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吉田　正雄 埼玉県 550,000円 青木　俊大 埼玉県 15,000円 狩野　昌紀 30,000円
田畑　雅祥 埼玉県 500,000円 栗山　政子 熊本県 15,000円 渡部　信太郎 20,000円
小川　耕平 東京都 382,000円 神田　稔 千葉県 12,000円 加藤　直美 10,000円
須藤　亜紀子 群馬県 300,000円 奥田　慎介 東京都 12,000円 久保　渉 10,000円
菊地　威史 群馬県 300,000円 生方　常明 神奈川県 12,000円 粕谷　秀輔 10,000円
山科　佳弘 群馬県 200,000円 有田　圭介 茨城県 10,000円 牧田　一晃 福島県
皆川　義映 東京都 200,000円 高田　三成 栃木県 10,000円 東　英仁 茨城県
松本　晃一 千葉県 200,000円 石井　雅人 群馬県 10,000円 村上　良 茨城県
須永　智広 東京都 180,000円 山崎　元男 埼玉県 10,000円 片岡　孝則 栃木県
澁谷　浩 静岡県 140,000円 久保田　雄節 埼玉県 10,000円 新島　志津子 栃木県
加古　真一 東京都 120,000円 内海　文夫 千葉県 10,000円 新島　康夫 栃木県
田島　政広 静岡県 110,000円 御所園　健士 千葉県 10,000円 山田　憲一 栃木県
鈴木　隆司 福島県 100,000円 大下　明宏 東京都 10,000円 佐藤　秀雄 栃木県
吉田　茂 埼玉県 100,000円 深澤　真一 東京都 10,000円 髙橋　勇一 群馬県
佐々木　隆憲 埼玉県 100,000円 平松　庚三 東京都 10,000円 簗瀬　大輔 群馬県
伊藤　紳 神奈川県 100,000円 平松　庚三 東京都 10,000円 和田　昌弘 群馬県
石田　正 東京都 100,000円 高橋　澄雄 東京都 10,000円 鈴木　颯人 群馬県
平松　庚三 東京都 100,000円 奥田　慎介 東京都 10,000円 鈴木　俊博 群馬県
長濱　浩平 東京都 100,000円 福島　大輔 神奈川県 10,000円 木村　一博 群馬県
深代　千之 東京都 100,000円 宍戸　康人 山梨県 10,000円 都丸　一昭 群馬県
梶山　寛和 大阪府 100,000円 安藤　正明 静岡県 10,000円 渡辺　一彦 群馬県
石上　崇之 千葉県 80,000円 大坂　義治 兵庫県 10,000円 渡丸　昌彦 群馬県
有元　史明 東京都 80,000円 栗山　重信 熊本県 10,000円 田村　佳祐 群馬県
林　吉彦 北海道 70,000円 齋藤　順 神奈川県 6,000円 池田　史子 群馬県
池田　裕介 群馬県 62,000円 生津　秀樹 群馬県 5,000円 大久保　喜好 群馬県
大嶋　秀一 群馬県 60,000円 金子　典之 千葉県 5,000円 青木　智彦 群馬県
小久保　英明 埼玉県 60,000円 豊島　愛子 東京都 5,000円 青山　将之 群馬県
近藤　武 東京都 60,000円 山田　善大 東京都 5,000円 西山　好紀 群馬県
近藤　武 東京都 60,000円 栗山　裕次郎 東京都 5,000円 上野　隆史 群馬県
今井　昭治 東京都 60,000円 生方　文 神奈川県 5,000円 上井　宏一 群馬県
鈴木　和章 神奈川県 60,000円 石坂　大典 神奈川県 5,000円 山口　正浩 群馬県
加藤　幸夫 神奈川県 52,000円 石坂　大典 神奈川県 5,000円 古橋　裕文 群馬県
金子　昌則 群馬県 50,000円 安藤　正明 静岡県 5,000円 原澤　悠太 群馬県
青海　猛 千葉県 50,000円 大久保　浩一 福岡県 5,000円 岡田　佳大 群馬県
尾崎　義和 東京都 50,000円 栗山　栄子 熊本県 5,000円 横須賀　菜津美 群馬県
星　雄翔 神奈川県 50,000円 川原田　恭子 熊本県 5,000円 馬場　雅之 埼玉県
山口　宏文 茨城県 40,000円 秋芳　由美子 熊本県 5,000円 田村　友彦 埼玉県
高　彩虹 茨城県 40,000円 栗山　重信 熊本県 5,000円 中原　一成 埼玉県
藤本　涼香 埼玉県 40,000円 福田　貴夫 宮崎県 5,000円 竹内　勇太 埼玉県
石合　建祐 千葉県 40,000円 鈴木　重男 400,000円 川田　麻美子 埼玉県
有元　史明 東京都 40,000円 松川　仁 360,000円 菅原　奈津江 埼玉県
田村　秀 新潟県 40,000円 上村　秀康 350,000円 春山　大 埼玉県
佐藤　剛 群馬県 32,000円 大野　芳裕 300,000円 高橋　哲矢 埼玉県
吉井　友哉 群馬県 30,000円 米山　義明 260,000円 金谷　明美 埼玉県
大川　耕平 埼玉県 30,000円 黒栁　千賀子 200,000円 金谷　多文 埼玉県
小杉　衛 東京都 30,000円 黒栁　美恵子 200,000円 岩澤　泰洋 埼玉県
西岡　晃太郎 神奈川県 26,000円 今西　毅 100,000円 河野　祥平 埼玉県
岡田　綾子 神奈川県 24,000円 江川　修 100,000円 澁谷　真一 千葉県
加藤　八重子 神奈川県 22,000円 佐々木　隆憲 100,000円 徳田　哲夫 千葉県
片山　操 茨城県 20,000円 林　賢一 100,000円 清宮　善行 千葉県
西村　彩果 群馬県 20,000円 森　順一 100,000円 和田　希代志 東京都
近藤　英征 埼玉県 20,000円 長田　忠幸 80,000円 北川　智彦 東京都
吉野　勝久 埼玉県 20,000円 岩瀬　真由美 72,000円 米山　正直 東京都
栗山　友彦 東京都 20,000円 加藤　修一 50,000円 福島　一浩 東京都
青木　宏典 東京都 20,000円 有田　理 50,000円 白石　圭司 東京都
角田　裕二 神奈川県 20,000円 峯川　薫 40,000円 梅津　直樹 東京都
吉原　成幸 神奈川県 20,000円 谷内　康弘 30,000円 内海　由多加 東京都
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島津　真紀 東京都 河島　優樹 田所　晃
渡辺　利文 東京都 華園　寿 田村　今朝雄
渡辺　孝喜 東京都 角田　正裕 田村　秀
滝浦　和幸 東京都 関谷　猛 田村　淳一
杉本　仁 東京都 吉川　学 渡部　眞士
深沢　雅信 東京都 吉田　徹 渡辺　靖彦
緒方　和己 東京都 宮島　邦夫 土井　太
鹿住　陽子 東京都 宮﨑　真木夫 島岡　譲
山田　涼雅 東京都 桐原　俊之 藤原　善晴
山崎　隆雄 東京都 栗山　重信 梅津　裕一郎
斎藤　直人 東京都 栗山　政子 白根　修
佐藤　龍貴 東京都 兼本　伊織 白石　久美子
佐藤　光代 東京都 古賀　美音 白石　信敬
久保　年且 東京都 戸梶　拓也 飯岡　茂弘
岩田　陽一 東京都 工藤　智 苗村　昌義
間部　護 東京都 高橋　宏 冨田　雅和
家本　賢太郎 東京都 高橋　励 武田　康家
榎本　悟 東京都 今西　毅 福田　宗範
伊藤　博之 東京都 佐々木　愛乃 米倉　正美
鈴村　高幸 神奈川県 佐々木　久夫 片岡　武盛
木村　真也 神奈川県 佐藤　安則 本間　賢一
板津　貴之 神奈川県 佐藤　秀雄 本橋　弘臣
大槻　隆史 神奈川県 佐藤　大介 木村　謙吾
石井　光政 神奈川県 佐藤　勇太 木村　奈津子
小林　慶太 神奈川県 砂川　敏幸 柳本　剛
小野塚　幸治 神奈川県 細谷　昌良 有馬　賢
小保方　弘樹 神奈川県 桜井　賢一 林　雪梅
山嵜　充雄 神奈川県 三枝　敬仁 鈴森　拓海
佐藤　大地 神奈川県 三木　真由美 鈴木　愛子
吉田　啓仁 神奈川県 山口　竜也 鈴木　秀雄
稲葉　和彦 神奈川県 山田　浩行 鈴木　保子
田村　秀 新潟県 山田　直彦 鈴木　明裕
佐藤　将博 新潟県 山内　康彦 鈴木　靖
兼松　裕史 三重県 寺迫　潤一 鈴木　勇人
北中　努 大阪府 酒井　康弘 櫻井　淳司
木村　英助 兵庫県 松田　実 櫻井　美和
田中　正蔵 兵庫県 上田　康久 澤田　実
吉田　智子 兵庫県 新島　志津子
橋本　正和 佐賀県 森　恵介
増田　秀紀 熊本県 西川　勝巳
Laughlin　Morgan 西野　貴幸
安達　幸三郎 石岡　和総
安達　潤 石川　一輝
安達　慎之介 設楽　光広
安達　帆乃香 前原　夢香
安達　法子 村上　泰盛
安藤　正明 村上　忠
伊藤　紳 大垣　政一
稲毛　信夫 大橋　昌宏
引地　孝 大森　孝之
永井　学 大友　常世
永井　啓介 滝口　一幸
岡村　興太郎 瀧澤　章光
岡村　建 中村　恵子
岡田　吉充 中村　稔
加藤　修 町野　あい
加藤　博敏 天方　龍之輔


