
浅野　竜太　様 東京都 45,500円
中馬　正志　様 兵庫県 14,000円
志田　晃一郎　様 神奈川県 10,000円
金平　好弘　様 大阪府 17,500円
青戸　一臣　様 島根県 17,000円
深澤　直樹　様 北海道 115,000円
大平　寿子　様 福岡県 98,000円
浅香　均　様 埼玉県 17,500円
濱谷　秀郎　様 東京都 17,500円
吉原　伸和　様 愛知県 17,500円
山口　淳　様 大阪府 77,000円
小畑　順子　様 熊本県 133,000円
今田　昌輝　様 広島県 17,500円
大瀧　英彦　様 東京都 17,500円
藤原　博之　様 静岡県 82,500円
柴戸　一秀　様 福岡県 17,500円
武井　芳則　様 茨城県 44,500円
竹原　正治　様 福岡県 70,000円
鹿島　順三　様 埼玉県 11,000円
和田　健太郎　様 長野県 17,500円
小松　誠　様 長野県 94,000円
中谷　博信　様 神奈川県 14,000円
岡村　祐臣　様 佐賀県 98,500円
柘植　大輔　様 東京都 44,000円
森本　雅之　様 神奈川県 184,000円
田澤　朋博　様 新潟県 11,000円
尾関　博章　様 神奈川県 13,000円
寺﨑　信久　様 広島県 31,000円
小中　秀己　様 大阪府 35,000円
大澤　徹　様 神奈川県 14,000円
根本　義紀　様 東京都 22,000円
玉木　宏文　様 福岡県 27,000円
富松　佳郎　様 神奈川県 10,000円
植村　義弘　様 京都府 63,500円
後藤　篤　様 愛知県 33,000円
戸津　里美　様 東京都 19,500円
石井　士朗　様 福島県 148,000円
桐原　修　様 大阪府 14,000円

令和３年度に寄附をいただいたかた

公表に同意いただいたかたのみ、お名前、住所（都道府県のみ）、寄附金額を掲載しています。



香取　武志　様 千葉県 44,500円
山田　諭子　様 東京都 20,000円
広江　真吾　様 東京都 27,500円
種石　みさき　様 静岡県 11,000円
新津　健裕　様 埼玉県 17,500円
野中　雄太　様 千葉県 17,500円
石原　昇　様 広島県 26,000円
清澤　淳　様 東京都 13,000円
江成　正幸　様 神奈川県 48,000円
亀井　英樹　様 福岡県 35,000円
木下　三枝子　様 広島県 98,500円
小田　吉彦　様 大阪府 106,500円
津田　高志　様 大阪府 19,500円
原　雄一郎　様 大阪府 17,500円
白田　忠久　様 埼玉県 13,000円
湯尾　高根　様 東京都 22,000円
上田　茂樹　様 東京都 16,500円
菅野　伸哉　様 福島県 52,000円
小田　裕之　様 神奈川県 35,000円
岩井　寿男　様 千葉県 42,500円
宮本　伸也　様 千葉県 28,000円
大里　巧　様 兵庫県 22,000円
浦田　卓　様 東京都 67,500円
佐々木　智徳　様 東京都 110,000円
郡山　修一　様 福岡県 13,500円
今井　圭介　様 山梨県 39,000円
川崎　良明　様 神奈川県 14,000円
中川　博記　様 大阪府 12,500円
木村　憲介　様 埼玉県 23,000円
河原　功　様 神奈川県 17,000円
江原　弘一　様 福岡県 52,000円
小澤　雅彦　様 東京都 19,500円
鈴木　治　様 福岡県 208,000円
芦田　悠甫　様 埼玉県 28,000円
春日　亮一　様 大阪府 70,000円
福田　哲也　様 東京都 26,000円
柿野　誠治　様 宮城県 40,500円
山本　康雄　様 大阪府 34,000円
大屋　重幸　様 東京都 110,000円
山本　真実　様 東京都 35,000円
原田　賢　様 京都府 23,000円
森　修平　様 大阪府 35,000円



畠中　俊彦　様 千葉県 52,000円
片山　信人　様 大阪府 12,500円
熊谷　好高　様 埼玉県 42,000円
田中　誠　様 千葉県 49,500円
中谷　裕司　様 兵庫県 28,000円
北野　真史　様 大阪府 101,000円
田中　朗彦　様 埼玉県 11,000円
村山　拓也　様 兵庫県 79,000円
黒宮　充博　様 東京都 11,000円
杉　のぞみ　様 大阪府 35,000円
河野　勝治　様 岡山県 52,500円
勝山　航　様 京都府 35,000円
西尾　泰彦　様 岐阜県 39,000円
田村　俊哉　様 神奈川県 26,000円
藤森　幸光　様 長野県 19,500円
山田　康治　様 東京都 19,500円
大島　朝子　様 愛知県 40,500円
渡辺　賀寿弥　様 神奈川県 17,500円
長谷川　高大　様 東京都 23,000円
延澤　禎　様 兵庫県 11,000円
石村　文康　様 東京都 39,000円
田中　敦　様 東京都 17,500円
栗田　啓史　様 大阪府 26,000円
邉見　芳樹　様 神奈川県 14,000円
松田　幸浩　様 東京都 52,000円
岡　信宏　様 埼玉県 16,500円
川手　雅人　様 埼玉県 50,000円
石井　信和　様 愛知県 143,000円
松井　繁幸　様 兵庫県 156,000円
石橋　尚子　様 広島県 19,500円
大濱　香織　様 広島県 17,500円
石走　満　様 愛知県 17,500円
吉田　満徳　様 群馬県 38,500円
寒川　裕介　様 香川県 26,000円
向田　英美　様 神奈川県 17,500円
石澤　顕　様 東京都 17,500円
西村　安裕　様 兵庫県 19,500円
桝井　雅貴　様 兵庫県 35,000円
花田　昭夫　様 大阪府 32,500円
小林　正裕　様 東京都 19,500円
川原　潤一　様 東京都 40,500円
堂下　貴夫　様 埼玉県 19,500円



岩永　健吾　様 東京都 14,000円
田島　さくら　様 大阪府 26,000円
上條　浩司　様 長野県 17,500円
佐藤　秀樹　様 千葉県 23,000円
中林　大介　様 宮城県 9,500円
齋藤　誠潤　様 三重県 14,000円
市川　周一　様 愛知県 26,000円
田中　聡　様 愛知県 35,000円
土井　敏治　様 大阪府 110,000円
小路　賢蔵　様 東京都 17,500円
橋本　和也　様 千葉県 26,000円
魚住　洋平　様 兵庫県 22,000円
岸野　雄樹　様 東京都 190,000円
神田　公治　様 千葉県 22,000円
安房　斎　様 埼玉県 52,000円
近藤　康彦　様 岡山県 14,000円
木村　栄治　様 北海道 54,000円
羽川　茂雄　様 千葉県 17,500円
古川　亜希子　様 埼玉県 11,000円
俣野　正典　様 滋賀県 17,500円
原　大輔　様 埼玉県 19,500円
北村　拓己　様 茨城県 17,500円
小野寺　浩幸　様 宮城県 11,000円
北山　仁士　様 大阪府 11,000円
飯島　好文　様 茨城県 23,000円
本澤　芳信　様 埼玉県 11,000円
前田　芳延　様 東京都 44,000円
鉄本　善久　様 大阪府 19,500円
佐藤　麻子　様 埼玉県 17,500円
田中　啓修　様 東京都 50,500円
野田　和彦　様 千葉県 17,500円
平山　善章　様 千葉県 17,500円
佐藤　邦子　様 東京都 26,000円
松本　啓　様 神奈川県 30,500円
大野　貞夫　様 群馬県 11,000円
井原　洋介　様 広島県 38,500円
笹木　秀一　様 北海道 11,000円
川瀬　貴宏　様 東京都 17,500円
高橋　真未　様 東京都 12,000円
川中　ゆかり　様 奈良県 68,500円
根岸　徹　様 群馬県 58,500円
臼山　直樹　様 千葉県 11,000円



中村　稔　様 京都府 14,000円
大森　伸一　様 東京都 23,000円
竹島　瑞樹　様 静岡県 33,000円
大塚　徹　様 宮崎県 13,500円
植田　守彦　様 奈良県 217,000円
長谷　透　様 愛知県 22,000円
片山　勇人　様 大阪府 17,500円
吉本　剛　様 大阪府 11,000円
曽谷　康史　様 兵庫県 10,000円
野中　彩奈　様 兵庫県 6,000円
湯元　勇司　様 大阪府 51,000円
鈴木　智史　様 千葉県 17,500円
横山　亜由美　様 熊本県 52,500円
牧野　修造　様 静岡県 22,000円
國本　和美　様 千葉県 68,000円
田中　洋悦　様 東京都 17,000円
久下　智弘　様 東京都 17,000円
檜山　寧　様 埼玉県 17,500円
平田　肇　様 山梨県 19,500円
Agukyan　Aleksandar Stepan　様 東京都 17,500円
志村　俊幸　様 岡山県 39,000円
山田　隆　様 東京都 11,000円
八角　一幸　様 茨城県 17,000円
野間　正樹　様 三重県 19,500円
望月　誠　様 神奈川県 17,500円
中野　和彦　様 東京都 30,500円
栗島　広平　様 神奈川県 49,500円
白川　達也　様 東京都 11,000円
阿部　信宏　様 東京都 14,000円
野口　英雄　様 埼玉県 33,500円
三宅　博晋　様 埼玉県 15,500円
横沢　一樹　様 岐阜県 26,000円
中野　智司　様 兵庫県 15,000円
神林　康平　様 千葉県 52,000円
波多野　鉄兵　様 兵庫県 19,500円
畔蒜　康紀　様 千葉県 19,500円
成田　努　様 愛知県 40,500円
太田　光彦　様 滋賀県 36,000円
高木　博文　様 神奈川県 17,500円
三ツ橋　和宏　様 埼玉県 26,000円
井上　典彦　様 滋賀県 50,500円
中村　仁　様 神奈川県 19,500円



藤田　丈仁　様 神奈川県 14,000円
柴木　淳　様 愛知県 12,000円
刑部　文裕　様 東京都 11,000円
小澤　邦光　様 兵庫県 19,500円
伊藤　良太　様 東京都 70,000円
大西　泰子　様 三重県 11,000円
高橋　淳　様 山形県 17,500円
河野　瞭香　様 福岡県 19,500円
細尾　昌宏　様 兵庫県 11,000円
依田　尚也　様 長野県 11,000円
青木　礼　様 埼玉県 70,000円
湯本　晃広　様 東京都 30,000円
沖本　啓子　様 大阪府 19,500円
植田　尚起　様 大阪府 192,500円
辻　琢磨　様 埼玉県 17,500円
富永　修史　様 熊本県 13,000円
田中　いづみ　様 大阪府 11,000円
川浪　譲治　様 福岡県 11,000円
半田　渉　様 和歌山県 17,500円
竹下　弘秋　様 愛知県 35,000円
小島　千佳　様 千葉県 14,000円
三輪　友子　様 広島県 35,000円
渡辺　和文　様 新潟県 17,500円
山口　伸一郎　様 埼玉県 10,000円
後上　憲一　様 東京都 36,000円
藤岡　慎　様 大阪府 74,500円
山田　久仁彦　様 静岡県 13,000円
仲内　将博　様 福岡県 11,000円
伊藤　高夫　様 東京都 11,000円
中川　明美　様 奈良県 10,000円
岡崎　千恵　様 徳島県 14,000円
荒川　信文　様 埼玉県 50,000円
杉本　憲昭　様 熊本県 11,000円
川崎　眞由美　様 福岡県 12,000円
小野　茂広　様 東京都 74,500円
中村　実　様 東京都 52,000円
長井　丈士　様 東京都 22,000円
藤堂　憲治　様 東京都 13,000円
野山　智善　様 大阪府 10,000円
武田　康二　様 神奈川県 19,500円
粕谷　信三　様 東京都 45,000円
石　年紀　様 千葉県 19,500円



鍬田　耕司　様 熊本県 10,000円
栗原　直樹　様 千葉県 14,000円
阿部　光平　様 愛知県 11,000円
浅野　良英　様 愛知県 19,500円
安田　光輝　様 徳島県 37,000円
広瀬　仁宏　様 岐阜県 95,000円
末野　秀和　様 大阪府 141,000円
西田　祐希　様 山口県 14,000円
池田　誠　様 新潟県 17,500円
上甲　幸広　様 大阪府 58,500円
渡辺　浩年　様 大阪府 66,000円
尾崎　尚之　様 静岡県 10,000円
弘中　洋介　様 兵庫県 26,000円
八木　文彦　様 東京都 65,000円
羽田　謙次郎　様 広島県 33,000円
宇佐美　和己　様 愛知県 19,500円
佐島　進　様 広島県 19,500円
狩野　正弘　様 京都府 17,500円
鈴木　良　様 静岡県 11,000円
和田　康宏　様 東京都 28,000円
後藤　富男　様 東京都 16,500円
滝貞　普郷　様 埼玉県 22,000円
牧田　泰一　様 東京都 35,000円
不破　隆行　様 東京都 19,500円
重富　大介　様 埼玉県 19,500円
伊藤　峻志　様 愛知県 14,000円
杉本　俊二　様 大阪府 35,000円
高林　秀年　様 静岡県 11,000円
石川　智之　様 東京都 10,000円
中村　大智　様 神奈川県 17,500円
日置　邦宏　様 千葉県 17,500円
後藤　直子　様 東京都 17,500円
藤林　悟志　様 神奈川県 16,500円
古賀　優一　様 佐賀県 78,000円
菅生　正　様 滋賀県 11,000円
岡本　哲也　様 大阪府 24,000円
伊藤　成一　様 愛知県 130,000円
北村　明彦　様 神奈川県 39,000円
飯塚　康彦　様 東京都 19,500円
坂本　奈保子　様 大阪府 14,000円
朴　頼子　様 兵庫県 39,000円
宮原　樹里　様 北海道 15,000円



石川　裕　様 静岡県 23,000円
福島　洋　様 福岡県 19,500円
ナヤンブー　プレブドルジ　様 神奈川県 19,500円
安藤　稔　様 大阪府 14,000円
湯川　翔平　様 東京都 17,500円
羽根　彰　様 大阪府 26,000円
永江　歩　様 長野県 17,500円
笹田　栄治　様 愛知県 26,000円
金谷　篤　様 広島県 19,500円
西村　倫治　様 千葉県 32,500円
楠　雅之　様 福岡県 26,000円
小山　剛司　様 東京都 10,000円
有重　和人　様 山口県 70,000円
安藤　尚子　様 三重県 14,000円
遠藤　兼二　様 千葉県 46,000円
品川　洋輔　様 北海道 14,000円
鳥澤　昌紀　様 岐阜県 11,000円
鈴木　正吾　様 千葉県 23,000円
兒玉　寛幸　様 神奈川県 13,000円
髙橋　絢子　様 三重県 23,000円
磯部　令奈　様 静岡県 15,000円
山下　雅徳　様 埼玉県 13,000円
高橋　正憲　様 群馬県 23,000円
佐藤　守　様 神奈川県 19,500円
福田　真之　様 福島県 19,500円
永野　雄一　様 埼玉県 14,000円
馬場　大輔　様 兵庫県 17,500円
齋藤　康貴　様 静岡県 19,500円
皆川　浩　様 東京都 74,500円
篠原　和隆　様 兵庫県 19,500円
熊倉　慈理　様 千葉県 17,500円
渡邉　英孝　様 栃木県 37,500円
渡邉　隼人　様 神奈川県 44,500円
中谷　昂生　様 神奈川県 11,000円
寺沢　浩治　様 東京都 12,000円
飯島　峰子　様 千葉県 13,500円
萩原　直樹　様 埼玉県 52,000円
岡本　祐男　様 大阪府 35,000円
三塚　浩二　様 宮城県 17,500円
小川　祐人　様 三重県 13,000円
上原　麻里　様 東京都 26,000円
木村　哲也　様 埼玉県 28,000円



生田　裕哉　様 茨城県 58,000円
岩﨑　利治　様 和歌山県 10,000円
石田　貴義　様 東京都 17,500円
北島　克美　様 東京都 12,500円
青木　法行　様 愛知県 11,000円
吉田　馨次朗　様 大阪府 17,500円
人見　貴嗣　様 埼玉県 15,000円
中野　晋作　様 神奈川県 19,500円
梅村　憲一　様 東京都 13,000円
遠藤　雅行　様 愛知県 14,000円
岩尾　謙一　様 東京都 19,500円
永野　達彦　様 大阪府 10,000円
山田　篤　様 東京都 65,000円
藤村　信也　様 大阪府 12,000円
仲宗根　聖子　様 沖縄県 12,000円
泰田　憲賢　様 香川県 19,500円
原田　馨太　様 岡山県 39,000円
佐々木　良　様 三重県 5,000円
宮下　貴弘　様 長野県 13,000円
長倉　毅　様 大阪府 14,000円
伊藤　孝文　様 福岡県 11,000円
萩野　有希子　様 東京都 17,500円
中村　雅徳　様 大阪府 11,000円
神保　成一　様 愛知県 17,500円
佐藤　幸一郎　様 宮城県 11,000円
佐々木　貴之　様 宮城県 26,000円
岩佐　千恵　様 東京都 38,500円
櫻井　祐　様 東京都 44,000円
丸山　明義　様 神奈川県 12,500円
増田　美穂　様 東京都 34,000円
前田　美紀　様 埼玉県 5,000円
足立　清之　様 兵庫県 110,000円
遠藤　光郎　様 埼玉県 30,500円
畠中　逸平　様 広島県 52,500円
齋藤　知行　様 東京都 23,000円
木野村　嘉則　様 愛知県 15,000円
佐藤　由純　様 神奈川県 33,500円
中野　享　様 兵庫県 17,000円
瀬木　恭民　様 長野県 13,000円
横島　高之　様 東京都 58,500円
谷　英幸　様 大阪府 52,000円
大西　紀宏　様 三重県 19,500円



木村　美穂　様 北海道 12,000円
高橋　周　様 宮城県 210,000円
菅野　拓也　様 山梨県 19,500円
太田　由士行　様 長野県 19,500円
笹井　錬造　様 石川県 31,000円
北村　容子　様 東京都 9,500円
辰巳　健二　様 奈良県 14,000円
牧野　利幸　様 静岡県 19,500円
梅津　晋　様 東京都 11,000円
西川　美佳　様 徳島県 19,500円
森浦　晋　様 東京都 11,000円
勝又　啓太　様 東京都 11,000円
大河内　俊彦　様 愛知県 19,500円
谷川　敬一　様 岐阜県 17,500円
原田　光康　様 京都府 42,000円
吾妻　重雄　様 東京都 39,000円
藤波　雅久　様 東京都 17,500円
上野　真慈　様 東京都 14,000円
林　毅　様 静岡県 26,000円
渕　猛寛　様 宮崎県 14,000円
穴見　賢　様 茨城県 145,500円
河野　洋一　様 東京都 23,000円
亀山　敏夫　様 神奈川県 10,000円
島田　育男　様 東京都 19,500円
大岡　令　様 千葉県 10,000円
小林　弘行　様 大阪府 58,000円
出田　明子　様 神奈川県 49,500円
石橋　一樹　様 愛知県 17,500円
白石　巳喜生　様 神奈川県 37,000円
佐々木　利哉　様 北海道 26,000円
佐伯　幸夫　様 茨城県 22,000円
渡邉　一雅　様 神奈川県 17,500円
フィリップス　美香　様 福岡県 42,000円
長島　知宏　様 神奈川県 19,500円
葉山　範子　様 東京都 3,000円
官　東慶　様 神奈川県 14,000円
林　丈人　様 福岡県 14,000円
吉田　裕喬　様 東京都 46,000円
水蘆　恭治　様 福岡県 49,000円
近藤　昌平　様 北海道 17,500円
佐野　公昭　様 埼玉県 79,000円
飯島　進　様 茨城県 22,000円



山口　雄大　様 東京都 14,000円
杉江　悟　様 宮崎県 80,000円
横谷　貴浩　様 埼玉県 22,000円
佐々木　啓介　様 神奈川県 17,500円
小林　幸夫　様 埼玉県 52,000円
松澤　良介　様 神奈川県 19,500円
高橋　昭子　様 神奈川県 17,500円
河村　好章　様 東京都 19,500円
江藤　学　様 千葉県 12,000円
小林　正和　様 東京都 35,000円
小畠　佑介　様 三重県 11,000円
呉　輝　様 東京都 19,500円
林　宏憲　様 神奈川県 11,000円
山口　杏平　様 東京都 33,500円
原田　健　様 神奈川県 19,500円
川口　友浩　様 千葉県 35,000円
宇佐見　政弘　様 東京都 16,500円
石川　敏之　様 埼玉県 22,000円
鈴木　新　様 埼玉県 14,000円
藤川　翔　様 埼玉県 11,000円
数馬　聡　様 北海道 11,000円
熊柳　晃洋　様 東京都 48,000円
遠藤　美樹　様 北海道 11,000円
石井　司　様 埼玉県 17,500円
中村　伸　様 滋賀県 77,000円
釜付　健太　様 鹿児島県 78,000円
森崎　正太郎　様 神奈川県 17,500円
井下田　勝広　様 東京都 19,500円
杉原　孝史　様 山梨県 16,500円
上野　宏徳　様 大阪府 19,500円
赤司　勝也　様 三重県 134,000円
高柳　秀明　様 徳島県 23,000円
村山　仁　様 愛知県 10,000円
山中　浩二　様 鳥取県 26,000円
近藤　直哉　様 愛知県 10,000円
坂口　隆久　様 神奈川県 112,500円
小林　伸之　様 愛知県 23,000円
兒玉　弘志　様 福岡県 52,000円
屋代　喜久　様 東京都 19,500円
蟹巻　倫大　様 福島県 40,500円
板持　伸一　様 島根県 23,000円
坂本　栄治　様 兵庫県 11,000円



根本　雄司　様 埼玉県 11,000円
齋藤　帥　様 北海道 14,000円
前田　昌代　様 愛知県 11,000円
水越　ルディ　様 愛知県 17,500円
先山　徹　様 兵庫県 149,000円
井坂　太一　様 埼玉県 23,000円
齋藤　隆介　様 東京都 17,500円
大淵　克也　様 福岡県 50,500円
山田　稔雄　様 大阪府 39,000円
大森　愛子　様 東京都 17,500円
友草　慎祐　様 三重県 11,000円
有満　翔一　様 大阪府 30,000円
高萩　友成　様 東京都 14,000円
柴原　博史　様 香川県 88,000円
須田　秀史　様 新潟県 11,000円
笠原　秀造　様 神奈川県 17,500円
川﨑　弘貴　様 大分県 14,000円
鈴木　孝昌　様 千葉県 14,000円
児玉　竜紀　様 福岡県 14,000円
金澤　高明　様 福島県 17,500円
石王　美惠子　様 神奈川県 17,500円
中村　政樹　様 千葉県 13,500円
宇田川　美生　様 千葉県 19,500円
中山　辰也　様 兵庫県 17,500円
引坂　慎一　様 沖縄県 19,500円
武田　祐加子　様 愛知県 19,500円
高田　清子　様 茨城県 3,000円
金原　大介　様 大阪府 11,000円
松本　竜彦　様 神奈川県 28,500円
蓋　若エン　様 東京都 17,500円
松尾　浩輔　様 長崎県 14,000円
多々良　孝之　様 東京都 52,500円
武井　友佑　様 埼玉県 14,000円
小林　靖幸　様 福島県 15,000円
中込　敏彦　様 山梨県 11,000円
山本　慎一　様 兵庫県 47,500円
加藤　篤子　様 茨城県 5,500円
中島　淳　様 千葉県 13,000円
一宮　幸司　様 神奈川県 74,000円
髙橋　伸治　様 埼玉県 174,000円
板橋　祐一　様 茨城県 11,000円
寺尾　淳一　様 埼玉県 19,500円



齊藤　一洋　様 千葉県 42,000円
川名　義輝　様 千葉県 11,000円
伏見　明宏　様 愛知県 21,000円
茂野　武士　様 東京都 23,000円
大西　伯幸　様 大阪府 10,000円
伊集院　学　様 神奈川県 30,000円
市川　義人　様 高知県 19,500円
武田　良之　様 埼玉県 32,500円
大内　大輔　様 神奈川県 20,000円
林　眞弘　様 神奈川県 19,500円
斉藤　信行　様 大阪府 19,500円
坂野　龍次　様 茨城県 26,000円
宮澤　充　様 神奈川県 14,000円
黛　和好　様 群馬県 13,000円
坂根　和志　様 大阪府 14,000円
十文字　達也　様 埼玉県 13,000円
岡部　功　様 香川県 77,000円
福田　尚史　様 愛知県 38,500円
高野　竜一　様 千葉県 38,000円
塩田　美輝　様 東京都 19,500円
植村　一雄　様 東京都 32,500円
吉田　賢史　様 愛知県 15,000円
阿部　敬子　様 宮城県 68,500円
高橋　健太　様 東京都 29,500円
山田　正人　様 滋賀県 33,000円
遠藤　貴生　様 神奈川県 17,500円
名倉　昭仁　様 東京都 35,000円
石垣　智也　様 東京都 11,000円
沼井　佑介　様 福岡県 23,000円
木全　穂岳　様 東京都 31,500円
池田　智彦　様 東京都 19,500円
能勢　慎一朗　様 福島県 69,500円
石川　雅之　様 神奈川県 26,000円
亀田　佳樹　様 愛媛県 17,500円
岡田　啓介　様 三重県 17,000円
松田　伸一　様 神奈川県 22,000円
佐藤　稔　様 千葉県 46,000円
加藤　隆之　様 愛知県 17,500円
高山　正広　様 神奈川県 49,500円
松本　晃佳　様 千葉県 11,000円
長井　洋平　様 埼玉県 11,000円
高倉　健次　様 茨城県 23,000円



冨田　英之　様 福岡県 29,000円
前園　和宏　様 東京都 26,000円
上田　裕之　様 千葉県 14,000円
岡部　高弘　様 東京都 22,000円
佐々木　麻由美　様 和歌山県 17,500円
沼尻　宏和　様 兵庫県 19,500円
佐藤　明男　様 神奈川県 26,000円
森本　千咲子　様 兵庫県 13,000円
佐野　大亮　様 静岡県 32,500円
寺澤　勝彦　様 北海道 78,000円
光山　範幸　様 大阪府 35,000円
中尾　義秀　様 神奈川県 17,500円
鈴木　裕之　様 福岡県 17,500円
青柳　秀知　様 東京都 59,500円
吉田　恒平　様 石川県 11,000円
中西　徹　様 奈良県 17,500円
田中　隆伯　様 東京都 14,000円
松永　直樹　様 福岡県 23,000円
福田　守恭　様 愛知県 35,000円
有元　英也　様 大阪府 13,000円
東　彰寿　様 三重県 58,000円
中嶋　達也　様 東京都 17,000円
岡本　光司　様 愛知県 19,500円
藤田　捷希　様 千葉県 3,000円
柴田　繁男　様 北海道 58,000円
中川　裕彦　様 東京都 68,000円
佐々木　康至　様 長崎県 26,000円
熊谷　将太　様 京都府 30,000円
佐藤　雄　様 北海道 19,500円
牧岡　金太郎　様 埼玉県 23,000円
村田　憲一　様 山梨県 69,500円
久保田　賢一　様 長野県 13,000円
成田　郁夫　様 青森県 13,000円
水野　昌芳　様 愛知県 33,000円
田中　謙二　様 北海道 52,000円
大町　健介　様 島根県 26,000円
早川　敏光　様 神奈川県 17,000円
藤澤　めぐみ　様 神奈川県 38,500円
国本　拓樹　様 神奈川県 26,000円
大胡田　新也　様 神奈川県 13,000円
飯島　健三　様 岡山県 20,000円
望月　義一　様 東京都 58,000円



渡邊　郁美　様 秋田県 12,000円
伊藤　真吾　様 東京都 19,500円
石川　智章　様 静岡県 11,000円
赤塚　弘充　様 東京都 52,000円
池上　脩二　様 愛知県 35,000円
秋元　孟　様 広島県 11,000円
松本　良平　様 北海道 11,000円
中村　加奈　様 栃木県 17,500円
谷津　和彦　様 兵庫県 19,500円
松谷　文也　様 神奈川県 19,500円
風間　省吾　様 茨城県 17,000円
桐山　武志　様 千葉県 50,000円
松本　亮　様 愛知県 19,500円
荻野　守繁　様 愛知県 22,000円
梶野　義子　様 東京都 17,500円
渋谷　拓　様 東京都 15,000円
山内　英輔　様 神奈川県 37,500円
伊美　隆司　様 大分県 22,000円
中村　直樹　様 岐阜県 19,500円
宮原　正樹　様 北海道 15,000円
根本　園実　様 東京都 24,000円
道口　裕一　様 熊本県 208,000円
七里　博章　様 兵庫県 14,000円
露木　拓也　様 静岡県 5,000円
鈴木　紀幸　様 愛知県 33,000円
藤田　良和　様 愛媛県 11,000円
井上　厚志　様 東京都 11,000円
杉田　光隆　様 神奈川県 52,000円
二階堂　憲章　様 東京都 23,000円
澤田　博也　様 静岡県 13,500円
秋野　薫　様 東京都 23,000円
田口　聡子　様 愛知県 17,500円
安永　修章　様 東京都 17,500円
山田　洋介　様 東京都 11,000円
長澤　俊一郎　様 東京都 17,500円
宮本　淑史　様 滋賀県 19,500円
岩本　哲平　様 石川県 28,000円
蟹江　恭一郎　様 東京都 19,500円
武美　寧兼　様 岐阜県 69,500円
田中　愼一　様 熊本県 50,500円
上遠野　純一　様 東京都 23,000円
小木曽　泰成　様 愛知県 115,000円



保戸田　紘和　様 茨城県 11,000円
内田　智史　様 東京都 26,000円
大石　哲弘　様 東京都 20,000円
太田　正敏　様 山形県 17,500円
角田　仰　様 東京都 35,000円
松下　透　様 神奈川県 19,500円
倉富　和之　様 栃木県 11,000円
八木　雄介　様 神奈川県 26,000円
平塚　雅章　様 東京都 58,000円
小栗　重統　様 岩手県 17,500円
高橋　和広　様 北海道 17,500円
房野　邦雄　様 大阪府 36,000円
菱谷　久美子　様 東京都 11,000円
田口　一実　様 埼玉県 19,500円
中村　貴亜　様 東京都 19,500円
柴田　匡寛　様 京都府 19,500円
杉田　知明　様 神奈川県 61,000円
深浦　肇　様 福岡県 19,500円
古迫　慶太　様 千葉県 58,000円
浅田　拓弥　様 石川県 38,500円
井上　浩　様 広島県 22,000円
新國　寛史　様 神奈川県 15,000円
船木　一　様 東京都 33,000円
山田　真輝　様 埼玉県 11,000円
河野　哲也　様 東京都 20,000円
越智　直人　様 香川県 23,000円
塚口　友貴　様 神奈川県 13,000円
広山　誠二　様 大阪府 19,500円
門脇　良策　様 東京都 19,500円
高野　剛　様 福岡県 37,500円
堀本　和也　様 徳島県 19,500円
篠原　栄次　様 愛媛県 26,000円
吉田　伸二　様 福岡県 19,500円
佐藤　順哉　様 東京都 58,000円
間遠　一成　様 東京都 15,000円
徳茂　浩康　様 大阪府 50,500円
玉川　智美　様 岩手県 10,000円
細谷　誠　様 神奈川県 9,500円
古川　貴史　様 神奈川県 26,000円
川島　成介　様 東京都 11,000円
原田　栄介　様 大阪府 14,000円
七條　泉　様 東京都 19,500円



三島　善太　様 神奈川県 16,500円
川島　智郎　様 千葉県 52,000円
金子　滋　様 東京都 11,000円
森　隆春　様 千葉県 40,000円
五明　太三　様 奈良県 114,000円
伊東　達哉　様 福岡県 19,500円
中嶋　敏晴　様 神奈川県 17,500円
香田　祐輔　様 岐阜県 26,000円
名波　健吾　様 東京都 11,000円
松島　和夫　様 東京都 11,000円
藤田　美代子　様 大阪府 14,000円
農宗　由啓　様 広島県 23,000円
原村　紀雄　様 栃木県 52,500円
平山　清一　様 埼玉県 11,000円
塚原　里奈　様 東京都 35,000円
石井　瑞恵　様 徳島県 26,000円
並木　祐二　様 東京都 11,000円
原田　俊一　様 山形県 10,000円
山口　達哉　様 埼玉県 17,000円
高橋　厚　様 千葉県 11,000円
宮脇　大　様 鳥取県 15,000円
永井　靖敏　様 千葉県 19,500円
志水　誠之　様 東京都 37,500円
蔦井　沙織　様 東京都 11,000円
梅田　陽介　様 北海道 77,000円
鶴田　祐喜　様 熊本県 52,000円
小林　孝次　様 東京都 19,500円
清土　健太郎　様 東京都 11,000円
中志　雅幸　様 秋田県 17,500円
鈴木　将敬　様 神奈川県 19,500円
手塚　龍太郎　様 埼玉県 16,500円
塩田　悠地　様 東京都 19,500円
大原　泰貴　様 大阪府 19,500円
志田　有章　様 山梨県 60,000円
戸田　正美　様 茨城県 11,000円
五味　美穂子　様 神奈川県 19,500円
佐藤　昌弘　様 北海道 11,000円
中島　大智　様 大阪府 19,500円
井澤　鉄之　様 奈良県 10,000円
杉本　玲奈　様 大阪府 14,000円
佐藤　信敏　様 千葉県 22,000円
伊藤　和幸　様 静岡県 11,000円



緒方　高広　様 福岡県 22,000円
秋山　直紀　様 茨城県 19,500円
野田　光太郎　様 愛知県 19,500円
本多　志穂美　様 新潟県 14,000円
上村　史門　様 東京都 19,500円
檜山　成歳　様 東京都 19,500円
島津　大輔　様 神奈川県 19,500円
早川　祐二　様 茨城県 11,000円
内本　晋也　様 大阪府 135,000円
淺田　晋吾　様 島根県 33,000円
原　力　様 東京都 33,000円
西川　真介　様 滋賀県 116,000円
渡邉　稔也　様 三重県 70,000円
伊藤　啓介　様 広島県 68,500円
佐々木　久美子　様 神奈川県 37,500円
稲葉　芳弘　様 茨城県 10,000円
伊藤　喬　様 岐阜県 15,000円
小山　幸浩　様 千葉県 37,500円
浜野　康史　様 愛知県 17,500円
三宅　高照　様 香川県 34,000円
澤谷　琢磨　様 愛知県 32,500円
山口　渉　様 秋田県 25,000円
竹村　健太郎　様 茨城県 22,000円
畠山　太一　様 神奈川県 50,000円
那須　貴志　様 茨城県 11,000円
竹内　淳人　様 愛知県 11,000円
兵頭　勇哉　様 和歌山県 13,000円
村井　耕祐　様 福岡県 26,000円
川口　太司　様 愛知県 19,500円
菅原　俊一　様 東京都 58,000円
横瀬　佳雄　様 山梨県 19,500円
大門　洋介　様 東京都 13,000円
内藤　裕載　様 愛知県 11,000円
安井　茂　様 兵庫県 19,500円
錦戸　優　様 東京都 43,500円
中山　拓郎　様 埼玉県 19,500円
村上　克典　様 宮城県 58,500円
白石　拓也　様 愛媛県 68,500円
岩渕　淳　様 千葉県 19,500円
三上　正美　様 青森県 10,000円
中村　直樹　様 東京都 11,000円
米倉　導太　様 大阪府 19,500円



梶原　脩平　様 佐賀県 17,500円
内山　智博　様 千葉県 33,000円
大和　亮介　様 福岡県 52,000円
西田　拓也　様 千葉県 11,000円
半戸　祐次　様 東京都 11,000円
河野　玲子　様 徳島県 17,500円
美津島　穣　様 島根県 19,500円
宮﨑　健悟　様 北海道 19,500円
谷口　純子　様 和歌山県 8,500円
前原　智美　様 神奈川県 100,000円
安岡　章　様 高知県 11,000円
植木　亮　様 北海道 26,000円
高橋　智和　様 埼玉県 16,500円
宝田　俊　様 愛知県 23,000円
合澤　隆　様 広島県 35,000円
きたがわ　としお　様 大阪府 17,500円
中野　行徳　様 東京都 11,000円
石原　聖士　様 大阪府 17,500円
八尋　孝　様 神奈川県 52,000円
齋藤　喜久雄　様 東京都 38,500円
関野　秀則　様 神奈川県 19,500円
曽我部　浩治　様 大阪府 94,000円
松井　涼馬　様 東京都 16,500円
田中　礼実　様 三重県 11,000円
森　里枝子　様 東京都 14,000円
川崎　隼基　様 福岡県 17,500円
小野崎　靖丈　様 東京都 30,000円
藤本　康平　様 兵庫県 19,500円
中西　誠治　様 神奈川県 17,500円
橋本　元　様 神奈川県 14,000円
中矢　貴士　様 愛知県 19,500円
津貫　藤男　様 宮崎県 58,000円
古清水　岳志　様 栃木県 38,500円
久保井　昌伸　様 千葉県 34,000円
田中　啓介　様 愛知県 15,000円
斎藤　靖人　様 北海道 11,000円
中村　将一　様 埼玉県 17,500円
花光　理子　様 和歌山県 19,500円
松崎　農　様 京都府 57,000円
倉本　俊明　様 千葉県 14,000円
渋谷　直樹　様 東京都 19,500円
佐藤　嘉宏　様 山梨県 40,500円



木村　良平　様 東京都 13,000円
掛川　佳子　様 神奈川県 45,500円
小林　賢司　様 神奈川県 52,000円
長岡　藤孝　様 岐阜県 23,000円
井坂　仁史　様 茨城県 17,500円
迫田　幸恵　様 東京都 17,500円
坪田　康志　様 大阪府 12,500円
新谷　篤史　様 北海道 17,500円
北　和尚　様 愛知県 32,500円
北村　寿磨　様 愛知県 17,500円
伊藤　務　様 宮城県 65,000円
小田　裕介　様 愛知県 17,500円
川上　亮　様 愛知県 17,500円
村木　恒仁　様 大阪府 26,000円
飯島　由佳子　様 岡山県 17,500円
小野　和茂　様 埼玉県 17,500円
永井　邦尚　様 愛知県 17,000円
内田　朱　様 愛知県 17,500円
伊藤　宣明　様 神奈川県 39,000円
永吉　岳　様 千葉県 56,000円
各務　清信　様 愛知県 19,500円
安孫子　一　様 埼玉県 19,500円
西山　賢吾　様 京都府 13,000円
松本　健嗣　様 愛知県 154,000円
篠原　紗英　様 愛知県 17,500円
亀田　まゆみ　様 佐賀県 17,500円
入江　立夫　様 兵庫県 19,500円
木澤　信予　様 新潟県 49,000円
熊谷　克宏　様 埼玉県 45,000円
野間　亮太　様 北海道 30,000円
林　洋輔　様 大阪府 14,000円
城戸　正弘　様 東京都 16,500円
鎌田　康也　様 大阪府 55,000円
小松　智明　様 東京都 17,500円
名取　隆一郎　様 埼玉県 17,500円
本山　博嗣　様 大阪府 11,000円
佐藤　尚昭　様 東京都 23,000円
中尾　仲幸　様 岐阜県 102,000円
河部　啓介　様 京都府 19,500円
川添　昭則　様 鹿児島県 23,000円
片山　惠樹　様 神奈川県 19,500円
河野　和久　様 福岡県 39,000円



須永　輝　様 埼玉県 11,000円
坂本　優佳　様 愛知県 3,000円
木下　博之　様 岡山県 11,000円
岩瀬　剛　様 埼玉県 17,500円
戸川　正人　様 東京都 22,000円
長澤　俊文　様 兵庫県 38,500円
鈴木　雅也　様 神奈川県 30,500円
佐藤　美保　様 神奈川県 17,500円
川西　泰裕　様 広島県 26,000円
馬場　政浩　様 奈良県 19,500円
大山　莉玖　様 東京都 13,500円
川中　奈海　様 大阪府 3,000円
山本　辰徳　様 佐賀県 15,000円
本下　昌樹　様 兵庫県 16,500円
小田　晃生　様 福岡県 19,500円
金井　友人　様 群馬県 37,500円
佐藤　鮎美　様 東京都 11,000円
谷内前　幸市　様 東京都 19,500円
羽鳥　耕一　様 香川県 12,500円
川住　昌光　様 大阪府 17,500円
錦戸　昌志　様 大阪府 19,500円
中西　康良　様 東京都 22,000円
中村　光孝　様 神奈川県 46,000円
柳沢　亮　様 神奈川県 11,000円
星野　敦　様 神奈川県 11,000円
冨永　和義　様 東京都 17,500円
上原　大輝　様 東京都 10,000円
吉村　浩洋　様 福岡県 11,000円
米山　則行　様 千葉県 39,000円
玉村　学　様 東京都 42,000円
竹爪　修　様 東京都 14,000円
成願　克彦　様 神奈川県 52,000円
加藤　敬代　様 愛知県 24,000円
村松　喜彦　様 山梨県 27,000円
田中　将紀　様 東京都 101,000円
米本　和子　様 千葉県 13,000円
伊藤　英孝　様 大阪府 17,500円
上原　孝一　様 埼玉県 11,000円
高岡　耕治　様 大阪府 19,500円
近藤　祐介　様 神奈川県 84,000円
白石　誠　様 兵庫県 11,000円
入江　拓磨　様 千葉県 17,500円



高橋　伯夫　様 東京都 11,000円
高柳　雅人　様 神奈川県 32,500円
清水　秀明　様 長野県 23,000円
梅村　昌宏　様 福岡県 17,500円
石井　優紀　様 千葉県 30,000円
緒方　成男　様 静岡県 42,000円
竹村　竜　様 大阪府 22,000円
谷口　千代美　様 埼玉県 19,500円
井上　光子　様 東京都 26,000円
小林　潤子　様 埼玉県 19,500円
渋谷　由利　様 埼玉県 30,000円
河上　勇輔　様 北海道 19,500円
山田　大貴　様 神奈川県 42,000円
上田　卓見　様 東京都 17,500円
浜辺　栄一　様 福岡県 49,000円
伊藤　和城　様 千葉県 15,000円
藤田　裕輔　様 大阪府 10,000円
大城　佑馬　様 沖縄県 32,500円
加賀谷　基　様 東京都 3,000円
岸下　健太　様 東京都 14,000円
加藤　鈴代　様 愛知県 24,000円
佐藤　マヤ　様 千葉県 19,500円
松田　康二　様 福岡県 17,500円
藤崎　孝史　様 茨城県 5,000円
石川　真康　様 栃木県 51,000円
木下　香苗　様 愛媛県 50,500円
別島　徹憲　様 埼玉県 58,000円
山内　有里　様 滋賀県 32,500円
芝原　尚志　様 兵庫県 58,000円
江尻　剛　様 埼玉県 26,000円
岩白　一晃　様 神奈川県 52,000円
今野　明典　様 宮城県 52,000円
赤木　亮介　様 静岡県 19,500円
齊藤　健一　様 千葉県 10,000円
野口　裕正　様 東京都 11,000円
南　昭徳　様 大阪府 17,500円
伊藤　直美　様 宮城県 32,500円
薗部　裕之　様 北海道 55,500円
佐藤　敬三　様 埼玉県 16,500円
茨木　和幸　様 滋賀県 55,000円
平良　貴子　様 北海道 10,000円
上原　直記　様 大阪府 14,000円



清水　裕美　様 愛知県 13,000円
一宮　武史　様 埼玉県 22,000円
折原　哲　様 千葉県 26,000円
田中　智貴　様 三重県 17,500円
日夏　優太　様 滋賀県 19,500円
佐藤　忍　様 福岡県 20,000円
成澤　賢人　様 静岡県 11,000円
嶌嵜　直美　様 千葉県 11,000円
河内　健一　様 新潟県 17,000円
増田　順一　様 神奈川県 17,500円
仙波　勝弘　様 栃木県 19,500円
嶋崎　知実　様 東京都 17,500円
肥後　晃生　様 兵庫県 19,500円
五十嵐　務　様 東京都 11,000円
竹元　葉　様 東京都 17,500円
矢野　和正　様 岡山県 11,000円
加藤　恭輔　様 東京都 22,000円
門口　拳太　様 東京都 39,000円
緒方　早苗　様 北海道 13,000円
佐々木　宏之　様 宮城県 19,500円
佐藤　圭介　様 東京都 14,000円
岩田　真司　様 東京都 11,000円
半澤　浩樹　様 東京都 19,500円
滝口　尚男　様 静岡県 26,000円
中森　寛子　様 静岡県 14,000円
小林　正樹　様 群馬県 11,000円
松井　慎治　様 千葉県 14,000円
鈴木　敏行　様 千葉県 105,000円
碓氷　拓郎　様 福岡県 26,000円
鈴村　昌司　様 東京都 26,000円
今井　隆裕　様 千葉県 26,000円
山室　栄一　様 愛知県 19,500円
高城　輝幸　様 茨城県 11,000円
矢田　好信　様 愛知県 11,000円
髙木　英樹　様 岐阜県 14,000円
堀内　大基　様 大阪府 19,500円
飯田　勉　様 静岡県 19,500円
伊藤　正人　様 愛知県 22,000円
ＴＡＮ　ＱＩＷＥＩ　様 神奈川県 17,500円
坂口　甲陽　様 埼玉県 34,000円
槙田　直子　様 千葉県 19,500円
柘原　俊　様 神奈川県 17,500円



三次　真之　様 熊本県 13,000円
濱崎　亨　様 広島県 15,000円
堀口　貴広　様 三重県 17,000円
雪岡　理道　様 三重県 17,500円
島　亮輔　様 北海道 11,000円
高橋　晃　様 神奈川県 14,000円
藤本　崇司　様 埼玉県 17,500円
高橋　真哉　様 東京都 26,000円
和田　泉　様 大阪府 22,000円
中澤　克彦　様 兵庫県 66,000円
植田　裕基　様 神奈川県 15,000円
千葉　勇輝　様 宮城県 17,500円
牧　聡至　様 兵庫県 5,000円
古井　隆洋　様 福岡県 121,000円
石田　洋一　様 東京都 33,000円
山田　道男　様 東京都 17,000円
相羽　隆宏　様 神奈川県 19,500円
小島　剛　様 東京都 17,500円
水谷　羊介　様 千葉県 49,500円
堀尾　厚子　様 神奈川県 19,500円
辻本　万里　様 兵庫県 11,000円
芳賀　太一　様 埼玉県 17,000円
松浦　広明　様 東京都 26,000円
追川　岳　様 千葉県 19,500円
阿部　直浩　様 栃木県 10,000円
平田　幸男　様 東京都 65,000円
米原　正美　様 神奈川県 19,500円
福岡　拓弥　様 神奈川県 19,500円
川越　行裕　様 千葉県 14,000円
田口　寛　様 茨城県 19,500円
折原　太一　様 東京都 44,500円
後藤　英寿　様 宮城県 19,500円
島　正治　様 大分県 26,000円
菊田　和伸　様 茨城県 19,500円
加藤　健治　様 愛知県 52,000円
鈴木　学　様 神奈川県 26,000円
井上　大樹　様 広島県 11,000円
並木　正幸　様 東京都 16,500円
並木　純一　様 埼玉県 13,500円
松山　三男　様 大阪府 136,500円
野中　真弓　様 埼玉県 11,000円
棚瀬　誠　様 東京都 54,500円



大野　盛仁　様 北海道 51,000円
田中　伯文　様 群馬県 17,500円
山口　直美　様 福岡県 14,000円
杉本　将也　様 岡山県 19,500円
増田　浩一　様 愛知県 19,500円
福島　良之　様 新潟県 26,000円
新井　茂　様 埼玉県 13,000円
宮島　脩　様 神奈川県 11,000円
寺田　義雄　様 茨城県 100,000円
渡邊　弘　様 新潟県 17,500円
木下　直輝　様 福岡県 15,000円
長谷川　雄大　様 長野県 15,000円
楊　昌洋　様 東京都 23,000円
宮本　久子　様 大阪府 11,000円
村上　友彦　様 岐阜県 17,500円
木須　敏晴　様 福岡県 17,500円
飯田　浩二　様 福岡県 13,000円
増田　孝　様 千葉県 14,000円
安田　浩　様 神奈川県 52,000円
西村　仁志　様 奈良県 17,500円
鳥井　和憲　様 東京都 26,000円
角田　修一　様 神奈川県 11,000円
山中　美佳　様 大阪府 11,000円
佐藤　博昭　様 東京都 49,500円
大西　隆文　様 大阪府 28,000円
北村　彩弓　様 石川県 19,500円
拓実　田野　様 東京都 28,000円
堀田　智宣　様 千葉県 11,000円
渡部　顕　様 大阪府 14,000円
河原　由美子　様 大阪府 40,500円
米田　敏博　様 熊本県 23,000円
唄　至彦　様 大阪府 19,500円
藁科　聖然　様 静岡県 19,500円
高橋　篤志　様 三重県 19,500円
武田　敏伸　様 兵庫県 19,500円
菊地　満　様 大阪府 26,000円
田上　由紀子　様 東京都 17,500円
浦壁　昌廣　様 東京都 14,000円
石川　毅　様 神奈川県 19,500円
小原　幸浩　様 広島県 19,500円
田丸　龍男　様 東京都 19,500円
的野　裕樹　様 熊本県 11,000円



鈴木　喜好　様 千葉県 26,000円
村田　ひと美　様 静岡県 11,000円
永峰　真紀　様 東京都 35,000円
須藤　修一　様 東京都 11,000円
朝倉　千博　様 石川県 10,000円
鈴木　充　様 神奈川県 17,500円
猪俣　勉　様 福島県 35,000円
下條　信夫　様 大阪府 46,000円
松岡　雅則　様 東京都 19,500円
吉田　秀美　様 東京都 17,500円
川口　巧　様 北海道 11,000円
遠藤　海姫　様 東京都 11,000円
東海　敦士　様 東京都 11,000円
村川　誠太郎　様 愛媛県 14,000円
髙橋　修　様 埼玉県 11,000円
山本　成実　様 東京都 40,000円
福井　雅樹　様 東京都 11,000円
上間　誠　様 沖縄県 14,000円
福田　剛士　様 奈良県 30,000円
宮原　幸昇　様 大阪府 13,000円
辻野　雅佳　様 奈良県 19,500円
村上　正祐　様 愛知県 11,000円
山中　淳　様 静岡県 19,500円
今野　昌明　様 東京都 11,000円
大谷　智　様 神奈川県 19,500円
車田　宏章　様 大阪府 11,000円
深浦　美加　様 兵庫県 11,000円
菅原　教広　様 東京都 11,000円
松永　学　様 東京都 17,500円
谷　到　様 愛媛県 11,000円
冨澤　千智　様 神奈川県 17,500円
奥原　幸弘　様 長野県 23,000円
飯塚　悦正　様 東京都 15,000円
岡本　裕志　様 神奈川県 13,000円
柴山　えみ　様 東京都 17,500円
吉本　園子　様 北海道 17,500円
赤間　誠　様 東京都 16,500円
内田　昌志　様 新潟県 11,000円
中本　隆文　様 兵庫県 19,500円
早川　直樹　様 東京都 19,500円
飯塚　学　様 神奈川県 19,500円
渡辺　泰徳　様 千葉県 58,500円



野口　秀男　様 埼玉県 17,000円
大山　卓哉　様 愛知県 19,500円
石田　拓郎　様 愛媛県 19,500円
大北　治雄　様 愛知県 19,500円
細井　まゆ子　様 東京都 35,000円
大澤　弘一　様 神奈川県 11,000円
片桐　浩史　様 大阪府 23,000円
梶尾　重順　様 山梨県 17,500円
大竹　隆弘　様 東京都 110,000円
新妻　正幸　様 東京都 11,000円
橘　陸生　様 富山県 11,000円
木下　牧　様 神奈川県 11,000円
西川　昌吾　様 東京都 23,000円
小野　暢久　様 長野県 26,000円
池谷　直人　様 東京都 20,000円
中森　理恵　様 大阪府 11,000円
間屋口　由香　様 兵庫県 33,000円
西小路　進介　様 岡山県 11,000円
山崎　健一　様 神奈川県 17,500円
松本　徹　様 神奈川県 19,500円
齋藤　秀雄　様 東京都 15,000円
長谷川　哲也　様 東京都 19,500円
竹内　健治　様 大阪府 26,000円
細谷　富美男　様 茨城県 26,000円
上田　雅樹　様 静岡県 12,000円
山田　次郎　様 東京都 17,000円
平岩　正良　様 大阪府 14,000円
小栗　大輔　様 香川県 19,500円
進　美智子　様 福岡県 19,500円
尾籠　義明　様 神奈川県 33,000円
山岸　武　様 東京都 14,000円
三浦　　秀樹　様 東京都 17,500円
篠原　純　様 東京都 17,500円
金澤　正太　様 茨城県 19,500円
野澤　洋　様 東京都 19,500円
藤光　雅博　様 千葉県 19,500円
牧村　健　様 東京都 17,500円
原田　みえ子　様 福岡県 10,000円
岡田　亮二　様 埼玉県 32,000円
安藤　良　様 神奈川県 30,000円
山中　耕三　様 三重県 17,500円
亀田　知寿　様 愛知県 11,000円



青栁　一之　様 神奈川県 11,000円
宮城　太一　様 沖縄県 19,500円
大森　悟司　様 千葉県 5,000円
有本　武史　様 香川県 13,000円
佐藤　睦子　様 千葉県 14,000円
篠原　康雄　様 東京都 19,500円
浦口　雅敦　様 大阪府 11,000円
小松　祐一　様 東京都 115,000円
中村　千波　様 茨城県 13,500円
山本　晃子　様 神奈川県 13,000円
中里　英樹　様 東京都 19,500円
坂田　幹雄　様 東京都 19,500円
鈴木　隆史　様 大阪府 44,000円
山根　喜博　様 埼玉県 19,500円
加茂　伸一郎　様 宮城県 11,000円
康介　椿井　様 京都府 17,500円
西井　浩一　様 東京都 22,000円
土屋　剛　様 神奈川県 19,500円
島崎　洋　様 愛知県 19,500円
遠坂　育生　様 大阪府 140,000円
鈴木　利明　様 東京都 11,000円
北山　貴登　様 神奈川県 17,000円
生田　結希菜　様 大分県 3,000円
有水　勇人　様 東京都 15,000円
染谷　真司　様 埼玉県 13,000円
重田　俊平　様 兵庫県 19,500円
大塚　裕之　様 茨城県 44,000円
加藤　尚久　様 愛知県 26,000円
成田　博芳　様 東京都 45,000円
佐藤　昭　様 埼玉県 11,000円
飯塚　浩一郎　様 東京都 70,000円
大滝　元　様 茨城県 39,500円
佐々木　光雄　様 岡山県 26,000円
小野　奈海　様 東京都 17,500円
吉野　達矢　様 愛知県 19,500円
前田　卓見　様 兵庫県 11,000円
畑　晃典　様 山口県 19,500円
安井　真人　様 神奈川県 11,000円
藤谷　泰崇　様 岐阜県 19,500円
鴇崎　俊也　様 神奈川県 19,500円
鈴木　敬征　様 愛知県 11,000円
吉田　慎　様 東京都 15,000円



石坂　聡　様 福岡県 11,000円
三田　直人　様 東京都 44,000円
佐藤　晴貴　様 神奈川県 11,000円
高部　敏光　様 神奈川県 11,000円
市川　修一郎　様 神奈川県 19,500円
宇田　敏子　様 埼玉県 33,000円
斉丸　真大　様 東京都 26,000円
渡邉　敬介　様 大分県 11,000円
鈴木　亮成　様 栃木県 19,500円
甲野藤　文宏　様 茨城県 15,000円
田形　純一　様 東京都 13,000円
石飛　耕太　様 大阪府 19,500円
内田　康之　様 東京都 19,500円
安倍　秀明　様 北海道 7,000円
天野　明夫　様 神奈川県 11,000円
野々内　晶　様 島根県 11,000円
松本　浩之　様 茨城県 11,000円
中林　里奈　様 宮城県 10,000円
高橋　輝道　様 広島県 11,000円
原田　直人　様 東京都 33,000円
石塚　克博　様 大阪府 11,000円
大庭　博之　様 茨城県 19,500円
山本　　知巳　様 愛知県 14,000円
吉見　貴志　様 東京都 51,000円
武藤　秀幸　様 東京都 69,000円
屋富祖　孝也　様 東京都 14,000円
齋藤正美　齋藤自動車　様 栃木県 17,500円
渡邉　恭司　様 東京都 52,000円
永松　寛輝　様 神奈川県 11,000円
小野　裕盛　様 群馬県 17,500円
三浦　一郎　様 広島県 45,500円
佐藤　両　様 千葉県 66,000円
黛　修　様 神奈川県 26,000円
岩田　裕介　様 岐阜県 19,500円
森川　貴広　様 北海道 22,000円
服部　徹也　様 三重県 21,000円
熊谷　純一郎　様 千葉県 11,000円
菊池　涼一　様 神奈川県 33,000円
武政　栄作　様 岡山県 11,000円
平野　遥奈　様 東京都 6,000円
黒田　純平　様 茨城県 17,000円
内藤　大介　様 東京都 19,500円



檜山　和平　様 茨城県 19,500円
古田　久美子　様 埼玉県 11,000円
川端　杏奈　様 大阪府 3,000円
二宮　高志　様 東京都 10,000円
篠　宏介　様 大阪府 30,000円
川崎　泰央　様 埼玉県 14,000円
渡部　公彦　様 広島県 8,000円
久保　千里　様 大阪府 33,000円
内野　正人　様 千葉県 11,000円
中田　雄人　様 山梨県 78,500円
大山　龍浩　様 東京都 11,000円
北沢　玲朗　様 東京都 12,000円
福田　修　様 大阪府 65,000円
杉山　たかせ　様 長野県 14,000円
山田　純一　様 宮城県 14,000円
伊藤　大輔　様 埼玉県 23,000円
小島　正裕　様 東京都 11,000円
江本　亮　様 東京都 13,000円
阿部　泰士　様 沖縄県 11,000円
石谷　拓哉　様 北海道 19,500円
ヌン　スルアイ　チン　様 東京都 11,000円
勝見　かほり　様 東京都 14,000円
大浦　勝美　様 福岡県 19,500円
瀬尾　誠　様 東京都 78,000円
清村　亨　様 東京都 19,500円
安達　俊行　様 東京都 17,500円
白井　千晶　様 東京都 19,500円
雜賀　安希子　様 大阪府 35,000円
佐多　博文　様 福岡県 14,000円
川脇　秀夫　様 福岡県 10,000円
清水　太紀　様 山梨県 17,000円
前田　賢人　様 静岡県 22,000円
内山　智博　様 宮崎県 19,500円
永井　徹　様 茨城県 26,000円
雷　理沙　様 東京都 20,000円
安井　威公　様 東京都 19,500円
島崎　智　様 埼玉県 19,500円
田邊　卓也　様 東京都 12,000円
末永　貴嗣　様 神奈川県 11,000円
石澤　秀　様 岩手県 19,500円
濱口　尚美　様 埼玉県 12,500円
奥村　晋也　様 東京都 22,000円



井上　智雄　様 東京都 58,500円
鈴木　勝博　様 東京都 17,500円
花岡　繁　様 千葉県 19,500円
八尋　雄平　様 北海道 163,000円
鈴木　さゆり　様 静岡県 12,000円
遠藤　明豊　様 東京都 30,000円
青木　アニール　様 沖縄県 11,000円
八尋　雄平　様 鹿児島県 39,000円
四倉　誠彌　様 茨城県 46,000円
増岡　真由美　様 東京都 5,000円
菅原　洋平　様 広島県 11,000円
鈴木　賢一　様 大阪府 19,500円
赤堀　淳　様 東京都 14,000円
篠原　誠規　様 東京都 14,000円
末廣　有輝　様 大阪府 19,500円
蔡　洙璟　様 長崎県 23,000円
島原　佑樹　様 兵庫県 11,000円
大山　誠　様 東京都 17,000円
森　清　様 神奈川県 11,000円
高橋　好美　様 東京都 3,000円
木田　裕輔　様 神奈川県 17,500円
野坂　怜夫　様 茨城県 62,500円
山田　裕巳　様 神奈川県 11,000円
籠谷　加奈　様 東京都 11,000円
奥谷　敬太　様 北海道 11,000円
長崎　明弘　様 東京都 10,000円
高柳　正弘　様 静岡県 19,500円
大川　新　様 東京都 26,000円
篠塚　康史　様 宮城県 19,500円
鈴木　博之　様 神奈川県 19,500円
関戸　淳文　様 東京都 17,500円
田村　健　様 千葉県 33,000円
岩崎　陽平　様 東京都 11,000円
指宿　匡宣　様 京都府 14,000円
萬代　早紀子　様 神奈川県 19,500円
長森　稔明　様 千葉県 14,000円
佐川　健一　様 神奈川県 19,500円
服部　雅良　様 兵庫県 19,500円
北澤　太朗　様 東京都 19,500円
石井　敏明　様 茨城県 26,000円
山本　恭平　様 広島県 17,500円
小泉　維規　様 神奈川県 11,000円



関口　貴顕　様 茨城県 14,000円
吉田　剛城　様 群馬県 14,000円
谷村　祐司　様 埼玉県 23,000円
奥野　裕章　様 大阪府 26,000円
櫻庭　静香　様 東京都 33,500円
板橋　朋彦　様 東京都 17,500円
高橋　若菜　様 東京都 17,500円
三好　敬久　様 千葉県 19,500円
藤田　恭平　様 岐阜県 14,000円
芹澤　太一　様 東京都 19,500円
村山　祐　様 香川県 17,500円
高橋　眞由美　様 北海道 17,500円
吉田　洋佑　様 兵庫県 33,500円
村井田　千秋　様 東京都 19,500円
河野　一也　様 千葉県 10,000円
前田　真也　様 北海道 6,000円
菅谷　俊　様 大阪府 39,000円
桜沢　敏春　様 東京都 22,000円
石井　啓太郎　様 兵庫県 17,500円
岡本　敏宏　様 神奈川県 17,500円
梅田　洋　様 福岡県 17,500円
加藤　勝　様 東京都 17,500円
小賀野　哲朗　様 大阪府 17,500円
福嶋　巌　様 兵庫県 39,000円
佐藤　陽子　様 東京都 17,500円
渡邉　徳一　様 東京都 3,000円
鈴木　絵理　様 千葉県 14,000円
岩本　剛基　様 愛知県 23,000円
神戸　紀穂　様 愛知県 19,500円
鈴木　達也　様 神奈川県 19,500円
鈴木　ヒトミ　様 埼玉県 12,000円
伊藤　周作　様 千葉県 19,500円
相田　昭一　様 神奈川県 23,000円
佐々木　翔平　様 大阪府 23,000円
安部　真　様 埼玉県 11,000円
小野　泰洋　様 神奈川県 11,000円
長田　智之　様 山梨県 23,000円
馬場　純一　様 大阪府 11,000円
宮島　英行　様 東京都 19,500円
進藤　久史　様 福岡県 40,000円
加藤　奈実　様 神奈川県 17,500円
藤原　裕美子　様 大分県 19,500円



川合　智晴　様 三重県 15,000円
水上　和弥　様 神奈川県 16,500円
常定　信悟　様 神奈川県 14,000円
古家　信介　様 大阪府 13,000円
富田　賢三　様 茨城県 55,000円
吉川　祐太　様 愛知県 12,000円
青山　英一　様 東京都 37,000円
藤本　英男　様 広島県 13,000円
遠藤　涼　様 鳥取県 58,000円
片岡　省子　様 静岡県 26,000円
岩佐　和子　様 大阪府 16,500円
山田　嘉彦　様 埼玉県 45,000円
服部　吉信　様 愛知県 22,000円
佐川　真也　様 広島県 11,000円
日比　誠　様 神奈川県 30,500円
松村　謙一郎　様 埼玉県 11,000円
木村　浩二　様 香川県 11,000円
見舘　雅寿　様 東京都 26,000円
紺野　篤志　様 千葉県 19,500円
太原　鉄平　様 鹿児島県 14,000円
宮森　一樹　様 東京都 11,000円
橋本　千紘　様 兵庫県 19,500円
丹羽　浩一郎　様 千葉県 22,000円
猪瀬　千穂　様 京都府 23,000円
永田　圭　様 東京都 14,000円
笹尾　敬士　様 広島県 11,000円
小野澤　智亮　様 埼玉県 11,000円
南　了公　様 兵庫県 32,500円
北澤　剛　様 愛知県 17,500円
鹿嶋　博人　様 大分県 12,000円
古川　建治　様 神奈川県 14,000円
岸野　浩史　様 大阪府 13,000円
關口　誠　様 神奈川県 10,000円
大宅　健治　様 茨城県 19,500円
本間　久美　様 東京都 26,000円
川本　一郎　様 東京都 19,500円
今井　僚太郎　様 北海道 23,000円
池田　克彦　様 東京都 19,500円
平良　和也　様 沖縄県 19,500円
山口　雅雄　様 神奈川県 11,000円
平田　嘉人　様 東京都 17,500円
小林　芳生　様 秋田県 22,000円



増田　剛　様 東京都 13,000円
金崎　健司　様 島根県 14,000円
戸塚　勝祐　様 静岡県 23,000円
桑名　恵子　様 大阪府 11,000円
石原　陽子　様 新潟県 11,000円
小林　雄一郎　様 東京都 11,000円
山中　俊明　様 東京都 19,500円
濱田　真二　様 広島県 22,000円
安部　祐一郎　様 東京都 23,000円
平谷　剛志　様 東京都 19,500円
岡田　高幸　様 東京都 12,000円
半場　裕康　様 静岡県 325,000円
合田　雄哉　様 群馬県 11,000円
和田　洋次　様 茨城県 10,000円
大場　昌之　様 東京都 13,000円
田中　周　様 東京都 10,000円
羽地　正浩　様 福岡県 35,000円
東　克幸　様 石川県 10,000円
浅野　智恵　様 東京都 11,000円
堀野　哲司　様 東京都 46,000円
清水　智子　様 埼玉県 23,000円
川合　久生　様 青森県 34,000円
横内　秀彰　様 埼玉県 12,000円
島野　弘行　様 奈良県 46,000円
岡田　栄一　様 神奈川県 15,000円
宮本　諭　様 千葉県 15,000円
大久保　行也　様 千葉県 26,000円
伊藤　堅治　様 静岡県 11,000円
阪口　順子　様 愛知県 17,500円
山後　太洋　様 北海道 23,000円
浦崎　義典　様 岐阜県 11,000円
勝永　龍太　様 埼玉県 11,000円
西山　高志　様 長崎県 29,500円
飯島　正弘　様 神奈川県 17,500円
乾　広久　様 奈良県 11,000円
横田　洋一　様 新潟県 23,000円
今泉　慶太　様 東京都 32,500円
栗原　容子　様 神奈川県 44,000円
野元　裕介　様 熊本県 22,000円
冨山　高行　様 神奈川県 11,000円
安田　久美子　様 東京都 20,000円
岡島　朗　様 埼玉県 3,000円



永瀬　知行　様 埼玉県 24,000円
大橋　直季　様 埼玉県 17,000円
安東　宏晃　様 東京都 17,500円
宮本　靖　様 大阪府 13,000円
松岡　義秀　様 埼玉県 34,000円
二ノ宮　誠一　様 埼玉県 13,000円
須藤　豪一　様 東京都 11,000円
馬淵　朋紀　様 岐阜県 15,000円
浅野　裕一　様 長野県 11,000円
森田　裕也　様 高知県 15,000円
外﨑　二朗　様 北海道 15,000円
重枝　諒太　様 神奈川県 10,000円
坂口　真生　様 東京都 11,000円
田之倉　稔幸　様 東京都 17,000円
安田　哲雄　様 東京都 440,000円
酒井　智義　様 岐阜県 15,000円
塩田　直樹　様 山口県 30,000円
松山　恵一　様 福岡県 15,000円
白濱　敦子　様 徳島県 3,000円
吉田　匡道　様 東京都 15,000円
矢田　貴士　様 千葉県 22,000円
宮川　聡一郎　様 東京都 15,000円
加藤　貴裕　様 静岡県 22,000円
諏訪　宏　様 愛知県 30,000円
山岸　学　様 神奈川県 10,000円
小林　成央　様 神奈川県 15,000円
細谷　佳津年　様 東京都 30,000円
伊藤　忠　様 茨城県 15,000円
土本　英治　様 福岡県 15,000円
三浦　隆一　様 北海道 11,000円
島崎　大輔　様 福岡県 27,000円
中田　公二　様 岡山県 15,000円
松田　真由弓　様 愛知県 15,000円
日向　速人　様 岩手県 11,000円
松嶋　航大　様 東京都 30,000円
山谷　顕悟　様 大阪府 23,000円
長谷川　直子　様 宮城県 15,000円
竹中　武徳　様 奈良県 15,000円
山崎　友貴　様 新潟県 15,000円
堀越　悟　様 福島県 5,500円
守屋　優　様 神奈川県 24,000円
能勢　忠希　様 京都府 15,000円



菊池　俊介　様 千葉県 15,000円
森　晃平　様 三重県 15,000円
上田　衣里　様 京都府 11,000円
岡田　和也　様 岡山県 26,000円
丹羽　功　様 東京都 15,000円
島田　真実　様 山口県 15,000円
尾崎　亮祐　様 東京都 15,000円
松本　享永　様 大阪府 15,000円
井上　紘寿　様 広島県 15,000円
水谷　哲郎　様 愛知県 30,000円
木下　裕司　様 三重県 15,000円
宮崎　浩子　様 東京都 15,000円
高田　隼希　様 北海道 30,000円
冨田　智美　様 大阪府 15,000円
山岸　史弥　様 福岡県 15,000円
須長　翔　様 東京都 15,000円
池田　沙依子　様 東京都 11,000円
山本　和秋　様 群馬県 11,000円
熊木　幸司　様 東京都 11,000円
菅原　正路　様 北海道 11,000円
伏見　友行　様 大阪府 11,000円
赤堀　紹　様 神奈川県 23,000円
川嶋　直樹　様 千葉県 15,000円
竹村　隆　様 神奈川県 11,000円
浅野　学　様 愛知県 15,000円
高橋　康志　様 静岡県 11,000円
伊藤　洋子　様 神奈川県 15,000円
小橋　龍之介　様 埼玉県 11,000円
伊藤　英生　様 福岡県 23,000円
小林　正明　様 愛知県 15,000円
清水　淳一　様 埼玉県 23,000円
鈴木　渉　様 東京都 15,000円
小幡　康雄　様 東京都 15,000円
角谷　正文　様 和歌山県 15,000円
中澤　健士　様 東京都 44,000円
糸原　陸雄　様 大阪府 22,000円
黑牧　大樹　様 北海道 14,000円
永嶋　道隆　様 東京都 14,000円


