
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部 貴知・阿部 義徳・阿部 真里奈・安井 大介・安井 舞衣・安井 勇翔・安井 祐代・

安江 直美・安達 章将・安達 良太・安田 錠志・安田 和弘・安藤 幸子・安藤 浩子・ 

安藤 司・安藤 正輝・安部 和洋・安部 和洋・伊神 正泰・伊東 桂一・伊藤 一・ 

伊藤 雅章・伊藤 海璃・伊藤 啓・伊藤 恵子・伊藤 幸夫・伊藤 勝治・伊藤 伸孝・ 

伊藤 征幸・伊藤 知隆・伊藤 舞・伊藤 梨音・伊藤 隆・井戸上 薫・井戸上 江里子・ 

井戸上 正憲・井戸上 漣翔・井上 満・稲垣 健二・稲垣 孝郎・稲垣 法雄・稲山 哲也・

稲葉 有子・宇佐美 誠・宇佐見 孝道・羽柴 剛士・羽田野 宏樹・羽田野 裕基・ 

鵜飼 利行・永井 久規・永井 裕・奥岡 慎也・横井 克也・横井 克也・横井 潤・ 

横井 早苗・横井 勇・横江 雄司・横山 太郎・横山 靖・王 若洋・岡 亨・岡本 典子・

沖崎 安幸・下坂 一平・下澤 幸雅・加賀 則至・加藤 佳樹・加藤 喜代隆・加藤 久典・

加藤 匡也・加藤 功師・加藤 勝芳・加藤 尚子・加藤 真粧美・加藤 聖也・加藤 静治・

加藤 泰弘・加藤 哲史・加藤 裕一・河口 昇平・河瀬 誠・河路 久美子・河路 直人・ 

花田 英司・花田 彩可・花田 菜々子・花田 奈美枝・会田 真愛由・会田 由香・ 

角川 広樹・葛谷 夕貴・蒲地 晃・粥川 一成・関戸 優子・丸井 紗智子・岩坂 竹士・ 

岩城 悟・岩田 喜一・岩田 伸彦・岩田 斉・岩田 直人・岩田 典子・岩武 泰子・ 

吉久 成春・吉川 慎二・吉沢 裕一・吉田 夏樹・吉田 彰浩・吉田 真人・吉田 遥真・ 

吉武 哲也・吉留 大祐・久松 賢人・宮地 崇・宮田 正晴・宮脇 昭・宮澤 拓也・ 

共田 吉宏・橋詰 絹子・橋詰 武司・橋田 央輝・玉城 浩・近藤 亜友美・近藤 佳子・ 

近藤 貴秀・近藤 貴之・近藤 慶彰・近藤 康夫・近藤 充隆・近藤 梨亜・熊崎 英里奈・

熊沢 宏幸・栗木 浩幸・鍬田 秀樹・迎  ひとみ・迎  淳・迎  真之介・迎 さくら・

原 丈衛・原 登・原田 顕雄・原田 大介・古家 常一・古居 和樹・古山 剛・古川 彰・

古田 淳也・古田 信行・古澤 実佳子・戸松 幸司・胡 昌曙・五十嵐 博之・後藤 幸雄・

後藤 剛・後藤 昭次・後藤 博・後藤 美侑・後藤 萌亜・後藤 優亜・工匠 剛史・工藤 雅・

幸村 聡・江口 淳・江口 登志子・江口 靖翁・江口 梨紗・江崎 大介・江場 義男・ 

江尻 光隆・江川 圭二・溝口 哲也・溝口 良徳・甲斐 達・荒井 広由・荒川 元一・ 

荒島 正・荒木 健一・荒木 文勝・高間 正信・高橋 一彦・高橋 進・高本 霞・ 

高本 春佳・高木 基行・高木 功・今井 努・今井 竜也・今枝 義貴・今堀 賢二・根尾  淳・

根尾 淳・佐久間 貴也・佐々木 潤子・佐々木 心・佐々木 透・佐藤 りりの・佐藤 英幸・

佐藤 憲雄・佐藤 憲雄・佐藤 珠実・佐藤 真臣・佐藤 達也・佐藤 智之・坂井田 博士・

坂田 孝治・坂田 樹・坂田 涼香・榊原 有里奈・鮫島 淳・三浦 博・三口 栄一・ 
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三田 修司・三輪 幸司・三輪 桃子・三澤 享世・三澤 周平・三澤 勇・三澤 来実・ 

山浦 宏行・山下 正暢・山下 直也・山下 博喜・山下 隆通・山口 健治・山口 哲司・ 

山崎 栄次郎・山崎 宏一・山崎 昌彦・山地 れのん・山地 正直・山田 恵里伽・ 

山田 耕二・山田 史子・山田 勝久・山田 章・山田 哲弘・山田 裕子・山内 健嗣・ 

山本 敦司・山﨑  聡・市橋 たみ子・市川 治夫・市川 潤・市川 昌好・市川 芳美・ 

指宿 遼・寺村 剛幸・寺沢 哲哉・篠田 憲明・柴山 敬裕・柴田 栄・柴田 康博・ 

柴田 康平・柴田 俊哉・柴田 尚利・柴田 清・柴田 裕介・柴田 倫学・若山 甫・ 

守屋 広太・秋本 恵美子・春日井 条治・小笠原 豊・小栗 達・小崎 貴之・小山 裕康・

小松 勇・小川 真由・小塚 紘司・小椋 健太郎・小椋 友康・小木曽 里奈・小野 実具・

小野 泰郎・小野 敦子・小林 大祐・松井 輝人・松井 靖・松岡 敏裕・松原 誠・ 

松崎 英二・松山 順子・松川 耕二・松川 邦雄・松本 康寛・松本 弘喜・松本 文男・ 

上村 真一・上田 徳文・上田 文雄・上野 順一・上野 善隆・城 辰徳・城寺 理恵・ 

城田 千華・植松 功・植田 浩・新家 功・森 寛治・森 三夫・森 昇治・森 善和・ 

森 佑之・森 佑之・森一 義人・森下 一成・森口 茂・森田 一生・森田 新吾・森島 隆・

森本 幹男・深田 惠元・神崎 和義・神野 左千夫・須田 真矢・須藤 由美子・水口 妙子・

水口 竜・水口 和奏・水口 昊・水口 笙・水谷 淳一・水分 康之・水野 治人・ 

杉山 雅彦・杉山 祐介・杉本 雄亮・菅原 広大・菅沼 しのぶ・菅沼 叶夢・菅沼 敦彦・

菅沼 凌空・成田 真・星 隆清・清水 俊宏・清水 信行・清水 誠・清水 雄太・ 

清田 佳奈・生田 和道・西海 正祐・西山 健人・西川 金一・西村 圭太・西村 賢二・ 

西村 秀彦・西田 哲之・西尾 信人・西尾 敦・西本 勇・斉藤 良雄・石垣 強・ 

石田 愛夏・石田 楽夏・石田 新夏・石田 八重子・石田 邦広・千田 昌孝・川浦 みなみ・

川浦 肇・川口 新一・川口 和則・川合 隼人・川坂 信広・川崎 幸直・川崎 晴彦・ 

川上 栄之・川島 芳樹・川東 勝行・川面 美季・浅井 崇明・浅井 美鈴・浅野 愛華・ 

浅野 愛生・浅野 一憲・浅野 佳江・浅野 耕生・浅野 俊秀・浅野 清一・浅野 篤宏・ 

浅野 亮子・前田 幹直・前田 真美・倉澤 収・早見 則夫・早瀬 武雄・早川 広見・ 

早川 怜寿・相馬 雄二朗・増田 洋介・増田 颯汰・則竹 哲子・村雲 翔・村松 唯衣・ 

村松 由紀子・村上 隆太・村上 隆太・太田 正彦・大橋 和男・大杉 ひかる・大石 信一・

大谷 勝文・大竹 一美・大平 富也・大平 富也・大野  紀明・大友 敦・大友 理成・ 

滝口 栄子・沢田 好美・棚橋 祐二・谷 克人・谷内 みゆき・丹羽 広志・丹羽 正視・ 

池田 ひとみ・池田 賛次・池田 志野・池田 真琴・竹隈 尚子・竹田 政史・竹内 順治・

竹内 勝政・竹内 勝政・竹之内 孝彦・竹之内 萌々子・中 正司・中井 守・中家 啓太・

中間 俊広・中神 光弘・中西 美代子・中川 三樹夫・中川 正幸・中村 雅裕・中村 清信・

中村 卓也・中村 奈津江・中村 有里・中島 英二・中島 学・中島 紀子・中島 啓一・ 

中島 雄輝・中野 優弘・朝居 源人・調 貞典・長屋 滋樹・長橋 英樹・長崎 真澄・ 

長谷 川 伸一・長谷川 晃・長谷川 拓也・長谷川 智大・長縄 志伸・長尾 伸哉・ 

長尾 正樹・塚田 和也・塚本 真大・辻 精一・辻本 純一・田貝 正吉・田口 春雪・ 

田上 雅樹・田上 貴之・田中 希代己・田中 宏徳・田中 行成・田中 勝樹・田中 美智子・

田中 彪雅・田中 良太郎・田中 瑠夏・田島 一成・渡辺 勝典・渡辺 平常・渡辺 亮・ 

都築 玄洋・土井 淳二・島 うるは・島 治希・東野 久美男・藤田 強・藤田 和久・ 

頭師 まどか・徳松 利信・内藤 徹雄・日置 俊之・日比 武・日比野 実・日比由 香里・



波多野 涼子・馬渕 信行・馬渕 達志・梅村 英司・梅田 雅史・梅田 浩二・萩庭 義暢・

畠中 益喜・八幡 匡克・半田 信吾・飯田 章・飯田 和浩・尾形 忠之・蛭川 鋭治・ 

浜元 一生・浜元 一生・不動地 由香・夫馬 喜義・夫馬 照三・武井 友則・武井 陽南・

武山 久・服部 喜英・服部 小夜子・服部 大輔・福井 規士・福田 愛子・福島 希直・ 

福島 孝二・福島 千妃呂・福島 素直・平井 英樹・平工 博己・平山 博康・片桐 金一・

片桐 金一・片桐 敏江・片山 愛梨・片山 泰宏・片山 陽子・北崎 良治・北谷 圭・ 

牧 真太朗・牧田 直人・牧野 修・堀場 正人・堀川 博光・堀田 まゆみ・堀田 澄雄・ 

堀田 誠・堀内 浩幸・堀内 和彦・本間 洋介・本田 文利・末松 里那・名倉 和代・ 

茂利 泰男・木村 将吾・木村 正明・木本 淳・野口 光明・野村 智子・野村 祐月・ 

野田 宗利・野田 卓男・野辺 豊久・野々垣 幸憲・野呂 奈美・矢田 理津子・柳原 一稀・

柳原 匠登・柳原 佑衣・柳原 由貴・柳原 庸二・柳田 ありと・柳田 弘幸・柳田 朋恵・

立松 伸仁・立松 篤・立木 律邦・力武 順二・林 一志・林 宏明・林 正巳・林 清二・

林 智也・林 祐子・鈴村 しのぶ・鈴村 雅代・鈴木  淳・鈴木 英夫・鈴木 英夫・ 

鈴木 宏明・鈴木 浩二・鈴木 伸一・鈴木 忠・鈴木 武助・鈴木 裕之・和田 帆波・ 

脇坂 太智・脇田 崇・脇﨑 良次・櫻井 栄二・櫻井 進・櫻井 宣治・澤井 綾乃・ 

濱崎 いづみ・濱地 創司・濱野 一忠・齋田 浩司・齋藤 優司・髙木 暁仁・ナタポン・

地域住民の皆様 84 名・春日小学校 19 名・春日中学校 64 名・ 

一宮少年少女発明クラブ 43 名 


