
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）

ｻ⾏
ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋﾛ ⻄條 智博（京都府）

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ ⿑藤 勇真（愛媛県）

ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ 斎藤 幸⽣（⾹川県）

ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 齋藤 凜（⾹川県）

ｻｲﾄｳ ﾚｲ 齋藤 怜（⾹川県）

ｻｲﾘｷ ｼﾝﾔ 才⼒ 慎也（徳島県）

ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 堺 孝司（⾹川県）

ｻｶｲ ﾅｵﾄ 酒井 亨仁（徳島県）

ｻｶｲ ﾐｴｺ 境 美永⼦（広島県）

ｻｶｲ ﾕｳﾔ 酒井 悠也（広島県）

ｻｶｲ ﾕﾐ 坂井 有美（徳島県）

ｻｶｶﾞﾐ ｲｸｺ 坂上 育⼦（⾹川県）

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏﾓﾙ 榊原 護（⾹川県）

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ 坂⼝ 怜雅（⾹川県）

ｻｶﾏｷ ﾚｵ 酒巻 伶央（徳島県）

ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 坂本 翔哉（愛媛県）

ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 坂本 孝之（岡⼭県）

ｻｶﾓﾄ ﾀﾏｴ 坂本 珠枝（岡⼭県）

ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 坂本 善彦（広島県）

ｻｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 佐川 祐⼆（岡⼭県）

ｻｷﾔ ﾖｼﾕｷ 崎⾕ 善之（岡⼭県）

ｻｸﾏ ｲｯｺｳ 佐久間 ⼀⾏（愛媛県）

ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝ 佐久間 淳（⾹川県）

ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ 櫻井 和輝（広島県）

ｻｸﾗｷﾞ ﾀｸ 櫻⽊ 拓（⾹川県）

ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｶ 櫻⽥ 梨華（徳島県）

ｻｸﾗﾏﾀ ｺｳｼﾛｳ 櫻⼜ 宏志朗（⾹川県）

ｻｻ ﾅｵｷ 佐々 直樹（⾹川県）

ｻｻｵｶ ﾏﾅﾄ 笹岡 真⼈（⾼知県）

ｻｻｷ ｻﾄﾐ 佐々⽊ ⾥美（⾹川県）

ｻｻｷ ｼﾝﾔ 佐々⽊ 信耶（岡⼭県）

ｻｻｷ ﾀｹｼ 佐々⽊ 威（⼤阪府）

ｻｻｷ ﾄｼﾉﾘ 佐々⽊ 敏典（広島県）

ｻｻｷ ﾘｮｳ 佐々⽊ 諒（岡⼭県）

ｻｻﾉ ﾒｸﾞﾐ 笹埜 愛（岡⼭県）

ｻｼﾞ ﾋﾛｺ 佐治 博⼦（⾹川県）

ｻｼﾞ ﾏﾘｴ 佐治 万⾥江（⾹川県）

ｻｼﾞｮｳ ｾｲｱ 佐條 星亜（⾹川県）

ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 佐藤 京⼦（徳島県）

ｻﾄｳ ｸﾆｶｽﾞ 佐藤 邦和（京都府）

ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 佐藤 潤（⾹川県）

ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 佐藤 ⿓弥（兵庫県）

ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 佐藤 知宏（徳島県）

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 佐藤 正宏（⾹川県）

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 佐藤 ⼤浩（⾹川県）

ｻﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 佐藤 真理（岡⼭県）

ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 佐藤 泰弘（岡⼭県）

ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 佐藤 ⿓希（⾹川県）

ｻﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 佐藤 ⿓我（⾼知県）

ｻﾉ ｶｽﾞｷ 佐野 和樹（⾹川県）

ｻﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 佐野 翔太郎（⾹川県）

ｻﾉ ﾀｶﾉﾘ 佐野 貴範（⾹川県）

ｻﾉ ﾓﾓｺ 佐野 桃⼦（⾹川県）

ｻﾔﾅｷﾞ ｲｻﾑ 佐柳 勇（岡⼭県）

ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 澤⽥ 崇徳（⾹川県）

ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 澤⽥ 武司（⾹川県）

ｼ⾏
ｼｵｶｲ ﾋﾄｼ 塩⾙ 恒（⾹川県）

ｼｵｶﾜ ﾕﾐ 塩川 由美（⼤阪府）

ｼｵﾀ ｶｽﾞｵ 塩⽥ ⼀夫（⾹川県）

ｼｵﾀﾞ ﾀｸﾐ 塩⽥ 匠（埼⽟県）

ｼｹﾞｵｶ ｹﾝﾀ 重岡 健太（⾹川県）

ｼﾅｶﾞﾜ ｱｷﾗ 品川 亮（岡⼭県）

ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 篠原 ⼀⼈（徳島県）

ｼﾉﾐﾔ ﾐﾖ 四宮 美代（⾹川県）

ｼﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 芝 正敏（⾹川県）

ｼﾊﾞｸﾞﾁ ﾕｳｺ 芝⼝ 裕⼦（⾹川県）

ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 柴⽥ ⼤輔（徳島県）

ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 芝⽥ 利彦（⼤阪府）

ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 柴⽥ 尚輝（東京都）

ｼﾊﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 芝本 尚暉（兵庫県）

ｼﾌﾞｾ ﾃﾙﾋｺ 澁瀬 照彦（⾹川県）

ｼﾏ ﾂﾖｼ 島 剛（徳島県）

ｼﾏ ﾄｼﾕｷ 嶋 敏⾏（愛媛県）

ｼﾏ ﾅﾂｷ 島 奈槻（⾹川県）

ｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 島 秀紀（岡⼭県）

ｼﾏ ﾐﾜｺ 島 美和⼦（岡⼭県）

ｼﾏｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 嶋内 秀之（兵庫県）

ｼﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋｻ 島﨑 貴悠（⾹川県）

ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾕｷ 島⽥ 敦之（⾹川県）

ｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 島⽥ 浩次（⾹川県）

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾁﾅｶﾞ 嶋⽥ 道⻑（⾹川県）

ｼﾏﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 嶋村 孝⼀郎（⾹川県）

ｼﾏﾑﾗ ﾓﾄﾉﾌﾞ 嶋村 太伸（⾹川県）

ｼﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 島本 真⼆（⾹川県）

ｼﾐｽﾞ ｹｲ 清⽔ 圭（徳島県）

ｼﾐｽﾞ ｹｲｼﾞ 清⽔ 啓司（⾹川県）

ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 清⽔ 淳（⾹川県）

ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ 清⽔ 透（徳島県）

ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾋﾛ 清⽔ 憲⼤（兵庫県）

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 清⽔ 悠⼆（⾼知県）

ｼﾓｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 下川 裕之（⾹川県）

ｼﾓｶﾜ ﾕｳｼﾞ 下川 雄史（岡⼭県）

ｼﾓｼﾞ ﾕｳｽｹ 下地 悠介（岡⼭県）

ｼﾓﾉ ﾋｻｼ 下野 ⻲（岡⼭県）

ｼﾓﾊﾗ ﾉﾘｱｷ 下原 典明（⾹川県）

ｼﾓﾓﾄ ｴﾘｺ 下元 恵理⼦（⾼知県）

ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 下⼭ ⼀弘（岡⼭県）

ｼﾞｬ ｼｮｳﾙ 賈 ⼩璐（⾹川県）

ｼｮｳﾌﾞﾝ ﾋﾛﾕｷ 正分 博⾏（岡⼭県）

ｼﾗｲ ｱｷﾋﾄ ⽩井 昭⺠（徳島県）

ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ ⽩井 貴之（⾹川県）

ｼﾗｲ ﾏﾅﾄ ⽩井 真⼈（⾹川県）

ｼﾗｲ ﾐｽｽﾞ ⽩井 美鈴（⾹川県）

ｼﾗｲ ﾕｳﾄ ⽩井 裕都（⾹川県）

ｼﾗｲ ﾖｼﾐ ⽩井 良美（徳島県）

ｼﾗｲｼ ｸﾐ ⽩⽯ 久美（愛媛県）



駐⾞券当選参加者⼀覧
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ｼﾗｲﾜ ｺﾄﾈ ⽩岩 琴⾳（岡⼭県）

ｼﾗｶﾐ ｼﾝﾀﾛｳ ⽩神 晋太郎（岡⼭県）

ｼﾗｶﾜ ﾋｶﾙ ⽩川 晃（⾹川県）

ｼﾗｶﾜ ﾕｲｺ ⽩川 結⼦（⾹川県）

ｼﾗﾋｹﾞ ﾁﾊﾙ ⽩髭 千晴（岡⼭県）

ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾋｻ 城下 正寿（⾹川県）

ｼﾝｻﾞｲ ﾕｳｷ 新⻄ 佑⼰（⾹川県）

ｼﾝﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 新地 和弘（⾹川県）

ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ 新堂 弘⼤（愛媛県）

ｼﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ 新堂 祥⼦（愛媛県）

ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 進藤 広規（⾹川県）

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 進藤 裕介（愛媛県）

ｼﾝﾔ ﾀｲﾁ 新⾕ 泰⼀（⾹川県）

ｽ⾏
ｽｴｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 末澤 孝徳（広島県）

ｽｴｻﾞﾜ ﾕｳ 末澤 優（⾹川県）

ｽｴﾅｶﾞ ｻﾄﾙ 末永 智（⾹川県）

ｽｶﾞｻﾞｷ ﾀｶｼ 壽賀崎 貴（⾹川県）

ｽｶﾞﾉ ﾊﾂﾐ 管野 初美（徳島県）

ｽｶﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀﾀﾞ 管原 博忠（⾹川県）

ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻｼ 杉⾕ 正史（徳島県）

ｽｷﾞﾉ ﾁﾋﾛ 杉野 千裕（岡⼭県）

ｽｷﾞﾉ ﾘｵ 杉野 ⾥於（徳島県）

ｽｷﾞﾊﾗ ﾖｼｱｷ 杉原 良明（岡⼭県）

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 杉原 亮太（岡⼭県）

ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 杉本 和法（奈良県）

ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 杉本 健太郎（⾼知県）

ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 鈴⽊ 健太郎（⾹川県）

ｽｽﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 鈴⽊ 泰⼆郎（⾹川県）

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 鈴⽊ 孝⽂（⾹川県）

ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 鈴⽊ 紀⼦（⼤阪府）

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 鈴⽊ 学（⼤阪府）

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｻｸ 鈴⽊ 良作（神奈川県）

ｽｽﾞｼｮｳ ﾉﾘﾕｷ 鈴庄 憲⾏（京都府）

ｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 須⽥ 晃司（岡⼭県）

ｽﾄﾞｳ ﾅｵｷ 須藤 直規（⾹川県）

ｽﾅｶﾞﾐ ﾀｶｼ 砂上 敬詞（⾹川県）

ｽﾐﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 住⽥ 雅仁（⾹川県）

ｽﾐﾀ ﾖｼﾋﾛ 澄⽥ 義弘（⾹川県）

ｽﾐﾄﾓ ｼｭﾝｽｹ 住友 俊介（⾹川県）

ｽﾐﾉ ﾋﾄﾐ ⾓野 仁美（⾹川県）

ｽﾐﾔﾏ ﾀｸｵ 炭⼭ 卓夫（⾹川県）

ｾ⾏
ｾｲﾀﾞ ｹｲｼﾞ 清⽥ 啓⼆（兵庫県）

ｾｲﾝﾄ ｼﾞｭﾘｱﾝ セイント ジュリアン（

ｾｵ ｹｲｽｹ 妹尾 啓輔（⾹川県）

ｾｷ ｹｲｽｹ 関 啓介（⿃取県）

ｾｷ ｼﾞｭﾝｷ 関 淳起（岡⼭県）

ｾｷ ﾅｵｷ 関 直樹（⾹川県）

ｾﾄ ｼﾝｽｹ 瀬⼾ 伸介（⼤阪府）

ｾﾄ ﾖｼｺ 瀬⼾ 好⼦（徳島県）

ｾﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 瀬野 和博（愛媛県）

ｾﾉｵ ﾔｽﾋﾛ 妹尾 康弘（⾹川県）

ｾﾉｵ ﾖｳｺ 妹尾 容⼦（⾹川県）

ｾﾞﾝｹ ﾕﾀｶ 善家 豊（⾹川県）

ｾﾞﾝｿｳﾊﾗ ﾀｹｼ 善相原 健史（⾹川県）

ｿ⾏
ｿｳﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 造⽥ 伸⼦（⾹川県）

ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲ 曽我部 恵（徳島県）

ｿｶﾞﾒ ｼﾞｭﾝｲﾁ ⼗⻲ 淳⼀（愛媛県）

ｿｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 祖川 昌也（徳島県）

ｿｺﾞｳ ｾｲﾔ ⼗河 聖也（⾹川県）

ｿﾈ ｷﾖｶｽﾞ 曽根 清⼀（広島県）

ｿﾈ ﾖｼｴ 曽根 美江（広島県）

ｿﾈ ﾜﾀﾙ 曽根 渉（徳島県）


