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長岡　秀樹 群馬県 300,000円 安藤　正明 静岡県 5,000円 長谷川　稔弘 神奈川県
栗原　真奈美 群馬県 180,000円 茂木　茂 愛知県 10,000円 今村　真也 神奈川県
大西　真弘 群馬県 160,000円 岡本　圭史 愛知県 5,000円 佐藤　安則 神奈川県
須藤　亜紀子 群馬県 100,000円 澤井　佑介 大阪府 5,000円 中澤　照樹 神奈川県
渡辺　一彦 群馬県 50,000円 内田　昌一 京都府 100,000円 立花　厚 神奈川県
小林　不二生 群馬県 50,000円 佐野　洋一郎 京都府 10,000円 谷内　康弘 神奈川県
大川　志向 群馬県 46,000円 扇原　貴宏 兵庫県 10,000円 手塚　孝治 神奈川県
勝俣　美穂 群馬県 30,000円 光川　淳 兵庫県 10,000円 新島　康夫 栃木県
清水　透 群馬県 30,000円 田路　等 兵庫県 5,000円 神田　大介 栃木県
田村　米男 群馬県 10,000円 間　由佳里 北海道 5,000円 小川　公也 茨城県
髙橋　東紀子 東京都 1,000,000円 成瀬　公博 熊本県 10,000円 橘木　茂伸 茨城県
伊谷野　克佳 東京都 100,000円 福田　昌輝 沖縄県 100,000円 松原　茂樹 茨城県
有元　史明 東京都 100,000円 吉田　正雄 400,000円 安達　勝 福島県
大西　八臣 東京都 100,000円 河田　恭吾 100,000円 十文字　光伸 福島県
三橋　信吾 東京都 100,000円 加藤　孝之 100,000円 井出　裕子 長野県
伊谷野　克佳 東京都 100,000円 山本　晃義 68,000円 中崎　浩逸 富山県
渡辺　靖彦 東京都 70,000円 高木　俊二 30,000円 山田　久仁彦 静岡県
榎本　敦 東京都 50,000円 高橋　英二 20,000円 高橋　敬宗 宮城県
森　夕紀子 東京都 50,000円 山口　裕之 20,000円 阪口　誠 青森県
竹林　都子 東京都 46,000円 村上　新平 10,000円 久保田　洋平 愛知県
入江　雄貴 東京都 30,000円 樫村　徳彦 5,000円 小泉　哉 兵庫県
中村　洋祐 東京都 30,000円 古井戸　進 群馬県 扇原　貴宏 兵庫県
牛山　美佳 東京都 20,000円 大川　有利子 群馬県 石田　公一 大阪府
長谷川　郁 東京都 10,000円 原澤　真治郎 群馬県 片岡　亜紀子 大阪府
有元　史明 東京都 10,000円 太田　一雄 東京都 種村　景子 大阪府
平山　篤志 東京都 10,000円 青柳　陽介 東京都 秋永　共起 大阪府
木田　誠 東京都 10,000円 本橋　弘臣 東京都 河崎　收 大阪府
榎本　憲子 東京都 10,000円 内海　由多加 東京都 山脇　慶子 大阪府
杉浦　弘明 東京都 10,000円 大林　尚人 東京都 北垣　尚邦 大阪府
水野　嘉信 東京都 10,000円 水野　慎也 東京都 竹内　正明 京都府
高山　宣一 東京都 10,000円 武田　寿郎 東京都 馬渡　正明 福岡県
庄子　るみ子 東京都 5,000円 深代　千之 東京都 大石　隆 北海道
牧野　安与 東京都 5,000円 久保　年且 東京都 ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ

中　眞宏 東京都 5,000円 杉本　光一朗 東京都 加藤　行宏
会田　光一 東京都 5,000円 中村　浩子 東京都 加藤　美映子
古賀　充 東京都 5,000円 瀬崎　潤 東京都 河合　信一
小林　哲英 東京都 5,000円 下村　直樹 東京都 丸山　悟史
田畑　雅祥 埼玉県 500,000円 津和崎　宏児 東京都 岩田　知範
西村　隆行 埼玉県 100,000円 小杉　繁 東京都 岩嵜　幹
井上　佳美 埼玉県 100,000円 島田　照男 東京都 吉野　智雄
内田　千恵子 埼玉県 30,000円 竹添　勝彦 東京都 久保田　春記
近藤　清文 埼玉県 10,000円 岩崎　浩 東京都 宮川　貴光
関口　純彦 埼玉県 5,000円 中神　純也 東京都 高津　麻佐実
阿部　真理子 埼玉県 5,000円 内田　薫 東京都 今野　芳弘
宮﨑　真木夫 千葉県 100,000円 土岐　浩之 東京都 榊　孝治
酒巻　善春 千葉県 100,000円 福島　淳也 東京都 芝田　佳明
櫻井　恵 千葉県 80,000円 早川　元康 東京都 小野　めぐみ
古川　浩司 千葉県 50,000円 有田　栄一 東京都 小野　好喜
岡田　彬 千葉県 30,000円 金杉　宗司 東京都 深代　和恵
佐藤　敦 千葉県 10,000円 中村　克利 東京都 秦　直道
齊藤　美由紀 千葉県 10,000円 加藤　元茂 東京都 水谷　昭子
伊藤　俊光 千葉県 10,000円 増田　秀紀 東京都 星　一輝
渡邉　哲哉 神奈川県 130,000円 小林　直哉 埼玉県 川上　望
稲葉　和彦 神奈川県 100,000円 春山　大 埼玉県 村田　茂
今井　洋 神奈川県 40,000円 荒井　幹雄 埼玉県 大橋　勉
蒲原　政英 神奈川県 20,000円 菅井　洪治 埼玉県 遅澤　悟
山本　英明 神奈川県 10,000円 金子　浩之 埼玉県 薄井　宏尭
井上　弘 神奈川県 5,000円 横山　健二 埼玉県 比嘉　明花音
志賀　敦 神奈川県 5,000円 桑原　宏文 埼玉県 布引　純史
高橋　徹 神奈川県 5,000円 宮本　裕一 埼玉県 武中　宏樹
木村　雅生 神奈川県 5,000円 竹野下　治洋 千葉県 福田　宗範
今井　崇行 栃木県 44,000円 佐藤　史和 千葉県 片桐　学
草刈　大佑 栃木県 38,000円 伊藤　謙太郎 千葉県 北見　龍彦
田村　秀 新潟県 100,000円 下田　佳紀 千葉県 籾山　英一
高崎　勉 新潟県 58,000円 阿邉　聡 千葉県 柳　伸也
荒木　壯 福島県 50,000円 林　昌宣 千葉県 鈴木　司
矢野　正浩 福島県 5,000円 本藤　樹一郎 神奈川県 齋藤　賢
荻野　拓生 石川県 25,000円 今野　栄一 神奈川県 齋藤　政行
小宮山　令子 静岡県 5,000円 西岡　渉 神奈川県
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