
駐⾞券当選参加者⼀覧
フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県）

ﾔ⾏
ﾔｵ ﾉﾘﾋｺ ⼋尾 典彦（⾹川県）

ﾔｷﾞ ｱｷﾗ ⼋⽊ 明（⾹川県）

ﾔｷﾞ ｹﾝｻｸ ⽮⽊ 健策（⾹川県）

ﾔｷﾞ ｻﾄﾙ ⼋⽊ 悟（徳島県）

ﾔｻｶ ｸﾆｵ ⼋阪 國夫（⼤阪府）

ﾔｻﾞﾏ ﾔｽﾋﾄ ⽮間 靖⼈（東京都）

ﾔｻﾞﾜ ﾏｺﾄ ⽮澤 誠（埼⽟県）

ﾔｼｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 屋敷 昌秀（岡⼭県）

ﾔｽｲ ﾋﾛﾉﾘ 安井 博則（岡⼭県）

ﾔｽｲ ﾌﾐﾋﾛ 安井 ⽂宏（⾹川県）

ﾔｽｲ ﾖｼﾋﾄ 安井 睦⼈（⾹川県）

ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ 安⽥ 淳（岡⼭県）

ﾔｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ 安⽥ 誠治（⾹川県）

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 保⽥ 英彰（⾹川県）

ﾔｽﾄﾐ ﾜﾀﾙ 安冨 亘（⼤阪府）

ﾔｽﾊﾗ ﾂﾄﾑ 安原 努（⼤阪府）

ﾔｽﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 安原 肇（岡⼭県）

ﾔｽﾊﾗ ﾏｻｷ 安原 正樹（⾹川県）

ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾂｸﾞ 安丸 聖紀（徳島県）

ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾐ 安丸 正美（徳島県）

ﾔｽﾑﾛ ｶｽﾞﾔ 安室 和哉（兵庫県）

ﾔｽﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 安本 忠司（岡⼭県）

ﾔﾃﾗ ｹﾝｼﾞ ⽮寺 建⽰（⼤阪府）

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝｼﾞ 柳澤 健司（東京都）

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 柳⽥ 修吾（⼤阪府）

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 柳本 朋幸（⾼知県）

ﾔﾉ ｱｷﾗ 箭野 輝（⾼知県）

ﾔﾉ ｶﾂｼﾞ ⽮野 勝治（徳島県）

ﾔﾉ ｼｹﾞｵ ⽮野 茂男（愛媛県）

ﾔﾉ ｼｭｳｾｲ ⽮野 秀誠（⾹川県）

ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｺ ⽮野 順⼦（徳島県）

ﾔﾉ ｼｮｳｲﾁ ⽮野 正⼀（徳島県）

ﾔﾉ ｼﾝｲﾁ ⽮野 真⼀（徳島県）

ﾔﾉ ｾｲｼﾞ ⽮野 清⼆（徳島県）

ﾔﾉ ﾃﾂﾔ ⽮野 哲也（⾹川県）

ﾔﾉ ﾋﾃﾞｱｷ ⽮野 秀明（島根県）

ﾔﾉ ﾋﾄﾐ ⽮野 仁美（⾹川県）

ﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ ⽮野 雅弘（愛媛県）

ﾔﾉ ﾏｻﾔ ⽮野 昌也（⾹川県）

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 藪内 廣之（⾹川県）

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾏｺﾄ 籔内 誠（岡⼭県）

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾔｽﾋﾄ 薮内 康史（徳島県）

ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｽｹ ⽮吹 祐輔（岡⼭県）

ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ⽮部 純也（徳島県）

ﾔﾍﾞ ｼﾝﾔ ⽮部 真也（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ⼭内 ⼀弘（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｺ ⼭内 尚⼦（⼤阪府）

ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ ⼭内 ⼤嗣（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾄｼ ⼭内 將利（⾼知県）

ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾊﾙ ⼭内 光春（岡⼭県）

ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾙ ⼭内 満（⼤阪府）

ﾔﾏｳﾁ ﾘｭｳｽｹ ⼭内 隆助（⾹川県）

ﾔﾏｵｶ ﾏｻｼ ⼭岡 正⼠（⾹川県）

ﾔﾏｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ ⼭⾹ 正和（⼤阪府）

ﾔﾏｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝ ⼭⽅ 淳（広島県）

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ ⼭縣 弘⾏（岡⼭県）

ﾔﾏｶﾞﾐ ｿｳﾀ ⼭上 宗太（愛媛県）

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ ⼭上 ⼤輔（⾹川県）

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ ⼭神 忠（⾹川県）

ﾔﾏｶﾜ ｱﾂｼ ⼭川 淳史（岡⼭県）

ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ ⼭川 真⼀郎（徳島県）

ﾔﾏｶﾜ ｿｳﾀ ⼭川 颯太（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲｷ ⼭⼝ 凱⽣（愛知県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ ⼭⼝ 樹⼀郎（岡⼭県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ⼭⼝ 宏⼆（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ ⼭⼝ 耕平（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ ⼭⼝ 茂樹（岡⼭県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ ⼭⼝ ⿓次（兵庫県）

ﾔﾏｺﾞｴ ﾋﾛﾕｷ ⼭越 博之（広島県）

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷｵ ⼭崎 彰男（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ｴﾐ ⼭崎 恵美（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ｵｻﾑ ⼭崎 修（岡⼭県）

ﾔﾏｻｷ ｷﾖﾄ ⼭崎 清⼈（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ｹｲ ⼭崎 啓（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ ⼭崎 ⽵丸（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ ⼭崎 展宏（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ ⼭崎 宏（⾹川県）

ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｼﾞｵ ⼭崎 富⼠雄（⾹川県）

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｼ ⼭崎 雅司（兵庫県）

ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾉﾘ ⼭崎 正憲（⾹川県）

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾉﾘ ⼭崎 三徳（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾖｼｶｽﾞ ⼭﨑 義和（岡⼭県）

ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ ⼭﨑 好訓（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾞ ｶｵﾘ ⼭地 加織（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ｶﾝｽｹ ⼭地 勘介（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾀﾞｲｷ ⼭路 ⼤樹（愛媛県）

ﾔﾏｼﾞ ﾋﾃﾞｷ ⼭地 英幹（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛｼ ⼭地 普（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ ⼭路 博⽂（広島県）

ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋｺ ⼭下 晃彦（愛媛県）

ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾞﾛｳ ⼭下 英次郎（京都府）

ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ ⼭下 恭平（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼﾞ ⼭下 敬⼆（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ ⼭下 幸⼀（茨城県）

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ ⼭下 幸樹（⼤阪府）

ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ ⼭下 ⼤輔（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾉﾘ ⼭下 ⾼功（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ ⼭下 敬之（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ ⼭下 朋秀（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ ⼭下 智哉（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾋｻ ⼭下 治久（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ ⼭下 雅弘（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾐﾈﾋｺ ⼭下 峰彦（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄｵ ⼭下 幹⽣（徳島県）

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ ⼭下 優⼀（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ ⼭下 勇紀（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾘ ⼭下 善教（岡⼭県）



駐⾞券当選参加者⼀覧
フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県）
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ ⼭⽥ 和⼈（徳島県）

ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ⼭⽥ 啓介（徳島県）

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ⼭⽥ 健太郎（島根県）

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ ⼭⽥ 耕三（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ ⼭⽥ 浩平（岡⼭県）

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ ⼭⽥ 修嗣（岡⼭県）

ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ ⼭⽥ 誠司（愛媛県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ ⼭⽥ 達也（東京都）

ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ ⼭⽥ 哲弘（岡⼭県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ⼭⽥ 利洋（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｵ ⼭⽥ 治⽣（岡⼭県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ ⼭⽥ 洋司（岡⼭県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ ⼭⽥ 真⽣（滋賀県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ ⼭⽥ 将登（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ ⼭⽥ ⿇未（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｴ ⼭⽥ ⿇⾥江（島根県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ ⼭⽥ 稔（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ ⼭⽥ 由美⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ⼭⽥ 亮太（愛知県）

ﾔﾏﾀﾆ ﾋｻｼ ⼭⾕ 永（⾹川県）

ﾔﾏﾁｶ ﾏｻﾉﾘ ⼭近 正憲（⾹川県）

ﾔﾏﾄｸ ﾕｷﾐﾂ ⼭徳 幸光（⾹川県）

ﾔﾏﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ ⼭中 昇（京都府）

ﾔﾏﾅｶ ﾉﾘﾋﾛ ⼭中 典広（⾹川県）

ﾔﾏﾅｶ ﾖｳｼﾞ ⼭中 庸史（⼤阪府）

ﾔﾏﾅﾐ ﾖｼﾋﾛ ⼭南 好弘（三重県）

ﾔﾏﾆｼ ﾖｼｱｷ ⼭⻄ 良明（岡⼭県）

ﾔﾏﾈ ｶﾂﾋﾛ ⼭根 克博（⾹川県）

ﾔﾏﾈ ﾀｶｼ ⼭根 孝志（広島県）

ﾔﾏﾈ ﾂﾄﾑ ⼭根 勉（⾹川県）

ﾔﾏﾈ ﾉﾘﾕｷ ⼭根 紀幸（岡⼭県）

ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ ⼭根 誠（⿃取県）

ﾔﾏﾉ ﾀｸﾔ ⼭野 卓也（⿃取県）

ﾔﾏﾊ ﾏﾅﾌﾞ ⼭⽻ 学（三重県）

ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ ⼭平 和也（徳島県）

ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ ⼭平 和也（兵庫県）

ﾔﾏﾍﾞ ｼﾝｲﾁ ⼭部 真⼀（岡⼭県）

ﾔﾏﾐﾂ ｺｳﾀ ⼭光 康太（⾹川県）

ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ⼭村 憲司（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｺ ⼭本 愛⼦（兵庫県）

ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ ⼭本 晃之（愛知県）

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ ⼭本 温（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ ⼭本 清数（埼⽟県）

ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｶｽﾞ ⼭本 邦⼀（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ⼭本 賢治（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ ⼭本 ケンタ（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ⼭本 浩司（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ⼭本 耕司（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ ⼭本 皓太（広島県）

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ⼭本 真吾（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ ⼭本 真也（兵庫県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ ⼭本 ⼤貴（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ⼭本 貴裕（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ ⼭本 忠（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ ⼭本 達也（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ ⼭本 徹（⼤分県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ ⼭本 友博（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ ⼭本 尚希（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾙｷ ⼭本 徳樹（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ ⼭本 伸明（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻﾉﾘ ⼭本 尚則（三重県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾄ ⼭本 英⼈（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ ⼭本 裕⼦（兵庫県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ ⼭本 博宣（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ ⼭本 浩史（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ⼭本 博之（広島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ⼭本 博之（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ⼭本 博之（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ⼭本 裕之（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ ⼭本 ⿇⾐（三重県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ ⼭本 誠（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ ⼭本 三博（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂ ⼭本 睦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ ⼭本 靖（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ ⼭本 有⼆（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ ⼭本 幸宏（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾂｺ ⼭本 津⼦（⾹川県）

ﾔﾓﾁ ｶｽﾞﾔ ⽮持 和也（岡⼭県）

ﾕ⾏
ﾕｱｻ ｺｳﾀﾛｳ 湯浅 孝太郎（徳島県）

ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ 湯浅 勉（徳島県）

ﾕｱｻ ﾄｵﾙ 湯浅 徹（岡⼭県）

ﾕｱｻ ﾉﾘﾏｻ 湯浅 憲正（徳島県）

ﾕｱｻ ﾋﾛｷ 湯浅 博樹（⾹川県）

ﾕｲﾀ ｱｷﾋﾛ 結⽥ 明博（愛媛県）

ﾕｳｷ ﾅｵﾔ 結城 直哉（徳島県）

ﾕｷﾀ ﾀﾂｷ 幸⽥ ⿓樹（⾹川県）

ﾕｷﾀｹ ﾅｵｷ 雪⽵ 直樹（岡⼭県）

ﾕｷﾉ ﾕｳｽｹ 雪野 裕介（埼⽟県）

ﾕｷﾔｽ ﾂｶｻ ⾏安 司（⾹川県）

ﾕｸﾞﾁ ﾀｹｵ 湯⼝ 武夫（徳島県）

ﾕｹﾞ ｴﾘ ⼸削 絵梨（⾹川県）

ﾕﾃｸﾞﾁ ﾏｻｷ 由⼿⼝ 正樹（⾹川県）

ﾕﾉｳｴ ﾂﾖｼ 湯上 剛（兵庫県）

ﾕﾉｷ ｲﾁﾛｳ 柚⽊ ⼀郎（岡⼭県）

ﾕﾉｷ ﾀﾞｲｽｹ 柚⽊ ⼤佑（⾹川県）

ﾕﾓﾄ ﾋﾛｼ 湯本 博（⾹川県）

ﾕﾘｴ ﾋﾛﾌﾐ 淘江 宏⽂（京都府）

ﾖ⾏
ﾖｺｲ ﾋﾛｷ 横井 広樹（⾹川県）

ﾖｺｵｶ ﾋﾛｼ 横岡 弘（⾹川県）

ﾖｺｾ ｼｮｳｷ 横瀬 翔輝（徳島県）

ﾖｺｾﾞｷ ﾀｶﾕｷ 横関 貴之（⾹川県）

ﾖｺﾀ ｶｽﾞｵ 横⽥ 和夫（⾹川県）

ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ 横⽥ 和希（東京都）

ﾖｺﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 横⽥ 健太郎（北海道）

ﾖｺﾀ ｼｮｳ 横⽥ 翔（⾹川県）

ﾖｺﾀ ｾｲｺ 横⽥ 聖⼦（⾹川県）



駐⾞券当選参加者⼀覧
フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県）
ﾖｺﾀ ﾅｵﾔ 横⽥ 直哉（⾹川県）

ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾛ 横⽥ 恭宏（徳島県）

ﾖｺﾊﾞﾀｹ ﾋﾛﾐﾂ 横畠 寛充（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ｺｳｿﾞｳ 横⼭ 浩三（岡⼭県）

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 横⼭ 隆⽂（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ 横⼭ 卓⼰（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 横⼭ 智樹（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 横⼭ 広樹（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 横⼭ ⼤（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 横⼭ 裕⼆（兵庫県）

ﾖｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 横⼭ 幸弘（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 横⼭ 祥弘（埼⽟県）

ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 横⼭ 稜平（京都府）

ﾖｼｲ ｼｮｳﾌﾞ 吉井 尚武（⾹川県）

ﾖｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 好井 ⼤輔（⾹川県）

ﾖｼｲ ﾕｳｽｹ 吉井 祐介（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 吉岡 和浩（⾼知県）

ﾖｼｵｶ ｼｭｳｲﾁ 吉岡 修⼀（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 吉岡 潤平（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 好岡 ⼤吾（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ 吉岡 公希（岡⼭県）

ﾖｼｵｶ ﾏｻﾌﾐ 吉岡 雅史（愛媛県）

ﾖｼｵｶ ﾖｼﾋﾄ 吉岡 義⼈（⾹川県）

ﾖｼｶﾜ ｶｵﾙ 吉川 かおる（兵庫県）

ﾖｼｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 吉川 幸造（徳島県）

ﾖｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 吉川 浩平（東京都）

ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 吉川 真平（徳島県）

ﾖｼｶﾜ ﾀｹﾋｺ 吉川 岳彦（⾹川県）

ﾖｼｶﾜ ﾄｼｷ 吉川 利樹（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ｱｷｵ 吉⽥ 明⽣（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾄ 吉⽥ 晟⼈（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 吉⽥ 明（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 吉⽥ 修（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾕｳ 吉⽥ 海佑（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 吉⽥ 健⼀（兵庫県）

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 吉⽥ 健吾（滋賀県）

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 吉⽥ 健⼈（⾼知県）

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 吉⽥ 浩司（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 吉⽥ 修司（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 吉⽥ 修⼆（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 吉⽥ 純⼀郎（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 吉⽥ 尚平（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ 吉⽥ 盛⼆（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 吉⽥ 拓司（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 吉⽥ 俊明（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 吉⽥ 俊幸（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 吉⽥ 直樹（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 吉⽥ 修之（⾼知県）

ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 吉⽥ 典⼦（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 吉⽥ 英昭（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 吉⽥ 稔（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 吉⽥ 悠紀（⾹川県）

ﾖｼﾂﾞﾐ ﾐﾁﾀｶ 吉積 道隆（徳島県）

ﾖｼﾄﾐ ｾｲｼﾞ 吉富 誠⼆（岡⼭県）

ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｻｵ 吉永 正雄（徳島県）

ﾖｼﾅﾘ ﾀｶﾉﾘ 吉成 貴紀（⾹川県）

ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ 吉野 恭平（和歌⼭県）

ﾖｼﾉ ｹﾝｼﾞ 吉野 健司（兵庫県）

ﾖｼﾉ ｼｮｳｲﾁ 芳野 昌⼀（⼤阪府）

ﾖｼﾉ ｾｲｲﾁ 吉野 誠⼀（⾹川県）

ﾖｼﾉ ﾀｶﾌﾐ 吉野 ⾼史（徳島県）

ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 吉村 佳祐（⾹川県）

ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 吉村 潤⼀郎（⾹川県）

ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 吉村 弘幸（⾹川県）

ﾖｼﾓﾄ ﾏｻｼ 吉本 昌志（⾹川県）

ﾖﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 與⽥ 俊介（岡⼭県）

ﾖﾀﾞ ﾅｵﾐ 依⽥ 尚美（京都府）

ﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 依⽥ 祐輔（栃⽊県）

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾀｶ ⽶澤 和隆（⾹川県）

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾂﾖｼ ⽶澤 毅（⾹川県）

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ⽶澤 良太（⾹川県）

ﾖﾈﾀﾞ ｻﾄﾙ ⽶⽥ 智（愛知県）

ﾖﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ⽶⽥ 翼（⾹川県）

ﾖﾈﾊﾗ ﾀｹｼ ⽶原 武（徳島県）

ﾖﾈﾏﾙ ﾐﾂｷﾞ ⽶丸 貢（⾹川県）

ﾖﾈﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ ⽶村 昌晋（兵庫県）

ﾖﾘﾄﾐ ﾏｺﾄ 頼富 誠（⾹川県）

ﾖﾘﾌｼﾞ ｸﾆｵ 寄藤 邦男（⾹川県）

ﾖﾘﾐﾂ ﾀｶｼ 依光 隆司（⾼知県）

ﾗ⾏
ﾗﾝﾃﾞｨ ﾋﾛﾄ ランディ ヒロト（岡⼭

ﾘ⾏
ﾘｮｳﾓﾝ ﾀｹﾌﾐ 両⾨ 武⽂（⾹川県）

ﾘﾝ ｲｶｲ 林 奕愷（京都府）

ﾛ⾏
ﾛｸｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 六川 正也（奈良県）

ﾛｸﾀﾞ ﾏｻｷ 六⽥ 将希（⾹川県）

ﾜ⾏
ﾜｶｴ ﾀﾞｲｽｹ 若江 ⼤祐（岡⼭県）

ﾜｶﾀ ﾀｶｼ 若⽥ ⾼志（⾹川県）

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 若林 克彦（岡⼭県）

ﾜｶﾐﾔ ｶｽﾞﾃﾙ 若宮 ⼀輝（⾹川県）

ﾜｷｶﾜ ﾏｻﾄ 脇川 雅都（⾹川県）

ﾜｷｻｶ ｾｲﾔ 脇坂 誠也（⾹川県）

ﾜｷﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 脇⼭ 和也（岡⼭県）

ﾜｹ ﾏｻﾉﾘ 和気 正紀（奈良県）

ﾜｻ ﾅｵｷ 和佐 直樹（岡⼭県）

ﾜｼﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 鷲辺 隆宏（⾹川県）

ﾜﾀﾞ ｴｲｼﾞ 和⽥ 英治（愛媛県）

ﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ 和⽥ 健豊（⾹川県）

ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 和⽥ ⼤助（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 和⽥ 貴⾏（⾼知県）

ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 和⽥ 強志（⾹川県）

ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 和⽥ 直也（⾹川県）

ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 和⽥ 英幹（⾹川県）

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 和⽥ 有平（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾖｳﾀ 和⽥ 陽太（奈良県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｵ 渡部 君夫（広島県）



駐⾞券当選参加者⼀覧
フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県）
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾌﾐ 渡辺 清⽂（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾛｳ 渡邉 健志郎（愛知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 渡辺 聡（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 渡辺 正⼀（徳島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 渡邉 ⼤輔（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 渡辺 ⼤祐（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 渡邉 隆史（愛媛県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｺ 渡辺 貴彦（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 渡邉 拓也（東京都）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 渡邊 格（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 渡辺 務（愛媛県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 渡邊 俊樹（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾖﾄｼ 渡辺 豊年（⾼知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ 渡邊 菜美（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 渡部 弘基（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 渡部 宏（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 渡辺 将⼈（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾄ 渡邉 靖仁（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 渡辺 雄⼀郎（東京都）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 渡邊 裕滋（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾊﾙ 渡辺 ⾏治（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 渡邊 祥範（⾼知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 渡邉 良平（⾹川県）

ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ 渡部 吉⼀（⼤阪府）


