
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
ﾔｲ ｾｲｼﾞ ⽮井 清⼆（⾹川県）

ﾔｵﾊﾗ ﾕｳｷ ⼋百原 侑希（徳島県）

ﾔｶﾞﾜ ﾐﾂｵﾐ ⽮川 光⾂（広島県）

ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾐ ⼋⽊ 和美（徳島県）

ﾔｷﾞ ｶﾂﾋﾛ ⼋⽊ 克洋（⼤阪府）

ﾔｷﾞ ｹﾝｻｸ ⽮⽊ 健策（徳島県）

ﾔｷﾞ ｹﾝｽｹ ⼋⽊ 憲典（岡⼭県）

ﾔｷﾞ ｻﾄﾙ ⼋⽊ 悟（徳島県）

ﾔｷﾞ ﾁﾄｾ ⼋⽊ 千登勢（徳島県）

ﾔｷﾞ ﾏｻﾄｼ ⼋⽊ 正俊（⼤阪府）

ﾔｸ ﾋﾃﾞｱｷ 夜久 英明（兵庫県）

ﾔｻｶ ｸﾆｵ ⼋阪 國夫（⼤阪府）

ﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾄﾐ ⽮崎 ⼤宝（⾼知県）

ﾔｼｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 屋敷 昌秀（岡⼭県）

ﾔｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ ⼋嶋 和幸（⾹川県）

ﾔｽｲ ｶﾅｺ 安井 可那⼦（⾹川県）

ﾔｽｲ ﾋﾛﾉﾘ 安井 博則（岡⼭県）

ﾔｽｵｶ ｶﾂﾏ 安岡 克真（⾹川県）

ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ 安岡 利幸（兵庫県）

ﾔｽｵｶ ﾕｳｼﾞ 安岡 裕司（⾹川県）

ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ 安⽥ 淳（岡⼭県）

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 保⽥ 英彰（⾹川県）

ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾐ 安⽥ 雅美（徳島県）

ﾔｽﾄﾐ ﾜﾀﾙ 安冨 進（⼤阪府）

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）

ﾔｽﾑﾗ ﾕｳｽｹ 安村 勇亮（⾹川県）

ﾔｽﾑﾛ ﾖｳｲﾁ 安室 要⼀（⼤阪府）

ﾔｿ ｱﾕﾑ ⽮三 歩（⾹川県）

ﾔﾀﾞ ｶﾂﾕｷ ⽮⽥ 勝⾏（⾹川県）

ﾔﾂｼﾛ ｻﾁｺ ⼋代 幸⼦（広島県）

ﾔﾅｲ ｱﾂｼ 柳井 敦（⾹川県）

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 柳川 仁美（徳島県）

ﾔﾅｷﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 柳⽊ 康伸（⾹川県）

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 柳⽥ 順⼦（岡⼭県）

ﾔﾅﾊﾗ ｾｲｷ 柳原 世紀（徳島県）

ﾔﾉ ｻﾀﾞﾋﾛ ⽮野 禎浩（⾹川県）

ﾔﾉ ｻﾄｼ ⽮野 聡司（⾼知県）

ﾔﾉ ｼｹﾞｵ ⽮野 茂男（愛媛県）

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 ﾀﾞｲﾁ ⽮野 ⼤地（⾹川県）

ﾔﾉ ﾃﾂﾔ ⽮野 哲也（⾹川県）

ﾔﾉ ﾃﾂﾔ ⽮野 哲也（愛媛県）

ﾔﾉ ﾄｼｶｽﾞ ⽮野 俊和（⾹川県）

ﾔﾉ ﾋﾄﾐ ⽮野 仁美（⾹川県）

ﾔﾉ ﾋﾛｷ ⽮野 広樹（⾹川県）

ﾔﾉ ﾋﾛｼ ⽮野 裕史（⾹川県）

ﾔﾉ ﾏｻﾔ ⽮野 昌也（⾹川県）

ﾔﾉ ﾘｭｳｼﾞ ⽮野 隆治（⾹川県）

ﾔﾉﾓﾄ ﾋｻｶ ⽮野元 久⾹（愛媛県）

ﾔﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ ⼋幡 謙⼀郎（徳島県）

ﾔﾊﾀ ﾀﾃｼ ⼋幡 建志（徳島県）

ﾔﾏｲｴ ﾉﾌﾞｷ ⼭家 伸基（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ｴｲｼﾞ ⼭内 英司（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ｹｲｲﾁ ⼭内 圭⼀（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ⼭内 慎太郎（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ﾃﾂｵ ⼭内 鉄雄（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾌﾐ ⼭内 俊史（愛媛県）

ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｺ ⼭内 尚⼦（⼤阪府）

ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾙ ⼭内 満（⼤阪府）

ﾔﾏｳﾗ ｱﾐ ⼭浦 亜実（⾹川県）

ﾔﾏｳﾗ ﾀﾀﾞｼ ⼭浦 端史（神奈川県）

ﾔﾏｵｶ ｼｮｳﾍｲ ⼭岡 翔平（⾹川県）

ﾔﾏｵｶ ﾅｵﾄ ⼭岡 直⼈（⾼知県）

ﾔﾏｵｶ ﾏｻｼ ⼭岡 正⼠（⾹川県）

ﾔﾏｵｶ ﾔｽｼ ⼭岡 靖（愛媛県）

ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾂｼ ⼭形 篤史（⾹川県）

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛﾐ ⼭形 ひろみ（⾹川県）

ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ ⼭川 真⼀郎（徳島県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾘ ⼭⼝ 晃徳（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ ⼭⼝ 虹輝（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ⼭⼝ 宏⼆（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ ⼭⼝ 修平（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ ⼭⼝ 崇（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｼﾞ ⼭⼝ 達治（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ ⼭⼝ 徹（⼤阪府）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾌﾞ ⼭⼝ 朋信（神奈川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ⼭⼝ 直也（徳島県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ ⼭⼝ 泰寛（兵庫県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｼﾞ ⼭⼝ 義⼆（兵庫県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ ⼭⼝ 誉之（⾹川県）

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（⼤阪府）

ﾔﾏｻｷ ｴﾐ ⼭崎 恵美（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 ﾀｲｷ ⼭崎 泰希（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｽｹ ⼭崎 泰佐（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ ⼭崎 巧（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾂﾖｼ ⼭崎 豪（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾃﾞ ⼭崎 敏秀（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ﾉﾘｵ ⼭崎 徳⽣（⾹川県）

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙｼ ⼭崎 陽司（京都府）

ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞｷ ⼭崎 英樹（徳島県）

ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾄﾓ ⼭崎 宏悌（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾅｵ ⼭﨑 博直（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾄｼ ⼭崎 雅俊（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾖｼｶｽﾞ ⼭﨑 義和（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾋﾛ ⼭地 章弘（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ⼭地 和浩（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ｺｳｷ ⼭地 功記（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ ⼭地 純⼦（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾅｵ ⼭地 尚（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾋﾃﾞｷ ⼭地 英幹（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾏｻﾄｼ ⼭地 雅俊（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾏｻﾕｷ ⼭地 政幸（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）
ﾔﾏｼﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ ⼭地 雄⼀朗（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋｺ ⼭下 晃彦（愛媛県）

ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾛｳ ⼭下 ⼀郎（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｶﾖｺ ⼭下 賀容⼦（⾹川県）

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 ｻｴｺ ⼭下 佐江⼦（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ ⼭下 聡（東京都）

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｲﾁ ⼭下 修⼀（徳島県）

ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｺﾞ ⼭下 真吾（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｽｹ ⼭下 泰輔（愛媛県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾉﾘ ⼭下 ⾼功（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ ⼭下 貴博（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ ⼭下 敬之（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾕｷ ⼭下 智之（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ ⼭下 夏海（徳島県）

ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｷ ⼭下 史記（徳島県）

ﾔﾏｼﾀ ﾏｷ ⼭下 真季（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕﾐ ⼭下 真由美（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ ⼭下 実緒（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾖｼ ⼭下 充由（徳島県）

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄｵ ⼭下 幹⽣（徳島県）

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾕｷ ⼭下 元⾏（愛媛県）

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ ⼭下 優⼀（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ ⼭下 裕⼀（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲｼﾞ ⼭下 礼司（兵庫県）

ﾔﾏｼﾅ ｹﾝｲﾁ ⼭科 健⼀（東京都）

ﾔﾏｼﾛ ｻﾁ ⼭城 幸（徳島県）

ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ ⼭城 孝司（⾹川県）

ﾔﾏｽｶﾞﾀ ｽｽﾑ ⼭姿 進（徳島県）

ﾔﾏｾ ﾘｴ ⼭瀬 理江（徳島県）

ﾔﾏｿﾞｴ ｷｲﾁﾛｳ ⼭添 喜⼀郎（⽯川県）

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ ⼭⽥ 亜⾐（神奈川県）

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ⼭⽥ 健太郎（⿃取県）

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｵ ⼭⽥ 茂雄（広島県）

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾎ ⼭⽥ 志保（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ⼭⽥ 真吾（愛媛県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ⼭⽥ 利洋（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾀｹ ⼭⽥ 智丈（岡⼭県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ⼭⽥ 浩昭（徳島県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾖ ⼭⽥ 実葉（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳ ⼭⽥ 雄（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ⼭⽥ 裕司（神奈川県）

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 ﾌﾐｵ ⼭⾕ ⽂郎（⾹川県）

ﾔﾏﾄ ﾉﾘﾕｷ ⼤和 徳幸（⾹川県）

ﾔﾏﾅｶ ｸﾐｺ ⼭中 久美⼦（徳島県）

ﾔﾏﾅｶ ﾅｵｷ ⼭中 直樹（徳島県）

ﾔﾏﾅｶ ﾋｶﾙ ⼭中 光（⾼知県）

ﾔﾏﾅｶ ﾔｽｼ ⼭中 靖（⾼知県）

ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ ⼭中 康弘（⾹川県）

ﾔﾏﾈ ｸﾆﾉﾘ ⼭根 晋伯（⾹川県）

ﾔﾏﾈ ﾄｼﾋｺ ⼭根 敏彦（⾹川県）

ﾔﾏﾈ ﾋﾛｼ ⼭根 弘⼠（⾹川県）

ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ ⼭根 雅弘（広島県）

ﾔﾏﾉ ﾀｶﾋﾛ ⼭野 隆弘（⾹川県）

ﾔﾏﾉｲ ﾄﾓｱｷ ⼭野井 友昭（⾹川県）

ﾔﾏﾊ ﾏﾅﾌﾞ ⼭⽻ 学（三重県）

ﾔﾏﾊﾞﾅ ｱｷﾗ ⼭端 彰（東京都）

ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾃﾞｷ ⼭室 英輝（岡⼭県）

ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾛﾕｷ ⼭室 浩之（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｱｹﾐ ⼭本 明美（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ ⼭本 敦司（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ ⼭本 温（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ ⼭本 彩加（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ ⼭本 英⼆（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｼ ⼭本 和志（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｶｽﾞ ⼭本 邦⼀（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ ⼭本 圭佑（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ ⼭本 賢太（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ ⼭本 健太（⾼知県）

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ⼭本 光⼆（岡⼭県）

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 ｽｽﾞｺ ⼭本 鈴⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｽｹ ⼭本 泰輔（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ⼭本 ⼤輔（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ⼭本 ⾼広（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ ⼭本 ⻯則（広島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ ⼭本 哲⽮（愛媛県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ ⼭本 直史（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 ﾉﾎﾞﾙ ⼭本 登（⾹川県）

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 ﾐﾂﾋﾛ ⼭本 光宏（東京都）

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ ⼭本 深由紀（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ ⼭本 幸法（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｺ ⼭本 ゆり⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾖﾘﾄ ⼭本 親⼈（愛媛県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ ⼭本 隆⼀（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐ ⼭本 留美（⾹川県）

ﾕ⾏
ﾕｱｻ ｱｷﾉﾘ 湯浅 晃則（⾹川県）

ﾕｱｻ ｱｹﾐ 湯浅 朱美（⾹川県）

ﾕｱｻ ｾｲｼﾞ 湯浅 成司（⾹川県）

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）

ﾕｳｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 結城 宜英（愛媛県）

ﾕｷﾅﾘ ｹﾝ ⾏成 健（⾹川県）

ﾕｷﾉ ﾕｳｽｹ 雪野 裕介（埼⽟県）

ﾕｹﾞ ｹﾝｺﾞ ⼸削 健吾（⾹川県）

ﾕﾀﾆ ｱｷﾄ 湯⾕ 朗⼈（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）
ﾕﾃｸﾞﾁ ﾏｻｷ 由⼿⼝ 正樹（⾹川県）

ﾕﾉ ｹｲｽｹ 湯野 恵輔（⾹川県）

ﾕﾉｳｴ ﾂﾖｼ 湯上 剛（兵庫県）

ﾕﾉｷ ｸﾐ 柚⽊ 久実（岡⼭県）

ﾕﾐｷ ｶｽﾞﾕｷ ⼸⽊ 和幸（⾹川県）

ﾖ⾏
ﾖｳﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 要⽥ 信吾（神奈川県）

ﾖｺｲ ﾀﾞｲｽｹ 横井 ⼤介（⾹川県）

ﾖｺｲ ﾔｽｻﾀﾞ 横井 康貞（⾹川県）

ﾖｺｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ 横内 康太郎（⾹川県）

ﾖｺｵ ﾋﾛﾄﾐ 横尾 博⾂（兵庫県）

ﾖｺｾ ﾏｻｼ 横瀬 正志（徳島県）

ﾖｺｾﾞｷ ﾀｶｼ 横関 隆司（⾹川県）

ﾖｺｾﾞｷ ﾏﾕﾐ 横関 真由美（⾹川県）

ﾖｺﾀ ﾀﾞｲﾁ 横⽥ ⼤地（埼⽟県）

ﾖｺﾀ ﾀｶﾕｷ 横⽥ 貴之（⾹川県）

ﾖｺﾀ ﾅｵｷ 横⽥ 直樹（⾹川県）

ﾖｺﾀ ﾘｮｳﾍｲ 横⽥ 良平（⾹川県）

ﾖｺﾃ ﾋﾄﾐ 横⼿ ひとみ（愛媛県）

ﾖｺﾐﾈ ﾕｳﾐ 横岑 友海（徳島県）

ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 横⼭ 憲⼀（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 横⼭ 隆⽂（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ 横⼭ 達哉（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 横⼭ 明希（⼤阪府）

ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｺ 横⼭ 雅⼦（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 横⼭ 学（岡⼭県）

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 横⼭ 光弘（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕｷ 横⼭ 美幸（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 横⼭ 幸弘（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ 横⼭ 理央（岡⼭県）

ﾖｼ ﾏﾘｴ 吉 ⿇⾥江（⾹川県）

ﾖｼｲ ｷｲﾁﾛｳ 好井 輝⼀郎（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 吉岡 和浩（⾼知県）

ﾖｼｵｶ ｼｮｳﾍｲ 吉岡 翔平（徳島県）

ﾖｼｵｶ ﾁｴ 吉岡 千絵（徳島県）

ﾖｼｵｶ ﾄｵﾙ 吉岡 徹（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 吉岡 秀典（徳島県）

ﾖｼｵｶ ﾋﾛｷ 吉岡 浩希（奈良県）

ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾀｶ 吉岡 史隆（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ﾔｽﾋﾄ 吉岡 貫⼈（⼤阪府）

ﾖｼｶﾞｲ ﾋﾛｷ 吉海 宏喜（岡⼭県）

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 ﾋﾄﾐ 吉川 ひとみ（愛知県）

ﾖｼｻｶ ﾀｲｽｹ 吉坂 泰輔（⾹川県）

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（愛媛県）

ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 吉⽥ 明弘（⼤阪府）

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 ｶｽﾞﾔ 吉⽥ 和哉（⿃取県）

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｴ 吉⽥ かつ枝（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 吉⽥ 健⼀（兵庫県）

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 吉⽥ 周平（岡⼭県）

ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ 吉⽥ 新（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ 吉⽥ 盛⼆（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 吉⽥ 剛（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 吉⽥ 直樹（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾎ 吉⽥ 奈穂（兵庫県）

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 吉⽥ ⽂昭（岡⼭県）

ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 吉⽥ 誠（東京都）

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 吉⽥ 雅彦（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 吉⽥ 真義（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾐｴ 吉⽥ 実栄（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 吉⽥ 有希（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 吉⽥ 有⾹（東京都）

ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 吉⽥ 好範（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 吉⽥ 好宏（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 ﾄｼﾊﾙ 吉永 利治（徳島県）

ﾖｼﾅｶﾞ ﾉﾎﾞﾙ 吉永 晃（神奈川県）

ﾖｼﾅｶﾞ ﾖｼﾐ 吉永 好美（⾹川県）

ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳ 吉永 ⿓（広島県）

ﾖｼﾅﾘ ｱﾂｼ 吉成 篤史（徳島県）

ﾖｼﾉ ｺｳｼﾞ 吉野 耕司（⾼知県）

ﾖｼﾉ ﾀｶﾌﾐ 吉野 ⾼史（徳島県）

ﾖｼﾉｳﾁ ﾅｵ 芳之内 奈央（愛媛県）

ﾖｼﾊﾗ ﾉﾉｶ 吉原 野々可（⾹川県）

ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ 吉⾒ 緑（徳島県）

ﾖｼﾐﾈ ﾋｻｼ 吉峰 寿（岡⼭県）

ﾖｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 吉本 あゆみ（⾼知県）

ﾖｼﾓﾄ ﾏｻｼ 吉本 昌志（⾹川県）

ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 好本 雅也（⾹川県）

ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 吉本 裕次（⾹川県）

ﾖﾀﾞ ﾅｵﾐ 依⽥ 尚美（京都府）

ﾖﾄﾞ ﾔｽﾉﾘ 淀 靖典（⾹川県）

ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 淀川 英⼀（愛媛県）

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ ⽶澤 理⽂（徳島県）

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）

ﾖﾈﾀﾆ ﾋﾛﾐ ⽶⾕ 宏美（徳島県）

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）

ﾘ⾏
ﾘｮｳﾓﾝ ﾀｹﾌﾐ 両⾨ 武⽂（⾹川県）

ﾜ⾏
ﾜｶｲ ﾖｳﾍｲ 若井 陽平（徳島県）

ﾜｶｽｷﾞ ﾏｻﾕｷ 若杉 真之（広島県）

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 若林 克彦（岡⼭県）

ﾜｶﾐﾔ ｻﾁﾖ 若宮 紗千世（⾹川県）

ﾜｶﾐﾔ ﾘｮｳ 若宮 諒（⾹川県）

ﾜｷ ｼｹﾞﾕｷ 和氣 重幸（⾹川県）

ﾜｷﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 脇本 裕之（愛媛県）

ﾜｹ ﾏｻﾉﾘ 和気 正紀（奈良県）

ﾜｹﾍﾞ ﾐﾂﾙ 分部 充（徳島県）



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）
ﾜｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鷲⽥ 明広（岡⼭県）

ﾜｾﾀﾞ ｺｳｲﾁ 早稲⽥ 公⼀（岡⼭県）

ﾜﾀﾞ ｱｹﾐ 和⽥ 朱実（徳島県）

ﾜﾀﾞ ｱﾔｺ 和⽥ 亜也⼦（広島県）

ﾜﾀﾞ ｹｲｺ 和⽥ 恵⼦（徳島県）

ﾜﾀﾞ ｹﾝｽｹ 和⽥ 健佑（兵庫県）

ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 和⽥ 淳平（⾼知県）

ﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ 和⽥ 壮平（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 和⽥ ⼤助（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 和⽥ 友樹（⾹川県）

ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 和⽥ 智之（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 和⽥ 英幹（⾹川県）

ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 和⽥ 雄介（愛媛県）

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 和⽥ 有平（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 和⽥ 庸佑（東京都）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 渡部 ⾹（愛媛県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 渡邊 ⼀樹（東京都）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 渡邉 和紀（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｵ 渡部 君夫（広島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾌﾐ 渡辺 清⽂（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 渡辺 健⼀（兵庫県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 渡部 健太郎（愛媛県）

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 ｼﾝｼﾞ 渡邊 伸⼆（⼤阪府）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 渡部 真也（徳島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ 渡辺 清太郎（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 渡辺 ⼤祐（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 渡邉 拓也（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 渡邊 格（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴｺ 渡辺 智⼦（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 渡邊 剛（⾼知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾖﾄｼ 渡辺 豊年（⾼知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 渡邊 直樹（兵庫県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 渡辺 博⽂（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 渡辺 浩之（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 渡邉 未紀（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾊﾙ 渡辺 ⾏治（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔｽ 渡邉 宜祥（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 渡邉 涼（⾼知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 渡部 諒太（⾹川県）

ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾋｻ 渡部 芳久（愛媛県）

ﾜﾀﾗｲ ﾁｶﾗ 渡會 主税（京都府）

ﾜﾀﾘ ﾀｸﾛｳ 渡 拓朗（東京都）


