
ご支援ありがとうございました。 

 

小野正芳 津田大介 桑満おさむ 

落合恵美子 佐々木弘一 朝稲俊次 

小島美佳 綾部六郎 永千絵 

藤井留美 廣田照幸 猪瀬直樹 

長倉顕太 村山秀司 松下寛 

冨田悟 大森智子 

浜野哲郎 小林啓子 鈴木貴宇 

長尾宗典 中野英明 小平和良 

松田武秀 有田順子 長谷正人 

岩橋真実 生駒大輔 前島志保 

阪本博志 ㈱クリエイティブネクサス戸田 

サトウタツヤ 土居悦子 枝廣守人 

奥田堯子 喜多あおい 揚野敏光 

山田知子 有澤晶子 大串暁美 

澁谷知美 飯倉義之 大石博昭 

齊田哲平 

野木亜希子 山下奈緒子 福谷亮 



柳生譲治 八十島乙暢 片寄玲子 

池田太臣 堀内史子 米田登志子 

石田佳子 阿部友美 林水紀 

松田美佐 河野虎太郎 広部潤 

ほうとうひろし 瀬戸智子 足立敬 

坂田恵 飯田美穂 森田慶子 

清水典子 桑原桃音 松田安子 

仁科裕成 黒崎岳大 清水 節 

渡邊瞳子 辻泉 田口俊明/眞理子 

斎藤哲也 今井 孝 駒村壯一 

大貫陽子 小野滋 亀田洋子 

長塚真琴 西野淑美 中川三紀夫 

和田茂根 松岡幸宏 大滝まみ 

礒部大 浜直史 日向良和 

小倉正也 今井福司 速水直人 

大場綾 田中隆治 斉島明 

若杉桂 丸山央里絵 成本達哉 

牧野修也 吉原由美子 有本尚央 



日比嘉高 大林慶 丘村奈央子 

杉山裕治 宮部史 打越正行 

柴田正明 田中康彦 塩原賢 

高岡洋詞 笹崎句美子 石井亮一 

飯田文代 相宗大督 若林真由美 

須藤こず恵 小林浩行 赤塚一穂 

山本泰士 高橋一裕 但馬千純子 

宇野富美子 森元文恵 川浦康至 

清水修 松本みずほ 森田優子 

前田まゆみ 笹原陽子 岡本明 

京岡栄作 菅原啓 八木久美子 

杉山毅 森弘一 加藤晃一 

川上好美 杉山奈緒子 川端佳正 

小塚麻衣子 熱田敬子 坂口孝則 

松田さおり 工藤明日香 神庭亮介 

菊間満喜子 川久保聡 篠田笙子 

子安伸枝 丸山法子 中村健太郎 

野越慎司 佐藤守弘 山本けいこ 



桜井美穂子 中山康子 北村文 

村上暢康 水井京一 沢崎冬日 

白山眞理 工藤宏司 勝山浩一 

村中明彦 鈴木康史 高橋豊 

桂英史 飯塚邦彦 月舘彩子 

大和久将志 向後恵里子 上島邦彦 

大村椿 桂まに子 西塔ほがら 

戸沼友利 高畑秀道 片山健夫 

濱まどか 河野裕昭 ひらきしんお 

中村宗悦 熊野清子 平井敬司 

福田珠己 藤田加代子 中村融 

尾崎名津子 岡部晋典 乙部裕紀子 

嶋田洋一 渡辺大智 松島渉 

中村佑子 吉田和子 中尾益巳 

長谷川裕世 越智直実 田谷惠一 

辻知見 野島正宏 菊池哲彦 

宮崎壽子 仁平政人 佐藤美由紀 

船津なを 横田一男 疇津真砂子 



田部井雅之 村元正剛 加藤楽子 

渡辺昭 伊藤佳代子 西川潤 

神足祐太郎 三澤真衣子 前野一雄 

野中潤 二村太郎 秋山真志 

塚原美穂 神谷里美 岡田正樹 

城下賢一 金井真澄 本多裕子 

本多真隆 大八木昭子 奥村泰彦 

小野田美都江 植村公一 下山弥 

武田範子 小宮山幹 石塚武志 

中村紀子 藤本一男 佐藤恭子 

横山寿美代 久米祐介 梅谷恵子 

潮見登 鎌田博光 大森亜紀 

塩見佳弥 張予思 木村貴博 

徳毛貴文 周藤敏雄 高久光男 

吉田等 西尾琢郎 鵜殿奈保子 

佐藤直由 木村康彦 AICHIHIRO 

稲見裕介 加藤裕治 立石尚史 

武田修 井上昌彦 牧野智和 



戸倉信昭 福田幸弘 桑原貞惠 

滝口達也 斎藤真知子 神保和子 

高倉実穂 加藤崇 三鬼浩子 

松永しのぶ 市川安紀 吉原恵子 

赤嶺美香 榎本直哉 白石英理子 

山本郁 中尾友子 吉崎武 

田中昇次 小針泰介 小川佳宏 

齊藤久美子 石井謙一郎 末永汎本 

村上篤太郎 藤瀬徹 岡田尚子 

五所光太郎 伊藤匡 志田顕悟 

浜智絵 泉理人 鬼頭七美 

山路裕子 島津英昌 脇田幸輔 

加部一彦 奥田陸子 高橋由美 

中山啓 高垣昌二 南條秀雄 

鈎裕之 今井聡子 岡本伸行 

奥山脩二 熊谷めぐみ 山成亜樹子 

宮本真巳 村上公子 田中大和 

松田宗一郎 森田惇 石部雄紀 



中村房子 山根一眞 額賀順子 

鍵谷真二 今枝正幸 樋口まき 

春木幸 佐藤兼永 神保純子 

近森高明 尾崎朝子 吉田眞理子 

河西秀哉 伴野泰弘 向山貴志 

山吹明里 山崎明美 古野俊幸 

秋山基 石戸谷奎 高橋航太 

寺西のぶ子 酒瀬川智代 工藤徹 

大原祐治 ななし太郎 小川一 

田渕浩司 小野純子 山口由美子 

関口哲夫 篠木和久 橋北郷子 

滝本美津世 望月吉彦 沢田裕視 

坂巻正伸 牛尾敬子 道下真貴 

古瀬敏 小池潤 隈元信一 

宮野雅司 和田隆次 山根小雪 

村田葵 坂本仁彦 （敬称略） 


