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平川　和恵 愛知県みよし市 100,000
山下　賢 愛知県額田郡幸田町 10,000
高橋　幸宏 愛知県刈谷市 50,000
大下　葉子 愛知県春日井市 20,000
山中　裕敬 愛知県瀬戸市 10,000
森田　義次 愛知県西尾市 30,000
二宮　英樹 愛知県西尾市 30,000
二宮　英樹 愛知県西尾市 10,000
俣野　智洋 愛知県丹羽郡扶桑町 30,000
小嶌　智海 愛知県日進市 10,000
山本　英二 愛知県半田市 10,000
宮地　歌奈子 愛知県豊川市 10,000
後藤　公 愛知県北名古屋市 10,000
安藤　明輝 愛知県名古屋市 50,000
花澤　佳明 愛知県名古屋市 10,000
熊谷　枝里 愛知県名古屋市 10,000
戸田　吉隆 愛知県名古屋市 10,000
高橋　政美 愛知県名古屋市 10,000
成田　喜睦 愛知県名古屋市 30,000
早瀬　照子 愛知県名古屋市 10,000
佃　悠太 愛知県名古屋市 30,000
辻　智史 愛知県名古屋市 30,000
田口　敬範 愛知県名古屋市 10,000
森川　敬介 愛媛県四国中央市 10,000
古川　智一 愛媛県新居浜市 10,000
木村　真紀子 茨城県ひたちなか市 10,000
樋川　賢一 茨城県水戸市 30,000
森　仁志 岡山県岡山市 10,000
謝花　久美子 沖縄県浦添市 10,000
大城　直也 沖縄県浦添市 30,000
鳥澤　昌紀 岐阜県山県市 50,000
高橋　祐幸 岐阜県本巣市 10,000
甲斐　克己 宮崎県日向市 10,000
青木　康浩 宮崎県日向市 50,000
袖井　文二 宮城県遠田郡 30,000
安田　成留 京都府宇治市 10,000
寺内　孝 京都府宇治市 30,000
大平　栄二 京都府宇治市 3,000
加藤　照美 京都府京都市 250,000
佐藤　賢 京都府京都市 100,000
坂田　みどり 京都府京都市 30,000
市川　寛 京都府京都市 30,000
遠藤　隆 京都府相楽郡精華町 30,000
藤岡　幹浩 京都府木津川市 10,000
高倉　宏典 熊本県熊本市 30,000
神谷　年男 群馬県佐波郡玉村町 30,000
吉岡　章 湖南市 30,000
安西　紀皓 広島県広島市 30,000
山根　雅智 広島県広島市 30,000
地田　裕介 広島県広島市 30,000
塩谷　哲二郎 埼玉県さいたま市 10,000
原田　和則 埼玉県さいたま市 10,000
溝田　昌史 埼玉県さいたま市 10,000
斎藤　荘 埼玉県さいたま市 10,000
西山　友貴 埼玉県さいたま市 10,000
村田　憲司 埼玉県さいたま市 10,000
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堀谷　理紗 埼玉県越谷市 10,000
宇田川　淳 埼玉県戸田市 30,000
秋山　紀代美 埼玉県所沢市 30,000
勝瀬　崇 埼玉県所沢市 10,000
岡　一幸 埼玉県新座市 30,000
安本　映里 埼玉県川越市 30,000
眞田　忠弘 埼玉県川口市 30,000
醍醐　功 埼玉県草加市 10,000
松坂　高嗣 埼玉県鶴ヶ島市 30,000
中島　新吾 埼玉県鳩ヶ谷市 50,000
吉澤　和彦 埼玉県富士見市 10,000
白井　健一郎 埼玉県和光市 10,000
奥岡　弘久 三重県桑名市 10,000
山元　豊 三重県四日市市 50,000
杉野　大雄 三重県鈴鹿市 50,000
後藤　仁 山形県酒田市 10,000
岸　宏幸 山形県新庄市 30,000
内山　裕晶 山口県宇部市 10,000
嶺山　治伸 山口県宇部市 30,000
古橋　直樹 山梨県南都留郡富士河口湖町 30,000
請田　直大 鹿児島県鹿児島市 10,000
倉茂　真人 新潟県三条市 30,000
吉田　和也 新潟県新発田市 10,000
茂澤　直樹 新潟県長岡市 10,000
坂本　恭子 神奈川県横浜市 10,000
小川　真一 神奈川県横浜市 50,000
増冨　和音 神奈川県横浜市 30,000
滝沢　良介 神奈川県横浜市 10,000
土田　伊智郎 神奈川県横浜市 60,000
藤井　千景 神奈川県横浜市 10,000
白崎　太郎 神奈川県横浜市 10,000
板橋　政次 神奈川県横浜市 30,000
尾坂　奈穂美 神奈川県横浜市 10,000
福岡　菜月 神奈川県横浜市 10,000
木村　文彦 神奈川県横浜市 500,000
門田　祐樹 神奈川県横浜市 10,000
河野　太郎 神奈川県川崎市 10,000
金子　文也 神奈川県川崎市 10,000
三浦　美代 神奈川県川崎市 30,000
山内　生平 神奈川県川崎市 50,000
森岡　泰裕 神奈川県川崎市 10,000
長島　且佳 神奈川県川崎市 50,000
飛田　博一 神奈川県川崎市 50,000
片桐　茉弥 神奈川県川崎市 10,000
友廣　晃 神奈川県川崎市 30,000
鈴木　晶子 神奈川県川崎市 30,000
鈴木　則博 神奈川県川崎市 50,000
大木　玲子 神奈川県相模原市 10,000
片桐　一 神奈川県藤沢市 500,000
源馬　拓 神奈川県平塚市 10,000
藪下　幸太郎 静岡県裾野市 10,000
服部　隆志 静岡県藤枝市 10,000
安間　俊樹 静岡県浜松市 50,000
岩品　剛 静岡県浜松市 50,000
絹村　安代 静岡県浜松市 30,000
柳原　幸子 千葉県佐倉市 30,000
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穴沢　利幸 千葉県市原市 10,000
出口　英明 千葉県市川市 50,000
小林　栄一郎 千葉県市川市 10,000
俣野　和正 千葉県市川市 80,000
川村　駿 千葉県習志野市 30,000
山本　正行 千葉県松戸市 200,000
小熊　謙三朗 千葉県松戸市 30,000
伊庭　高志 千葉県千葉市 10,000
熊森　克己 千葉県千葉市 100,000
清水　祐樹 千葉県千葉市 30,000
田中　美保子 千葉県千葉市 50,000
遠藤　洋介 千葉県船橋市 30,000
岩藤　健弘 千葉県船橋市 10,000
山本　禅 千葉県船橋市 30,000
本間　浩一 千葉県船橋市 10,000
登根　健太郎 千葉県柏市 10,000
妻科　ゆかり 千葉県流山市 10,000
永元　才規 草津市 10,000
村松　朗 草津市 10,000
八木　秀樹 草津市 30,000
山口　進康 大阪府茨木市 10,000
安積　智夫 大阪府高槻市 50,000
成川　勝章 大阪府高槻市 30,000
荒谷　圭一 大阪府堺市 10,000
野上　浩志 大阪府堺市 10,000
野上　淑子 大阪府堺市 10,000
嶋田　真弓 大阪府四條畷市 10,000
橋本　慎也 大阪府吹田市 10,000
史　賢周 大阪府吹田市 50,000
北村　光二 大阪府吹田市 60,000
伊藤　淳史 大阪府大阪市 30,000
栗田　秀明 大阪府大阪市 50,000
砂川　和子 大阪府大阪市 10,000
坂　宏 大阪府大阪市 10,000
小笹　公也 大阪府大阪市 50,000
長尾　舞 大阪府大阪市 10,000
二宮　英太郎 大阪府大阪市 110,000
椋本　修 大阪府大阪市 10,000
脇坂　恵美 大阪府大阪市 10,000
白石　健 大阪府八尾市 10,000
冨山　徹 大阪府富田林市 10,000
池井　辰夫 大阪府門真市 10,000
池田　薫 大阪府門真市 30,000
山下　昌宏 大阪府和泉市 30,000
奥田　哲士 大津市 10,000
横山　俊慈 大津市 30,000
岡田　佳也子 大津市 5,000
岡田　伸之助 大津市 2,000
株式会社高栄ホーム 大津市 100,000
岩田　英之 大津市 10,000
久保　彦英 大津市 30,000
宮本　健 大津市 10,000
橋口　公平 大津市 50,000
山本　雅史 大津市 30,000
秀熊　康平 大津市 30,000
曙会 大津市 30,000
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上原　公子 大津市 10,000
清水　修一 大津市 3,000
西村　忠雄 大津市 10,000
藤井　重之 大津市 50,000
藤堂　良純 大津市 30,000
飯澤　功 大津市 30,000
平成29年 南大萱元服式会 大津市 11,403
巖田　正彦 大津市 40,000
澤端　照男 大津市 10,000
日野　里美 大分県別府市 10,000
柴田　恭明 長崎県長崎市 10,000
曽根原　久雄 長野県安曇野市 10,000
清水　直樹 長野県長野市 10,000
竹村　克也 長野県長野市 10,000
上松　美穂 長野県飯田市 50,000
鈴木　昭彦 長野県北佐久郡軽井沢町 10,000
森脇　輝彦 鳥取県境港市 20,000
藤脇　建久 島根県邑智郡 10,000
原田　和則 東京都稲城市 10,000
高橋　麗菜 東京都江戸川区 10,000
佐藤　榮一 東京都江戸川区 10,000
松本　祐美 東京都江戸川区 10,000
松澤　一人 東京都江戸川区 30,000
西田　健志 東京都江戸川区 10,000
澤井　洋 東京都江戸川区 10,000
河原田　仁 東京都江東区 30,000
柿沼　勝 東京都江東区 10,000
黒田　恵美子 東京都江東区 30,000
佐々木　信夫 東京都江東区 10,000
三森　隆弘 東京都江東区 10,000
遠藤　紀明 東京都港区 10,000
福田　篤史 東京都港区 60,000
竹腰　裕次郎 東京都荒川区 30,000
堀内　純 東京都国分寺市 30,000
吉村　稔一 東京都国立市 10,000
清水　節夫 東京都三鷹市 30,000
郭　太乙 東京都渋谷区 10,000
四方　康博 東京都渋谷区 10,000
田中　順 東京都渋谷区 10,000
野田　智史 東京都渋谷区 30,000
下嶋　淳 東京都新宿区 50,000
柴田　元子 東京都新宿区 10,000
長島　亘 東京都新宿区 30,000
澤口　信 東京都新宿区 50,000
黒崎　徹平 東京都杉並区 30,000
山藤　雅明 東京都杉並区 50,000
杉澤　直樹 東京都杉並区 50,000
並木　一典 東京都杉並区 50,000
野村　浩司 東京都杉並区 30,000
守本　祐司 東京都世田谷区 10,000
松永　尚文 東京都世田谷区 30,000
林　美夏 東京都世田谷区 10,000
堀内　泰樹 東京都西東京市 140,000
村上　憲治 東京都千代田区 10,000
片桐　豪志 東京都千代田区 10,000
井上　享 東京都足立区 10,000
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矢野　健太 東京都足立区 10,000
中村　英二 東京都多摩市 30,000
安田　徹 東京都大田区 30,000
高橋　精子 東京都大田区 10,000
糸井　淳子 東京都大田区 30,000
久保　雅章 東京都中央区 120,000
若井　香織 東京都中央区 30,000
植田　幸 東京都中央区 10,000
永田　卓士 東京都板橋区 10,000
河村　幸彦 東京都板橋区 10,000
石倉　直人 東京都板橋区 50,000
酒井　裕美 東京都品川区 20,000
西山　剛明 東京都品川区 50,000
西澤　炎 東京都品川区 10,000
塚本　晋 東京都品川区 30,000
平林　貴子 東京都品川区 30,000
中村　慎似 東京都武蔵野市 60,000
井場　康晃 東京都文京区 30,000
横尾　淳子 東京都文京区 10,000
木村　遥介 東京都文京区 30,000
柳沼　綾 東京都文京区 10,000
長田　義男 東京都豊島区 30,000
小山　剛幸 東京都墨田区 30,000
伊地知　剛 東京都目黒区 10,000
田島　康夫 東京都目黒区 10,000
坂本　渉 東京都練馬区 30,000
出山　哲也 東京都練馬区 10,000
植平　幸生 東京都練馬区 30,000
染谷　英明 東京都練馬区 50,000
渡邊　裕介 東京都練馬区 10,000
林　大輔 東京都練馬区 60,000
長澤　敦子 徳島県徳島市 10,000
木村　哲也 栃木県塩谷郡高根沢町 20,000
永田　勝 栃木県那須塩原市 10,000
野村　明孝 奈良県香芝市 30,000
丸山　洋平 奈良県生駒市 10,000
往西　日佐子 奈良県奈良市 30,000
往西　良之 奈良県奈良市 30,000
田中　智彦 奈良県奈良市 30,000
高田　聡 富山県滑川市 10,000
蒲田　剛司 富山県富山市 30,000
塚本　明 富山県富山市 10,000
井上　正徳 福井県坂井市 11,000
相澤　理人 福井県福井市 30,000
太田　諒 福井県福井市 30,000
ほほえみクリニック 福岡県みやま市 10,000
高田　顕二 福岡県糸島市 10,000
KANG BONGKYUN 福岡県福岡市 50,000
金田　拓人 福岡県福岡市 30,000
若山　真銘登 福岡県福岡市 30,000
白石　健彦 福岡県福岡市 10,000
黒田　邦夫 福岡県柳川市 10,000
佐藤　泰平 福島県会津若松市 10,000
和田　ふさ子 福島県須賀川市 10,000
高橋　裕治 福島県福島市 10,000
川本　眞奈美 兵庫県芦屋市 30,000
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幸野　渉 兵庫県加古川市 10,000
西海　英二 兵庫県加古川市 10,000
藤田　園子 兵庫県加古川市 50,000
田北　嘉明 兵庫県三田市 10,000
藤村　英一 兵庫県三田市 10,000
羽溪　健 兵庫県神戸市 10,000
笹尾　重成 兵庫県神戸市 60,000
山崎　和義 兵庫県神戸市 30,000
青田　源藏 兵庫県神戸市 10,000
豊田　勝 兵庫県神戸市 50,000
宮田　弘 兵庫県西宮市 30,000
高見　啓央 兵庫県西宮市 50,000
森　満 兵庫県西宮市 10,000
坂田　哲也 兵庫県南あわじ市 30,000
安田　勝 兵庫県尼崎市 30,000
金延　憲市 兵庫県尼崎市 50,000
寺田　誠 兵庫県宝塚市 110,000
築留　英雄 兵庫県宝塚市 30,000
森本　浩行 兵庫県明石市 10,000
難波　明子 兵庫県明石市 30,000
阿部　太介 北海道河東郡 30,000
佐々木　力 北海道札幌市 30,000
奥村　健太 北海道苫小牧市 10,000
井上　雅文 北海道北見市 40,000
上坂　守 北海道北広島市 10,000
清水　庄策 野洲市 10,000


