マツイ　ユタカ 東京都
松浦　克樹 マツウラ　カツキ 大阪府
松浦　広和 マツウラ　ヒロカズ 東京都
松尾　英理子 マツオ　エリコ 神奈川県
松尾　美穂 マツオ　ミホ 大阪府
松岡　扇功 マツオカ　アオグ 千葉県
松岡　達也 マツオカ　タツヤ 愛知県
松岡　弘高 マツオカ　ヒロタカ 兵庫県
松岡　剛弘 マツオカ　ヨシヒロ 東京都
松ヶ谷　裕 マツガヤ　ヒロシ 千葉県
松倉　満 マツクラ　ミツル 東京都
松島　毅 マツシマ　タケシ 神奈川県
松野　修 マツノ　オサム 東京都
丸田　創 マルタ　ハジメ 埼玉県
三坂　聖 ミサカ　キヨシ 神奈川県
水沼　靖子 ミズヌマ　ヤスコ 埼玉県
水野　喜夫 ミズノ　ヨシオ 大阪府
水野　仁文 ミズノ　ヨシフミ 大阪府
満田　真吾 ミツダ　シンゴ 東京都
三本　勝己 ミツモト　マサミ 東京都
南　常之 ミナミ　ツネユキ 大阪府
簑　徳治 ミノ　トクハル 東京都
箕輪　千鶴子 ミノワ　チズコ 茨城県
三原　宇雄 ミハラ　タカオ 東京都
三宅　啓介 ミヤケ　ケイスケ 岡山県
宮崎　典彦 ミヤザキ　ノリヒコ 大阪府
宮田　秀雄 ミヤタ　ヒデオ 神奈川県
宮原　靖 ミヤハラ　ヤスシ 長崎県
宮本　真奈美 ミヤモト　マナミ 神奈川県
宮脇　裕史 ミヤワキ　ヒロシ 香川県
三吉野　健滋 ミヨシノ　ケンジ 愛知県
牟田　謙二 ムタ　ケンジ 千葉県
村上　清貴 ムラカミ　キヨタカ 広島県
村上　大輔 ムラカミ　ダイスケ 東京都
村瀬　拓也 ムラセ　タクヤ 鹿児島県
村田　賢一 ムラタ　ケンイチ 神奈川県
村田　由起夫 ムラタ　ユキオ 神奈川県
本吉　康昭 モトヨシ　ヤスアキ 千葉県
森　一郎 モリ　イチロウ 福岡県
森　千恵香 モリ　チエカ 北海道
森口　陽子 モリグチ　ヨウコ 滋賀県
森田　淑生 モリタ　トシオ 福岡県
森田　成彦 モリタ　ナルヒコ 兵庫県
森田　法隆 モリタ　ノリタカ 東京都
森本　一生 モリモト　イッセイ 福島県
森本　真司 モリモト　シンジ 山口県
守屋　史明 モリヤ　フミアキ 東京都
森山　博 モリヤマ　ヒロシ 奈良県
諸岡　健雄 モロオカ　タケオ 東京都



諸節　統 モロフシ　オサム 神奈川県
八木田　大将 ヤギタ　ダイスケ 東京都
矢口　敦子 ヤグチ　アツコ 静岡県
安田　裕介 ヤスダ　ユウスケ 東京都
八隅　夏輝 ヤズミ　ナツキ 福岡県
柳田　久里子 ヤナギダ　クリコ 兵庫県
矢野　鉄也 ヤノ　テツヤ 山口県
山内　陽子 ヤマウチ　ヨウコ 神奈川県
山形　貞人 ヤマガタ　サダヒト 高知県
山木　真理子 ヤマキ　マリコ 岡山県
山越　昌成 ヤマゴエ　マサナリ 東京都
山崎　浩司 ヤマサキ　コウジ 宮崎県
山沢　滋 ヤマサワ　シゲル 東京都
山崎　研 ヤマザキ　ケン 東京都
山下　英樹 ヤマシタ　ヒデキ 東京都
山下　幹夫 ヤマシタ　ミキオ 和歌山県
山田　晃久 ヤマダ　テルヒサ 福岡県
山田　英和 ヤマダ　ヒデカズ 東京都
山田　昌子 ヤマダ　マサコ 神奈川県
大和　信夫 ヤマト　ノブオ 大阪府
山名　圭哉 ヤマナ　ケイヤ 岡山県
山名　孝宏 ヤマナ　タカヒロ 兵庫県
山中　康史 ヤマナカ　ヤスシ 東京都
山村　浩司 ヤマムラ　コウジ 神奈川県
山村　隆 ヤマムラ　タカシ 埼玉県
山村　漠 ヤマムラ　バク 東京都
山本　大志 ヤマモト　タイシ 大阪府
山本　拓 ヤマモト　タク 東京都
山本　千加子 ヤマモト　チカコ 大阪府
山本　敏明 ヤマモト　トシアキ 千葉県
山本　俊宏 ヤマモト　トシヒロ 奈良県
弓削　一郎 ユゲ　イチロウ 埼玉県
弓削　大 ユゲ　マサル 神奈川県
遊佐　孝志 ユサ　タカシ 埼玉県
横田　敏弘 ヨコタ　トシヒロ 東京都
横田　三男 ヨコタ　ミツオ 熊本県
横野　圭治 ヨコノ　ケイジ 神奈川県
吉井　治美 ヨシイ　ハルミ 鹿児島県
吉川　彰 ヨシカワ　アキラ 宮城県
吉澤　俊介 ヨシザワ　シュンスケ 長崎県
吉田　明弘 ヨシダ　アキヒロ 東京都
吉田　慧子 ヨシダ　ケイコ 埼玉県
吉田　達也 ヨシダ　タツヤ 兵庫県
吉田　匡道 ヨシダ　マサミチ 東京都
吉野　一郎 ヨシノ　イチロウ 京都府
吉野　幸司 ヨシノ　コウジ 福岡県
芳野　純一 ヨシノ　ジュンイチ 大阪府
吉野　総平 ヨシノ　ソウヘイ 福岡県
吉野　浩 ヨシノ　ヒロシ 東京都
米島　藤男 ヨネシマ　フジオ 大阪府
依岡　高弘 ヨリオカ　タカヒロ 大阪府
和多田　真人 ワタダ　マサト 北海道
渡辺　郁雄 ワタナベ　イクオ 神奈川県
渡邉　晋 ワタナベ　ススム 埼玉県
渡邊　太門 ワタナベ　タモン 東京都
渡邊　倫子 ワタナベ　ノリコ 岡山県



渡辺　宏 ワタナベ　ヒロシ 神奈川県
渡辺　守雄 ワタナベ　モリオ 静岡県
和田　恵子 ワダ　ケイコ 愛知県
和田　佳久 ワダ　ヨシヒサ 東京都


