
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

青山 浩司・赤松 絵理・赤松 一也・阿部 明美・天川 典彦・天野 拓磨・荒井 正昭・ 

荒田 朝耶・飯田 和浩・伊神 和浩・井沢・石井 勝美・石川 輝彦・石川 輝行・ 

石川 富和・石田 皓也・石原 康行・板谷 浩樹・市川 雅裕・市橋 たみ子・伊藤・ 

伊藤 慎次・伊藤 隆・伊藤 敏也・伊藤 伸孝・伊藤 洋平・稲員 英次・井之上 健吾・ 

井上 信子・今井 勝治・今井 昇三・岩下 裕三・岩本 稔・上田 勝宏・牛田 勝己・ 

牛田 貴子・牛田 嘉徳・牛田 義郎・内村・梅谷 隆夫・江崎 大介・江田 基成・ 

遠藤 友美・大川内 三千博・大河内 太一・太田 将樹・大谷 勝文・大谷 博雄・ 

大塚 謙次・大橋 務・大橋 照夫・大原 慎剛・小笠原 法夫・岡田 由夏・岡部 功治・ 

岡村 直明・岡村 成仁・尾関 寛・小野 敦子・小野 友治・小野寺健克・甲斐 達・ 

春日井徹・加藤 浩一・加藤 史生・加藤 雅大・加藤 由香・加藤 麗・加藤邦雄・ 

金武 優次・烏山 幸三・川内 祐介・川端 新次・河辺・神原 好利・菊池 計人・ 

貴田 誠・木村・木村 進・木本 和行・共田 吉宏・桐原 清・櫛田 清美・櫛田 義彦・ 

久納 英治・倉澤  収・倉知 利次・倉信 綾乃・栗本 亜美・栗本 博之・栗本 真衣・ 

黒崎 俊樹・小出 康貴・小久保 永浩・後藤 篤・後藤 久嗣・後藤 正直・後藤 光弘・ 

古森 勉・近藤 郁夫・近藤 智・近藤 貴則・近藤 武史・近藤 康夫・斉藤 賢・ 

齋藤 良雄・斎藤文香・栄 富貴男・榊原 績・榊原 祐治・榊原 崚介・坂田・ 

坂之上 忠生・阪本 伸一・櫻井 恵介・佐々木 恵美・佐々木 智之・笹ノ内 剛・ 

佐藤 寿幸・佐藤 英幸・澤木・沢田 克博・澤田 昌見・三ツ山 寛・鹿野 恵三・下口 綾・

柴田 憲吾・島崎 祐介・清水 隆弘・下田 禎己・下宮 健一・小曽根 康夫・菅沼 良則・

杉浦 高広・杉野 光明・杉本 和隆・杉本 今日子・杉山 直也・杉山 雅規・鈴木 明彦・

鈴木 直之・鈴木 浩貴・鈴木 基矢・鈴木 佑汰・鈴木 由博・荘田 達矢・大﨑 愛矢・ 

高木 昭二・高倉 淳子・高倉 圭太朗・高倉 孝志・高倉 歩夏・高嵜 登・高田 健太・ 

高橋 政治・高橋 春男・高柳 由宗・竹市・竹内 公啓・竹内 真紀・竹内 政充・ 

竹内 雪治・武田 信一・武山 久・田島 充浩・田中・田中 敏成・田中 秀弥・田中 正起・

田邉 正和・谷 昭人・谷澤 利行・丹家 直樹・丹下 峰男・千代坂 剛司・柄野 哲也・ 

寺田 知・寺西 康裕・富田 直人・富田 春巳・冨田 誠・永井 雄治・長尾・中吉 梨恵・

中島 義信・永田 篤志・永田 賢児・中村 繁人・中村 呈智・中山 修一・成田 十三雄・

二井 和夫・西村 浩治・西森 守・二宮 裕・野内 浩一・野々垣 聡浩・則武 義裕・ 

橋本 祐樹・長谷川 悟・八野田 紀秀・服部 健一郎・馬場 真初・馬場 義人・濱川 正幸・

濱田 和喜・濱地 創司・早川 義己・早坂 茂春・林 晃司・原 登・原田 敬二・ 

Miyoshi Distribution Center 

Tree planting area

Titles omitted, random order



日下 政之・平川 功志・平野 仁美・広瀬 勉・広瀬 智治・深見 清貴・福元 清治・ 

藤井 敦浩・藤井 大助・伏屋 英典・古田 淳也・星野 勝・細江 登・細野 純一・ 

堀井 安弘・堀内 主税・本郷 紀子・牧野 和子・牧野 哲也・増元 里和・増元 哲也・ 

松川 耕二・松川 才一・松崎 和光・松嶋 久・松本 良成・松本 吉幸・真野 勉・ 

真野 俊則・丸井 紗智子・万谷 克巳・水野・水野 和久・水野 和人・水野 慶介・ 

宮本 芳乃・向井 勝広・村瀬 清貴・村端 和也・森口 茂・森島 隆・安井 祐代・ 

矢田 光男・八幡 匡克・山内 繁尚・山内 伸二・山路 兼松・山田 栄子・山田 一寿・ 

山田 勝志・山田 憲伸・山田 裕之・山田 美栄子・山田 吉則・山中 浩司・ 

山之内 健次郎・岼 政博・横村 隆雄・吉田 彰浩・吉田 誠・吉田 誠・吉原 俊一・ 

吉冨 力・渡辺 浩・稲村 耕治・下宮 風夏・吉田 道代・吉冨 朱音・吉冨 律子・ 

近藤 辰雄・高嵜 遥愛・高嵜 瑠見子・今井 健斗・寺田  直子・寺田 慎・寺田 弘康・

寺田 祐介・小野 煌桜・小野 孝之・水野 天翔・杉本 麻衣・星野 七海・千代坂 亜子・

千代坂 弘子・倉信 笑・則武 恵子・村瀬 淳子・村瀬 ほのか・村瀬 大和・大塚 弥生・

大塚 祐奈・大塚 稜太・大塚 新二・鄭 順・藤井 香里・藤井 莉子・日下 蒼唯・ 

日下 知佳・日下 雅弥・日下 柚李・八幡 花音・八幡 龍・若山 甫・福庭 政博・ 

堀井 彩妃・堀井 颯晟・堀井 孝江・林 和輝   


