
氏名 カナ 都道府県
阿井　孝司 アイ　コウジ 静岡県
アイアダンザ　ニコラス　マイケル アイアダンザ　ニコラス　マイケル 東京都
會見　雄介 アイミ　ユウスケ 鳥取県
青木　岳 アオキ　ガク 東京都
青田　浩司 アオタ　コウジ 神奈川県
青山　勝士 アオヤマ　カツシ 愛知県
赤座　治郎 アカザ　ジロウ 岡山県
秋田　賢志 アキタ　ケンジ 東京都
秋山　恭一 アキヤマ　キョウイチ 東京都
秋山　邦久 アキヤマ　クニヒサ 静岡県
浅野　学 アサノ　ガク 東京都
浅野　均 アサノ　ヒトシ 東京都
浅野　元宣 アサノ　モトノブ 神奈川県
朝比奈　ゆり アサヒナ　ユリ 東京都
東　和樹 アズマ　カズキ 東京都
阿部　拓 アベ　タク 埼玉県
安部　達也 アベ　タツヤ 北海道
安部　とおる アベ　トオル 東京都
阿部　智美 アベ　トモミ 栃木県
阿部　直樹 アベ　ナオキ 東京都
阿部　憲雄 アベ　ノリオ 北海道
阿部　裕幸 アベ　ヒロユキ 長野県
阿部　充 アベ　ミツル 青森県
安保　晴通 アボ　ハルユキ 埼玉県
天田　梨那 アマダ　リナ 神奈川県
甘利　悠 アマリ　ユウ 長野県
荒井　加代子 アライ　カヨコ 愛知県
荒井　健治 アライ　ケンジ 東京都
新井　洋平 アライ　ヨウヘイ 東京都
荒尾　雅哉 アラオ　マサヤ 東京都
荒川　直樹 アラカワ　ナオキ 兵庫県
荒川　真理子 アラカワ　マリコ 東京都
荒木　克之 アラキ　カツユキ 兵庫県
荒木　壯 アラキ　タケシ 福島県
荒山　利久 アラヤマ　トシヒサ 東京都
有田　昌弘 アリタ　マサヒロ 大阪府
有光　新五 アリミツ　シンゴ 高知県
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
安楽　憲彦 アンラク　ノリヒコ 静岡県
飯谷　祐次 イイタニ　ユウジ 徳島県
飯田　覚 イイダ　サトル 東京都
飯田　順一 イイダ　ジュンイチ 神奈川県
飯田　昌芳 イイダ　マサヨシ 三重県
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
井口　義己 イグチ　ヨシキ 東京都

　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。

平成２８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28年度は、全国各地から6,793件、254,018,530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。



池口　護 イケグチ　マモル 大阪府
池田　敦 イケダ　アツシ 奈良県
池田　泰道 イケダ　タイドウ 東京都
池田　親興 イケダ　チカフサ 福岡県
池田　寛之 イケダ　ヒロユキ 東京都
池辺　洋平 イケベ　ヨウヘイ 長崎県
伊佐早　さと子 イサハヤ　サトコ 神奈川県
石井　亜矢子 イシイ　アヤコ 福岡県
石井　喜一 イシイ　キイチ 宮城県
石井　孝幸 イシイ　タカユキ 東京都
石井　康俊 イシイ　ヤストシ 東京都
石川　浩二 イシカワ　コウジ 埼玉県
石川　信行 イシカワ　ノブユキ 埼玉県
石黒　昌生 イシグロ　マサオ 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
石谷　彩加 イシタニ　アヤカ 大阪府
石田　享 イシダ　タカシ 広島県
石田　友彦 イシダ　トモヒコ 東京都
石原　正康 イシハラ　マサヤス 東京都
石橋　潤一 イシバシ　ジュンイチ 埼玉県
石村　将人 イシムラ　マサト 愛知県
泉田　穣士 イズミダ　ジョウジ 埼玉県
磯江　孝嗣 イソエ　タカシ 鳥取県
板垣　操 イタガキ　ミサオ 北海道
板谷　憲志 イタダニ　サトシ 愛知県
板谷　誠一 イタダニ　セイイチ 岡山県
板津　真理子 イタヅ　マリコ 愛知県
井田　弘仁 イダ　ヒロヒト 大阪府
市川　高政 イチカワ　タカマサ 静岡県
井筒　ふさ子 イヅツ　フサコ 兵庫県
井出　浩太郎 イデ　コウタロウ 神奈川県
伊藤　和弘 イトウ　カズヒロ 岐阜県
伊藤　久美子 イトウ　クミコ 東京都
伊藤　軍一 イトウ　グンイチ 熊本県
伊藤　伸一郎 イトウ　シンイチロウ 大阪府
伊藤　孝子 イトウ　タカコ 東京都
伊藤　隆 イトウ　タカシ 東京都
伊藤　隆志 イトウ　タカシ 東京都
伊藤　直実 イトウ　ナオミ 栃木県
伊藤　晋徳 イトウ　ヒロノリ 神奈川県
伊藤　雅治 イトウ　マサハル 奈良県
伊藤　良 イトウ　リョウ 北海道
伊藤　良輔 イトウ　リョウスケ 三重県
稲垣　英行 イナガキ　ヒデユキ 東京都
稲毛　仲一郎 イナゲ　チュウイチロウ 東京都
稲葉　信之 イナバ　ノブユキ 東京都
稲葉　宏次 イナバ　ヒロツグ 秋田県
井上　和哉 イノウエ　カズヤ 東京都
井上　修司 イノウエ　シュウジ 福井県
井上　利一 イノウエ　トシカズ 大阪府
井上　洋 イノウエ　ヒロシ 東京都
井原　俊英 イハラ　トシヒデ 愛知県
伊部　美予子 イベ　ミヨコ 東京都
今村　直樹 イマムラ　ナオキ 長崎県
今村　まさ江 イマムラ　マサエ 千葉県



入山　康彦 イリヤマ　ヤスヒコ 愛知県
岩男　健太郎 イワオ　ケンタロウ 兵庫県
岩佐　重俊 イワサ　シゲトシ 愛知県
岩浅　祐二郎 イワサ　ユウジロウ 徳島県
岩田　博英 イワタ　ヒロヒデ 愛知県
岩名　大樹 イワナ　ダイキ 大阪府
岩本　浩 イワモト　ヒロシ 京都府
ウィリアムズ　ケビン ウィリアムズ　ケビン 東京都
上木　隆弘 ウエキ　タカヒロ 新潟県
上木　大悟 ウエキ　ダイゴ 北海道
植田　豊隆 ウエタ　ユタカ 山口県
上田　晶平 ウエダ　ショウヘイ 東京都
植田　直樹 ウエダ　ナオキ 大阪府
上田　英樹 ウエダ　ヒデキ 東京都
上田　力也 ウエダ　リキヤ 東京都
植村　聖子 ウエムラ　セイコ 東京都
植村　裕 ウエムラ　ヒロシ 東京都
牛田　敦士 ウシダ　アツシ 東京都
臼井　章 ウスイ　アキラ 茨城県
内川　慎介 ウチカワ　シンスケ 広島県
内田　修司 ウチダ　シュウジ 福島県
内田　慎一 ウチダ　シンイチ 東京都
打田　健人 ウチダ　タケヒト 茨城県
内田　善満 ウチダ　ヨシミツ 東京都
内山　孝江 ウチヤマ　タカエ 埼玉県
内山　博俊 ウチヤマ　ヒロトシ 静岡県
宇津木　宏美 ウツギ　ヒロミ 埼玉県
宇都宮　毅 ウツノミヤ　タケシ 東京都
宇都宮　靖士 ウツノミヤ　ヤスシ 徳島県
宇南山　卓 ウナヤマ　タカシ 東京都
宇野　幸伸 ウノ　サチノブ 愛知県
宇野　勝 ウノ　マサル 滋賀県
生方　常明 ウブカタ　ジョウミョウ 神奈川県
梅嵜　富子 ウメザキ　トミコ 奈良県
浦野　知美 ウラノ　トモミ 東京都
江川　剛 エガワ　ツヨシ 東京都
江尻　侑代 エジリ　イクヨ 千葉県
江藤　英樹 エトウ　ヒデキ 京都府
榎本　慶介 エノモト　ケイスケ 東京都
江原　秀之 エバラ　ヒデユキ 千葉県
江平　秀樹 エヒラ　ヒデキ 佐賀県
戎野　良雄 エビスノ　ヨシオ 大阪府
蛯原　政好 エビハラ　マサヨシ 東京都
海老原　良典 エビハラ　ヨシノリ 東京都
江守　謙治 エモリ　ケンジ 東京都
遠藤　由樹 エンドウ　ユウキ 神奈川県
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
大石　雄樹 オオイシ　ユウキ 東京都
大内　真子 オオウチ　マサコ 神奈川県
大川　法昭 オオカワ　ノリアキ 愛知県
大久保　準二 オオクボ　ジュンジ 愛媛県
大久保　美佐子 オオクボ　ミサコ 埼玉県
大澤　晋 オオサワ　ススム 神奈川県
大関　悟 オオゼキ　サトル 福岡県
太田　靖宏 オオタ　ヤスヒロ 東京都



大田　嘉仁 オオタ　ヨシヒト 滋賀県
大高　功 オオタカ　イサオ 静岡県
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
大谷　昌史 オオタニ　マサフミ 長野県
大塚　彰久 オオツカ　アキヒサ 東京都
大塚　眞康 オオツカ　マサヤス 神奈川県
大槻　孝之 オオツキ　タカユキ 東京都
大西　宏一 オオニシ　ヒロカズ 東京都
大野　貴祥 オオノ　タカヒロ 大阪府
大野　千秋 オオノ　チアキ 東京都
大畑　哲彦 オオハタ　テツヒコ 広島県
大林　正人 オオバヤシ　マサヒト 愛知県
大参　義卓 オオミ　ヨシタカ 愛知県
大森　利 オオモリ　サトシ 東京都
大森　丈弘 オオモリ　タケヒロ 愛知県
大矢　泰弘 オオヤ　ヤスヒロ 東京都
岡　邦雄 オカ　クニオ 埼玉県
岡垣　晶子 オカガキ　アキコ 北海道
岡崎　昭憲 オカザキ　アキノリ 岡山県
岡崎　賢吉 オカザキ　ケンキチ 東京都
岡田　秀一 オカダ　シュウイチ 東京都
岡田　裕史 オカダ　ヒロシ 埼玉県
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
岡田　欣之 オカダ　ヨシユキ 兵庫県
岡田　航 オカダ　ワタル 東京都
岡橋　達晃 オカハシ　ミチテル 奈良県
岡本　浩孝 オカモト　ヒロタカ 岡山県
小笠原　和久 オガサワラ　カズヒサ 東京都
小川　斉 オガワ　ヒトシ 愛知県
沖　宏志 オキ　ヒロシ 広島県
沖津　茉莉子 オキツ　マリコ 東京都
沖本　二郎 オキモト　ニロウ 岡山県
奥田　邦雄 オクダ　クニオ 京都府
奥田　裕一 オクダ　ヒロカズ 千葉県
奥野　敏一 オクノ　トシカズ 大阪府
奥村　航太 オクムラ　コウタ 埼玉県
奥村　晋也 オクムラ　シンヤ 東京都
長田　厚 オサダ　アツシ 東京都
尾崎　宏文 オザキ　ヒロブミ 東京都
押田　悠 オシダ　ハルカ 神奈川県
織田　崇志 オダ　タカシ 兵庫県
落合　康利 オチアイ　ヤストシ 神奈川県
小野　哲 オノ　アキラ 埼玉県
小野　祐己 オノ　ユウキ 東京都
小野田　一敏 オノダ　カズトシ 埼玉県
小野寺　直子 オノデラ　ナオコ 兵庫県
小俣　和彦 オマタ　カズヒコ 神奈川県
オンロット　ジョフリー オンロット　ジョフリー 岡山県
鏡　高志 カガミ　タカシ 東京都
笠井　敬一郎 カサイ　ケイイチロウ 東京都
笠原　進 カサハラ　ススム 神奈川県
柏葉　裕司 カシバ　ユウジ 神奈川県
柏又　直樹 カシワマタ　ナオキ 東京都
鍛治　太 カジ　フトシ 大阪府



霞　直樹 カスミ　ナオキ 静岡県
片山　泰三 カタヤマ　タイゾウ 神奈川県
香月　重人 カツキ　シゲヒト 東京都
勝村　厚子 カツムラ　アツコ 兵庫県
勝本　健司 カツモト　ケンジ 兵庫県
勝山　大輔 カツヤマ　ダイスケ 愛知県
加藤　千恵 カトウ　チエ 大阪府
加藤　直樹 カトウ　ナオキ 神奈川県
加藤　雅也 カトウ　マサヤ 岐阜県
加藤　美紀 カトウ　ミキ 東京都
加藤　美智子 カトウ　ミチコ 千葉県
加藤　満 カトウ　ミツル 愛知県
加藤　康宏 カトウ　ヤスヒロ 千葉県
加藤　佑子 カトウ　ユウコ 神奈川県
門田　尚也 カドタ　ナオヤ 滋賀県
金沢　景敏 カナザワ　アキトシ 東京都
金沢　信求 カナザワ　シンキュウ 大阪府
金丸　玲子 カナマル　レイコ 兵庫県
金森　伸一 カナモリ　シンイチ 東京都
鐘ヶ江　俊介 カネガエ　シュンスケ 東京都
金子　勝義 カネコ　カツヨシ 東京都
金子　隆子 カネコ　タカコ 埼玉県
金子　秀二 カネコ　ヒデジ 東京都
金子　昌彦 カネコ　マサヒコ 神奈川県
金子　昌義 カネコ　マサヨシ 愛知県
金坂　智雅 カネサカ　トモノリ 栃木県
金田　欧奈 カネダ　オウナ 東京都
釜谷　崇志 カマタニ　タカシ 大阪府
紙居　壯吉 カミイ　タケヨシ 富山県
上栗　哲哉 カミクリ　テツヤ 熊本県
神野　美智子 カミノ　ミチコ 大阪府
狩野　幸夫 カリノ　サチオ 千葉県
軽部　俊樹 カルベ　トシキ 茨城県
河合　扶佐子 カワイ　フサコ 大阪府
河合　正巳 カワイ　マサミ 岐阜県
川上　元気 カワカミ　ゲンキ 長野県
川口　正英 カワグチ　マサヒデ 埼玉県
川越　文雄 カワゴエ　フミオ 福岡県
川崎　恵子 カワサキ　ケイコ 岩手県
川崎　桂造 カワサキ　ケイゾウ 東京都
川崎　浩二 カワサキ　コウジ 群馬県
川崎　善久 カワサキ　ヨシヒサ 茨城県
河島　潤 カワシマ　ジュン 東京都
川下　裕史 カワシモ　ユウシ 東京都
川地　学 カワジ　マナブ 広島県
川野　みずえ カワノ　ミズエ 東京都
川延　浩彰 カワノベ　ヒロアキ 神奈川県
河原　祥朗 カワハラ　ヨシロウ 岡山県
河村　研一 カワムラ　ケンイチ 静岡県
川村　典夫 カワムラ　フミオ 神奈川県
川村　龍平 カワムラ　リョウヘイ 東京都
神田　慶子 カンダ　ケイコ 愛知県
神成　篤 カンナリ　アツシ 千葉県
菅野　隼人 カンノ　ハヤト 福島県
神戸　有希 カンベ　ユキ 埼玉県
元女　富美 ガンニョ　フミ 岐阜県



紀伊　聡 キイ　サトシ 東京都
木内　直樹 キウチ　ナオキ 茨城県
菊池　美穂 キクチ　ミホ 神奈川県
岸　芳明 キシ　ヨシアキ 埼玉県
岸本　寿美 キシモト　スミ 東京都
岸本　英樹 キシモト　ヒデキ 大阪府
北川　浩一 キタガワ　コウイチ 長野県
北川　太一 キタガワ　タイチ 東京都
北里　翔大 キタザト　ショウタ 三重県
北野　光治 キタノ　コウジ 奈良県
北野　朋子 キタノ　トモコ 大阪府
北野　雅人 キタノ　マサト 福岡県
北村　真太郎 キタムラ　シンタロウ 神奈川県
北村　知康 キタムラ　ノリヤス 茨城県
紀田　修平 キダ　シュウヘイ 大阪府
木達　清市 キダチ　セイイチ 神奈川県
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　喜一郎 キミシマ　キイチロウ 神奈川県
君島　威 キミシマ　タケシ 群馬県
君嶋　慈 キミジマ　シゲル 東京都
木村　聡 キムラ　サトシ 広島県
木村　将彦 キムラ　マサヒコ 埼玉県
木村　元彦 キムラ　モトヒコ 神奈川県
木村　友哉 キムラ　ユウヤ 兵庫県
木明　拓椰 キメイ　タクヤ 東京都
草地　良宣 クサチ　ヨシノブ 東京都
草場　喜一郎 クサバ　キイチロウ 兵庫県
楠田　理佳 クスダ　リカ 神奈川県
工藤　修己 クドウ　オサミ 大分県
工藤　俊和 クドウ　トシカズ 滋賀県
工藤　英典 クドウ　ヒデノリ 東京都
國井　重宏 クニイ　シゲヒロ 岐阜県
久保　健一 クボ　ケンイチ 長崎県
久保　健一 クボ　ケンイチ 東京都
窪田　明 クボタ　アキラ 東京都
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
九本　博文 クモト　ヒロブミ 東京都
倉田　英行 クラタ　ヒデユキ 愛知県
倉本　拓也 クラモト　タクヤ 愛知県
栗副　直樹 クリゾエ　ナオキ 大阪府
栗原　司 クリハラ　ツカサ 東京都
栗林　淳也 クリバヤシ　ジュンヤ 福岡県
黒岩　直樹 クロイワ　ナオキ 東京都
黒崎　勉 クロサキ　ツトム 岡山県
桑村　雄一 クワムラ　ユウイチ 千葉県
小池　彰 コイケ　アキラ 山形県
小池　拓之 コイケ　タクシ 長野県
小泉　雅大 コイズミ　マサヒロ 神奈川県
高阪　淳子 コウサカ　ジュンコ 埼玉県
鴻谷　拓自 コウタニ　タクジ 大阪府
河野　光伸 コウノ　ミツノブ 兵庫県



小梶　哲生 コカジ　テツオ 大阪府
小亀　哲生 コガメ　テツオ 愛知県
小暮　欽也 コグレ　キンヤ 群馬県
輿石　太郎 コシイシ　タロウ 東京都
小島　秀夫 コジマ　ヒデオ 東京都
児島　義孝 コジマ　ヨシタカ 東京都
小菅　幸雄 コスゲ　サチオ 三重県
小谷　和弘 コタニ　カズヒロ 東京都
小長井　英生 コナガイ　ヒデオ 静岡県
小西　智之 コニシ　トモユキ 滋賀県
木幡　洋之 コハタ　ヒロユキ 千葉県
小林　源吾 コバヤシ　ゲンゴ 長野県
小林　弘輝 コバヤシ　ヒロキ 東京都
小林　正人 コバヤシ　マサト 東京都
小林　実 コバヤシ　ミノル 栃木県
小室　明義 コムロ　アキヨシ 神奈川県
小森　剛 コモリ　ツヨシ 兵庫県
小森　直樹 コモリ　ナオキ 静岡県
小山　ひとみ コヤマ　ヒトミ 東京都
小山　佑紀 コヤマ　ユキ 千葉県
近藤　憲 コンドウ　ケン 東京都
近藤　徹 コンドウ　トオル 東京都
近藤　徳子 コンドウ　ノリコ 岡山県
近藤　正勝 コンドウ　マサカツ 東京都
今野　良彦 コンノ　ヨシヒコ 東京都
後藤　治 ゴトウ　オサム 東京都
後藤　孝子 ゴトウ　タカコ 徳島県
雑賀　哲也 サイカ　テツヤ 神奈川県
斎木　淳 サイキ　アツシ 山口県
齊藤　一郎 サイトウ　イチロウ 東京都
齋藤　和正 サイトウ　カズマサ 神奈川県
齋藤　圭司 サイトウ　ケイジ 東京都
齋藤　圭祐 サイトウ　ケイスケ 東京都
齋藤　秀樹 サイトウ　ヒデキ 東京都
斉藤　正樹 サイトウ　マサキ 埼玉県
齋藤　恭正 サイトウ　ヤスマサ 東京都
佐伯　哲男 サエキ　テツオ 東京都
酒井　大輔 サカイ　ダイスケ 東京都
坂井　英也 サカイ　ヒデヤ 東京都
酒井　光雄 サカイ　ミツオ 岡山県
堺　洋佑 サカイ　ヨウスケ 東京都
坂井　亮一 サカイ　リョウイチ 埼玉県
坂口　斉 サカグチ　ヒトシ 栃木県
坂田　勝美 サカタ　カツミ 宮崎県
坂本　英司 サカモト　エイジ 茨城県
坂本　応尚 サカモト　マサヒサ 東京都
坂本　光孝 サカモト　ミツタカ 愛知県
佐久間　佳規 サクマ　ヨシノリ 東京都
桜井　敬之 サクライ　タカユキ 東京都
櫻井　裕基 サクライ　ヒロキ 山形県
櫻井　昌克 サクライ　マサカツ 岡山県
佐々　典裕 ササ　ノリヒロ 千葉県
佐々木　昭人 ササキ　アキヒト 北海道
佐々木　大造 ササキ　ダイゾウ 京都府
佐々木　智広 ササキ　トモヒロ 千葉県
佐々木　美代子 ササキ　ミヨコ 宮城県



佐竹　悠良 サタケ　ヒロナガ 兵庫県
貞末　和則 サダスエ　カズノリ 東京都
佐藤　悦子 サトウ　エツコ 青森県
佐藤　佳渚子 サトウ　カナコ 東京都
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　秀雄 サトウ　ヒデオ 栃木県
佐藤　英幸 サトウ　ヒデユキ 神奈川県
佐藤　みゆき サトウ　ミユキ 愛知県
佐藤　宗彦 サトウ　モトヒコ 大阪府
佐藤　靖郎 サトウ　ヤスオ 千葉県
佐藤　亮太 サトウ　リョウタ 栃木県
佐野　彰 サノ　アキラ 神奈川県
三宮　修一 サンノミヤ　シュウイチ 北海道
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
志方　美子 シカタ　ヨシコ 大阪府
重田　修一 シゲタ　シュウイチ 埼玉県
志立　正嗣 シダチ　マサツグ 長野県
篠田　登夢 シノダ　トム 神奈川県
篠塚　圭祐 シノヅカ　ケイスケ 東京都
篠原　昭子 ｼﾉﾊﾗ　ｱｷｺ 東京都
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　和彦 シバタ　カズヒコ 神奈川県
柴田　徹 シバタ　トオル 埼玉県
柴田　昇 シバタ　ノボル 東京都
柴田　由美子 シバタ　ユミコ 大阪府
渋谷　真 シブヤ　マコト 神奈川県
島崎　健一 シマザキ　ケンイチ 東京都
島田　雄太 シマダ　ユウタ 東京都
嶋津　英夫 シマヅ　ヒデオ 静岡県
清水　敬之 シミズ　タカユキ 大阪府
清水　達也 シミズ　タツヤ 千葉県
清水　俊宏 シミズ　トシヒロ 千葉県
清水　由紀子 シミズ　ユキコ 埼玉県
下栗　初雄 シモグリ　ハツオ 鹿児島県
下栗　寛司 シモグリ　ヒロカズ 鹿児島県
下澤　一仁 シモザワ　カズヒト 愛知県
下牧　竜彦 シモマキ　タツヒコ 鹿児島県
釋尾　知春 シャクオ　トモハル 神奈川県
習田　裕介 シュウタ　ユウスケ 奈良県
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
調　一由喜 シラベ　カズユキ 東京都
新庄　睦生 シンジョウ　ムツオ 愛知県
新明　康宏 シンミョウ　ヤスヒロ 東京都
十場　規安 ジュウバ　ノリヤス 大阪府
神代　行男 ジンダイ　ユキオ 兵庫県
菅澤　正 スガサワ　マサシ 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
菅原　順 スガワラ　ジュン 東京都
菅原　誓志 スガワラ　セイシ 宮城県
杉　佳憲 スギ　ヨシノリ 兵庫県
杉江　弘樹 スギエ　ヒロキ 神奈川県
杉本　佳久 スギモト　ヨシヒサ 岡山県



杉山　尚史 スギヤマ　ナオフミ 千葉県
鈴岡　博水 スズオカ　ヒロミ 香川県
鈴木　克則 スズキ　カツノリ 千葉県
鈴木　憲 スズキ　ケン 三重県
鈴木　吾朗 スズキ　ゴロウ 東京都
鈴木　俊一 スズキ　シュンイチ 埼玉県
Suzuki　Steven Taro スズキ　スティーブンタロー 東京都
鈴木　貴之 スズキ　タカユキ 静岡県
鈴木　武雄 スズキ　タケオ 東京都
鈴木　正之 スズキ　マサユキ 岩手県
鈴木　真理子 スズキ　マリコ 東京都
鈴木　康夫 スズキ　ヤスオ 東京都
鈴木　悠司 スズキ　ユウジ 東京都
鈴木　陽子 スズキ　ヨウコ 東京都
須藤　慎吾 スドウ　シンゴ 神奈川県
住田　治彦 スミダ　ハルヒコ 兵庫県
隅田　佳孝 スミダ　ヨシタカ 東京都
清野　修 セイノ　オサム 東京都
瀬川　幸紀 セガワ　ユキノリ 千葉県
関　幸子 セキ　サチコ 東京都
関口　大介 セキグチ　ダイスケ 東京都
関口　治樹 セキグチ　ハルキ 東京都
関戸　優 セキド　マサル 東京都
芹澤　岳志 セリザワ　タケシ 千葉県
千賀　修一 センガ　シュウイチ 東京都
園部　一雄 ソノベ　カズオ 愛媛県
染谷　裕 ソメヤ　ヒロシ 神奈川県
高井　実 タカイ　ミノル 神奈川県
高尾　奈穂 タカオ　ナホ 大阪府
高岡　哲郎 タカオカ　テツロウ 愛知県
高木　昭英 タカギ　アキヒデ 愛知県
高木　隆 タカギ　タカシ 愛知県
高木　信 タカギ　マコト 神奈川県
高崎　茂治 タカサキ　シゲハル 神奈川県
高島　健史 タカシマ　ケンジ 東京都
高瀬　完 タカセ　カン 千葉県
高田　正弘 タカタ　マサヒロ 岡山県
高田　輝和 タカダ　テルカズ 広島県
鷹取　久愛 タカトリ　ヒサヨシ 奈良県
高梨　慎人 タカナシ　マコト 東京都
高野　順二 タカノ　ジュンジ 東京都
高野　勇人 タカノ　ハヤト 東京都
高橋　暁 タカハシ　アキラ 新潟県
高橋　謙二 タカハシ　ケンジ 千葉県
高橋　聡 タカハシ　サトル 神奈川県
高橋　智和 タカハシ　トモカズ 東京都
高橋　法幸 タカハシ　ノリユキ 愛知県
高橋　美早 タカハシ　ミサ 東京都
高橋　光昭 タカハシ　ミツアキ 和歌山県
高橋　由莉 タカハシ　ユリ 東京都
高橋　隆一 タカハシ　リュゥィチ 岡山県
高峯　恭平 タカミネ　キョウヘイ 福岡県
高村　昭輝 タカムラ　アキテル 石川県
髙森　聡夫 タカモリ　トシオ 神奈川県
田川　訓史 タガワ　クニフミ 広島県
竹井　裕則 タケイ　ヒロノリ 東京都



竹内　槙優 タケウチ　マサル 東京都
竹原　真治 タケハラ　シンジ 東京都
竹本　悦治 タケモト　エツジ 東京都
竹本　浩司 タケモト　コウジ 愛知県
竹本　浩輝 タケモト　ヒロキ 茨城県
田島　一樹 タジマ　カズキ 熊本県
田尻　英俊 タジリ　ヒデトシ 三重県
立花　智津子 タチバナ　チヅコ 千葉県
達川　尚史 タツカワ　ヒサシ 埼玉県
立澤　慎太郎 タツザワ　シンタロウ 神奈川県
立山　健太郎 タテヤマ　ケンタロウ 宮崎県
田中　浩二 タナカ　コウジ 東京都
田中　誠司 タナカ　セイジ 大阪府
田中　智大 タナカ　トモヒロ 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
田辺　敏明 タナベ　トシアキ 大阪府
田辺　朋美 タナベ　トモミ 東京都
田邊　由利花 タナベ　ユリカ 広島県
谷口　鉄人 タニグチ　テツヒト 東京都
谷口　成仁 タニグチ　ナルヒト 東京都
谷口　正昭 タニグチ　マサアキ 北海道
谷口　理丈 タニグチ　マサタケ 栃木県
谷野　淳 タニノ　アツシ 広島県
田之上　淳 タノウエ　ジュン 神奈川県
玉木　康一 タマキ　コウイチ 愛知県
玉木　利治 タマキ　トシハル 東京都
玉根　和吉 タマネ　カズヨシ 東京都
玉村　雄次 タマムラ　ユウジ 愛知県
田村　邦宏 タムラ　クニヒロ 大阪府
田村　雅子 タムラ　マサコ 東京都
多和田　哲史 タワダ　サトシ 東京都
太和田　昌宏 タワダ　マサヒロ 岐阜県
大豆本　圭 ダイズモト　ケイ 徳島県
CHEN　PATRICK チェン　パトリック 東京都
千葉　祐 チバ　ユウ 神奈川県
チャン　イエンメイ チャン　イエンメイ 東京都
中條　幸一 チュウジョウ　コウイチ 宮城県
塚田　邦男 ツカダ　クニオ 東京都
佃　直樹 ツクダ　ナオキ 東京都
津嶋　広通 ツシマ　ヒロミチ 栃木県
辻　英之 ツジ　ヒデユキ 茨城県
辻　雅裕 ツジ　マサヒロ 鹿児島県
土田　隆太郎 ツチダ　リュウタロウ 滋賀県
土屋　雄大 ツチヤ　ユウタ 東京都
筒井　求 ツツイ　モトム 愛知県
堤　美津子 ツツミ　ミツコ 東京都
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
椿　孝 ツバキ　タカシ 神奈川県
鍔田　剛年 ツバタ　タケトシ 岐阜県
坪井　育子 ツボイ　イクコ 愛知県
坪井　武久 ツボイ　タケヒサ 長野県
寺井　俊二 テライ　シュンジ 大阪府
寺井　正晴 テライ　マサハル 千葉県
寺嶋　真理子 テラシマ　マリコ 大阪府



寺村　俊哉 テラムラ　トシヤ 神奈川県
徳本　良太 トクモト　リョウタ 大阪府
徳山　清信 トクヤマ　キヨノブ 愛知県
鳥羽　彰 トバ　アキラ 長野県
富阪　彰則 トミサカ　アキノリ 岡山県
富田　直樹 トミタ　ナオキ 神奈川県
冨田　良樹 トミタ　ヨシキ 滋賀県
友成　正路 トモナリ　セイジ 大分県
友光　一寿 トモミツ　カズトシ 千葉県
豊川　哲根 トヨカワ　テツネ 神奈川県
豊福　清 トヨフク　キヨシ 福岡県
鳥井　敦史 トリイ　アツシ 和歌山県
土井　裕美 ドイ　ヒロミ 埼玉県
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
戸田　貴子 ドダ　タカコ 岡山県
中井　絵里 ナカイ　エリ 宮崎県
中沖　勝明 ナカオキ　カツアキ 東京都
中河　浩行 ナカガワ　ヒロユキ 滋賀県
仲下　正一 ナカシタ　ショウイチ 兵庫県
中島　健二 ナカシマ　ケンジ 東京都
中島　美芳 ナカシマ　ミホ 東京都
中島　秋彦 ナカジマ　アキヒコ 兵庫県
中島　隆世 ナカジマ　タカヨ 兵庫県
中島　健夫 ナカジマ　タケオ 東京都
中塚　功二 ナカツカ　コウジ 東京都
中務　陽子 ナカツカサ　ヨウコ 岡山県
中戸川　勇 ナカトガワ　イサム 神奈川県
中西　崇雄 ナカニシ　タカオ 兵庫県
中西　由香 ナカニシ　ユカ 徳島県
中野　敦士 ナカノ　アツシ 千葉県
中野　浩輔 ナカノ　コウスケ 岡山県
中野　英樹 ナカノ　ヒデキ 東京都
中野　正幾 ナカノ　マサキ 東京都
中原　崇人 ナカハラ　タカヒト 茨城県
中村　一太 ナカムラ　イッタ 福岡県
中村　耕平 ナカムラ　コウヘイ 静岡県
仲村　大輔 ナカムラ　ダイスケ 福岡県
中村　友紀 ナカムラ　トモノリ 東京都
中村　英樹 ナカムラ　ヒデキ 神奈川県
中村　準 ナカムラ　ヒトシ 岡山県
中村　正義 ナカムラ　マサヨシ 岡山県
中本　貴士 ナカモト　タカシ 和歌山県
中山　建太 ナカヤマ　ケンタ 千葉県
中山　新太郎 ナカヤマ　シンタロウ 東京都
中山　貴史 ナカヤマ　タカシ 青森県
長井　一泰 ナガイ　カズヤス 宮城県
永井　邦宏 ナガイ　クニヒロ 三重県
長倉　昭典 ナガクラ　アキノリ 静岡県
長坂　洋一 ナガサカ　ヨウイチ 東京都
長澤　泉子 ナガサワ　モトコ 富山県
永島　徳人 ナガシマ　アツト 東京都
永野　誠 ナガノ　マコト 兵庫県
永松　正彦 ナガマツ　マサヒコ 大阪府
永見　浩之 ナガミ　ヒロユキ 東京都
柳楽　和人 ナギラ　カズト 神奈川県
鍋田　和佳子 ナベタ　ワカコ 東京都



成田　晴彦 ナリタ　ハルヒコ 東京都
難波　郁雄 ナンバ　イクオ 東京都
新山　邦紀 ニイヤマ　クニノリ 神奈川県
セ　連波 ニエ　レンボ 兵庫県
西岡　謙一 ニシオカ　ケンイチ 和歌山県
西川　昌志 ニシカワ　マサシ 東京都
西口　由美子 ニシグチ　ユミコ 東京都
西澤　正弥 ニシザワ　マサヤ 愛知県
西嶋　憲博 ニシジマ　ノリヒロ 山口県
西野　栄四 ニシノ　エイシ 大阪府
西村　邦宏 ニシムラ　クニヒロ 愛知県
西村　宏祐 ニシムラ　コウスケ 熊本県
西村　拓也 ニシムラ　タクヤ 大阪府
西村　徹郎 ニシムラ　テツロウ 神奈川県
西村　友孝 ニシムラ　トモタカ 東京都
西村　祐二 ニシムラ　ユウジ 岡山県
西本　修 ニシモト　オサム 兵庫県
西山　恵太 ニシヤマ　ケイタ 東京都
西山　翔太郎 ニシヤマ　ショウタロウ 埼玉県
西山　直美 ニシヤマ　ナオミ 熊本県
新田　泰三 ニッタ　タイゾウ 東京都
布田　里織 ヌノダ　サオリ 東京都
沼田　薫 ヌマタ　カオル 千葉県
能美　茂 ノウミ　シゲル 大阪府
野口　一夫 ノグチ　カズオ 東京都
野口　夏菜 ノグチ　カナ 静岡県
野口　健二 ノグチ　ケンジ 広島県
野口　雅之 ノグチ　マサユキ 東京都
野口　祐子 ノグチ　ユウコ 大阪府
野尻　昌世 ノジリ　マサヨ 岐阜県
野瀬　聡子 ノセ　サトコ 大阪府
能勢　剛 ノセ　タケシ 東京都
野田　和宏 ノダ　カズヒロ 奈良県
野名　安保 ノナ　ヤスホ 愛知県
延兼　美幸 ノブカネ　ミユキ 岡山県
信澤　健 ノブサワ　ケン 石川県
野水　央子 ノミズ　ヒサコ 東京都
則武　七央子 ノリタケ　ナオコ 東京都
乗松　正典 ノリマツ　マサノリ 愛媛県
白　勝 ハク　カツ 東京都
橋詰　和英 ハシヅメ　カズヒデ 兵庫県
橋本　栄 はしもと　さかえ 東京都
橋本　正行 ハシモト　マサユキ 埼玉県
長谷川　毅 ハセガワ　タケシ 神奈川県
長谷川　裕高 ハセガワ　ヒロタカ 東京都
長谷川　恭央 ハセガワ　ヤスオ 千葉県
長谷川　来夢 ハセガワ　ラム 大阪府
秦　健一郎 ハタ　ケンイチロウ 大阪府
秦　伸之 ハタ　ノブユキ 長崎県
畑　瑞木 ハタ　ミズキ 東京都
秦　裕一 ハタ　ユウイチ 千葉県
服部　純司 ハットリ　ジュンジ 愛知県
服部　行博 ハットリ　ユキヒロ 愛知県
花村　遼 ハナムラ　リョウ 東京都
塙　浩一 ハナワ　コウイチ 東京都
早川　公章 ハヤカワ　マサアキ 兵庫県



早崎　恵子 ハヤサキ　ケイコ 神奈川県
林　和 ハヤシ　アエル 東京都
林　總 ハヤシ　アツム 東京都
林　弘昭 ハヤシ　ヒロアキ 大阪府
林　雅信 ハヤシ　マサチカ 東京都
林　幸雄 ハヤシ　ユキオ 東京都
林部　真悟 ハヤシベ　シンゴ 長野県
早瀬　公康 ハヤセ　キミヤス 京都府
葉山　茂雄 ハヤマ　シゲオ 東京都
馬場　哲彦 ババ　テツヒコ 東京都
番　新太郎 バン　シンタロウ 東京都
坂野　立幸 バンノ　タツユキ 愛知県
日置　優太 ヒオキ　ユウタ 神奈川県
東　千聡 ヒガシ　チサト 東京都
東　理人 ヒガシ　リヒト 京都府
樋口　丈太郎 ヒグチ　ジョウタロウ 北海道
日暮　正樹 ヒグラシ　マサキ 東京都
久田　伸一 ヒサタ　シンイチ 大阪府
久富　祥生 ヒサトミ　ヨシオ 東京都
日髙　拓朗 ヒダカ　タクロウ 東京都
平川　博之 ヒラカワ　ヒロユキ 兵庫県
平佐　卓也 ヒラサ　タクヤ 東京都
平坂　裕子 ヒラサカ　ユウコ 岡山県
平澤　信彦 ヒラサワ　ノブヒコ 東京都
平澤　陽子 ヒラサワ　ヨウコ 東京都
平田　忠義 ヒラタ　タダヨシ 東京都
平山　賢一 ヒラヤマ　ケンイチ 千葉県
平山　裕子 ヒラヤマ　ユウコ 東京都
広瀬　健二 ヒロセ　ケンジ 兵庫県
廣瀬　史雄 ヒロセ　フミオ 神奈川県
深井　久史 フカイ　ヒサシ 東京都
深町　哲郎 フカマチ　テツロウ 東京都
深見　親雄 フカミ　チカオ 東京都
吹上　範子 フキアゲ　ノリコ 京都府
福崎　将隆 フクザキ　マサタカ 神奈川県
福田　啓志 フクダ　ケイシ 東京都
福田　星司 フクダ　セイジ 大阪府
福多　道夫 フクダ　ミチオ 東京都
福原　翔 フクハラ　ショウ 岡山県
福原　隆浩 フクハラ　タカヒロ 東京都
福光　孝巳 フクミツ　タカミ 愛知県
福本　さつき フクモト　サツキ 兵庫県
福山　隆志 フクヤマ　タカシ 大阪府
藤井　一男 フジイ　カズオ 大阪府
藤井　常 フジイ　ジョウ 東京都
藤井　誠士郎 フジイ　セイシロウ 兵庫県
藤門　順 フジカド　ジュン 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　純 フジタ　ジュン 兵庫県
藤田　良一 フジタ　リョウイチ 千葉県
藤浪　由加里 フジナミ　ユカリ 兵庫県
藤野　太一朗 フジノ　タイチロウ 東京都
藤原　信哉 フジハラ　シンヤ 東京都
藤本　真也 フジモト　シンヤ 岡山県
藤本　哲也 フジモト　テツヤ 熊本県



藤本　政雄 フジモト　マサオ 奈良県
藤森　敦 フジモリ　アツシ 北海道
藤原　京祐 フジワラ　キョウスケ 山口県
藤原　崇志 フジワラ　タカシ 愛知県
舟橋　正好 フナハシ　マサヨシ 埼玉県
船橋　卯 フナバシ　シゲル 岡山県
古川　大 フルカワ　ハジメ 富山県
古橋　里衣子 フルハシ　リエコ 東京都
古畑　隆男 フルハタ　タカオ 東京都
古畑　智之 フルハタ　トモユキ 東京都
古山　景子 フルヤマ　ケイコ 東京都
逸見　和子 ヘンミ　カズコ 岡山県
星野　幸司 ホシノ　コウジ 神奈川県
細野　範昭 ホソノ　ノリアキ 栃木県
堀　慎治 ホリ　シンジ 愛知県
堀　芳郎 ホリ　ヨシロウ 福岡県
堀内　喬 ホリウチ　タカシ 東京都
堀江　彰久 ホリエ　アキヒサ 東京都
堀江　秀和 ホリエ　ヒデカズ 東京都
本多　健裕 ホンダ　ケンスケ 東京都
本田　雅則 ホンダ　マサノリ 東京都
本田　裕子 ホンダ　ユウコ 東京都
本間　久美子 ホンマ　クミコ 東京都
本間　寛隆 ホンマ　ヒロタカ 東京都
本間　道博 ホンマ　ミチヒロ 東京都
Borghi　Yannick ボルギー　ヤニック 東京都
前田　奈穂 マエダ　ナホ 東京都
前田　優紀 マエダ　ユキ 東京都
前田　龍一 マエダ　リュウイチ 兵庫県
蒔田　勇治 マキタ　ユウジ 千葉県
牧野　朋恵 マキノ　トモエ 東京都
牧野　博和 マキノ　ヒロカズ 愛知県
正木　重郎 マサキ　ジュウロウ 神奈川県
正木　祥貴 マサキ　ヨシタカ 兵庫県
増岡　真一 マスオカ　シンイチ 東京都
増田　健児 マスダ　ケンジ 東京都
益田　淳子 マスダ　ジュンコ 東京都
増田　貴 マスダ　タカシ 東京都
増田　千春 マスダ　チハル 東京都
増田　裕司 マスダ　ヒロシ 愛知県
増田　理紗 マスダ　リサ 東京都
増山　寿 マスヤマ　ヒサシ 岡山県
町野　之美 マチノ　ユキヨシ 愛知県
松井　豊 マツイ　ユタカ 東京都
松井　義隆 マツイ　ヨシタカ 兵庫県
松尾　英理子 マツオ　エリコ 神奈川県
松尾　宗一郎 マツオ　ソウイチロウ 静岡県
松尾　浩 マツオ　ヒロシ 大阪府
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　剛弘 マツオカ　ヨシヒロ 東京都
松倉　満 マツクラ　ミツル 東京都
松崎　秀司 マツザキ　ヒデシ 兵庫県
松下　晃三 マツシタ　コウゾウ 愛知県
松島　毅 マツシマ　タケシ 神奈川県
松田　俊樹 マツダ　トシキ 東京都



松野　修 マツノ　オサム 東京都
松本　龍雄 マツモト　タツオ 東京都
松本　博之 マツモト　ヒロユキ 北海道
松本　弥至穂 マツモト　ヤシホ 石川県
松元　祐二 マツモト　ユウジ 兵庫県
松盛　直文 マツモリ　ナオフミ 岡山県
松脇　実俊 マツワキ　ミトシ 東京都
馬淵　正敏 マブチ　マサトシ 神奈川県
丸山　敬子 マルヤマ　ケイコ 大阪府
丸山　修一 マルヤマ　シュウイチ 東京都
三浦　誠 ミウラ　マコト 茨城県
三神　晃 ミカミ　ヒカル 東京都
水谷　賢二 ミズタニ　ケンジ 埼玉県
水沼　靖子 ミズヌマ　ヤスコ 埼玉県
水野　恵美子 ミズノ　エミコ 東京都
水野　圭助 ミズノ　ケイスケ 愛知県
水野　順子 ミズノ　ジュンコ 神奈川県
水野　増樹 ミズノ　マスキ 東京都
三谷　優衣子 ミタニ　ユイコ 神奈川県
道下　有佳子 ミチシタ　ユカコ 北海道
満田　真吾 ミツダ　シンゴ 東京都
嶺野　友歌 ミネノ　ユカ 静岡県
三宅　真次郎 ミヤケ　シンジロウ 神奈川県
三宅　俊行 ミヤケ　トシユキ 岡山県
三宅　優美 ミヤケ　ユミ 神奈川県
宮里　均 ミヤサト　ヒトシ 沖縄県
宮田　武志 ミヤタ　タケシ 千葉県
宮田　由希子 ミヤタ　ユキコ 東京都
宮原　一弘 ミヤハラ　カズヒロ 埼玉県
宮原　進 ミヤハラ　ススム 東京都
宮原　靖 ミヤハラ　ヤスシ 長崎県
宮本　佳明 ミヤモト　ヨシアキ 東京都
三吉野　健滋 ミヨシノ　ケンジ 愛知県
向井　秀勝 ムカイ　ヒデカツ 大阪府
牟田　謙二 ムタ　ケンジ 千葉県
村井　史生 ムライ　フミオ 福岡県
村岡　直人 ムラオカ　ナオト 東京都
村上　清貴 ムラカミ　キヨタカ 広島県
村上　太生 ムラカミ　タイキ 熊本県
村上　大輔 ムラカミ　ダイスケ 東京都
村上　優子 ムラカミ　ユウコ 大阪府
村上　友太 ムラカミ　ユウタ 福島県
村木　弘文 ムラキ　ヒロフミ 岡山県
村木　友香子 ムラキ　ユカコ 東京都
村瀬　秀明 ムラセ　ヒデアキ 東京都
村中　修 ムラナカ　オサム 東京都
元木　弘教 モトキ　ヒロノリ 大阪府
茂庭　聡一郎 モニワ　ソウイチロウ 北海道
森　一郎 モリ　イチロウ 福岡県
森　和之 モリ　カズユキ 滋賀県
森　聖子 モリ　セイコ 東京都
森　千恵香 モリ　チエカ 北海道
森　康之 モリ　ヤスユキ 千葉県
森川　国彦 モリカワ　クニヒコ 大阪府
森下　幸一 モリシタ　コウイチ 大阪府
森田　治枝 モリタ　ハルエ 広島県



森田　博之 モリタ　ヒロユキ 大阪府
森田　亮平 モリタ　リョウヘイ 東京都
守谷　圭佑 モリタニ　ケイスケ 島根県
森本　真司 モリモト　シンジ 山口県
森本　淳一 モリモト　ジュンイチ 千葉県
森本　宏 モリモト　ヒロシ 広島県
森本　守 モリモト　マモル 奈良県
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
茂籠　勝義 モロ　カツヨシ 東京都
諸節　統 モロフシ　オサム 神奈川県
門馬　晶 モンマ　アキラ 東京都
門馬　京子 モンマ　キョウコ 埼玉県
八木　寿里也 ヤギ　ジュリヤ 大阪府
八木田　大将 ヤギタ　ダイスケ 東京都
柳生　宗則 ヤギュウ　ムネノリ 東京都
安田　有孝 ヤスダ　ユウコウ 東京都
安田　ゆかり ヤスダ　ユカリ 愛知県
安原　真二 ヤスハラ　シンジ 三重県
安本　哲也 ヤスモト　テツヤ 山口県
八隅　夏輝 ヤズミ　ナツキ 福岡県
矢部　陽子 ヤベ　ヨウコ 東京都
山内　陽子 ヤマウチ　ヨウコ 神奈川県
山川　恒洋 ヤマカワ　ツネヒロ 神奈川県
山木　真理子 ヤマキ　マリコ 岡山県
山口　聡 ヤマグチ　サトシ 神奈川県
山口　隆史 ヤマグチ　タカシ 東京都
山口　毅 ヤマグチ　タケシ 東京都
山口　富三郎 ヤマグチ　トミサブロウ 神奈川県
山口　峰一 ヤマグチ　ミネカズ 千葉県
山口　宗則 ヤマグチ　ムネノリ 広島県
山崎　研 ヤマザキ　ケン 東京都
山崎　純司 ヤマザキ　ジュンジ 東京都
山田　和之 ヤマダ　カズユキ 北海道
山田　耕平 ヤマダ　コウヘイ 滋賀県
山田　晃久 ヤマダ　テルヒサ 福岡県
山田　紀子 ヤマダ　ノリコ 東京都
山田　誠 ヤマダ　マコト 東京都
山田　佳之 ヤマダ　ヨシユキ 東京都
山中　猛 ヤマナカ　タケシ 東京都
山西　浩二 ヤマニシ　コウジ 兵庫県
山根　貴宏 ヤマネ　タカヒロ 神奈川県
山村　浩司 ヤマムラ　コウジ 神奈川県
山村　聖眞 ヤマムラ　セイシン 兵庫県
山村　基成 ヤマムラ　モトナリ 広島県
山本　吾論 ヤマモト　アロン 岡山県
山本　慎一郎 ヤマモト　シンイチロウ 東京都
山本　千加子 ヤマモト　チカコ 大阪府
山本　てる子 ヤマモト　テルコ 愛媛県
山本　敏明 ヤマモト　トシアキ 千葉県
山本　文和 ヤマモト　フミカズ 東京都
山谷　久美子 ヤマヤ　クミコ 静岡県
湯朝　信博 ユアサ　ノブヒロ 東京都
結城　繁 ユウキ　シゲル 茨城県
行縄　陽介 ユキナワ　ヨウスケ 神奈川県
弓削　一郎 ユゲ　イチロウ 埼玉県



遊佐　孝志 ユサ　タカシ 埼玉県
横田　憲二 ヨコタ　ケンジ 愛知県
横田　三男 ヨコタ　ミツオ 熊本県
横山　透 ヨコヤマ　トオル 福岡県
吉井　治美 ヨシイ　ハルミ 鹿児島県
吉川　浩平 ヨシカワ　コウヘイ 兵庫県
吉川　昌雄 ヨシカワ　マサオ 東京都
吉里　秀雄 ヨシザト　ヒデオ 愛知県
吉武　香 ヨシタケ　カオリ 岡山県
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　幸司 ヨシダ　コウジ 京都府
吉田　清次 ヨシダ　セイジ 愛知県
吉田　達也 ヨシダ　タツヤ 東京都
吉田　達也 ヨシダ　タツヤ 兵庫県
吉田　宏 ヨシダ　ヒロシ 大阪府
吉田　将士 ヨシダ　マサシ 静岡県
吉田　昌弘 ヨシダ　マサヒロ 愛知県
吉田　保二 ヨシダ　ヤスジ 愛知県
吉田　幸永 ヨシダ　ユキナガ 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
吉野　未紀 ヨシノ　ミキ 東京都
吉村　千鳥 ヨシムラ　チドリ 北海道
吉村　輝寿 ヨシムラ　テルヒサ 東京都
依岡　高弘 ヨリオカ　タカヒロ 大阪府
李　泰孝 リ　ヒロユキ 滋賀県
李　政秀 リ　マサヒデ 岐阜県
龍　絵里加 リュウ　エリカ 東京都
劉　菲 リュウ　ヒ 神奈川県
劉　岩 リュウ　ヤン 東京都
ロペス　ビクトー ロペス　ビクトー 東京都
脇　一文 ワキ　カズフミ 愛媛県
脇田　美智子 ワキダ　ミチコ 大分県
脇本　信也 ワキモト　シンヤ 熊本県
渡邉　明彦 ワタナベ　アキヒコ 東京都
渡邉　建一郎 ワタナベ　ケンイチロウ 東京都
渡辺　聡 ワタナベ　サトシ 東京都
渡邊　普夫 ワタナベ　タカオ 千葉県
渡辺　友彦 ワタナベ　トモヒコ 茨城県
渡邉　直幸 ワタナベ　ナオユキ 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　正樹 ワタナベ　マサキ 滋賀県
渡部　陽 ワタナベ　ヨウ 東京都
和田　和史 ワダ　カズフミ 岡山県
和田　恵子 ワダ　ケイコ 愛知県
和田　哲 ワダ　テツ 埼玉県
和田　良一 ワダ　リョウイチ 大阪府


