
時岡  義美　様 梅林  雄介　様
宇野　慶治　様 林　同来　様
阿部　汐里　様 塚平　俊行　様
矢野　紘美　様 渡邉　一郎　様
古本  雅延　様 市原　靖久　様
上山　裕史　様 河本  寿珍　様
小寺  宏明　様 杉山  進　様
畑中　望　様 坪田  司　様

小野  浩邦　様 高萩　恵子　様
大政　真也　様 草場  敦子　様
山口　昌良　様 中桐　創士　様
深澤  森　様 矢本  淳子　様

中津　勝善　様 川辺　庸夫　様
藤原  耕三　様 西内　博彦　様
碓井  正　様 斉藤　博行　様

藤本　ゆかり　様 河野　優衣　様
根崎  健吾　様 山中　勇　様
矢野  裕久　様 田中  亮太　様
渡邊　健司　様 水﨑　路子　様
櫻井　祥貴　様 中村  徹　様
持永　崇惠　様 栗田  智康　様
柴山  知則　様 森本  俊也　様
佐堀  彰彦　様 中村　義幸　様
宮前  靖弘　様 枚方市消防団　枚方分団一同　様
佐山　和則　様 鮫島  直寛　様
浦野　美里　様 永井  崇久　様
山田  康博　様 師　敏也　様

東海林　禎礼　様 南森　弘三　様
高林　礼子　様 西  洋一郎　様
遠藤　浩一　様 小杉  篤史　様
藤垣　元明　様 猶本  陽子　様

湯峯　喜美代　様 與　清二　様
和田　昌弘　様 松宮　祥久　様
板倉　由樹　様 内田  光則　様
松山  勇仁　様 武藤  貴志　様
河野  宣行　様 古川  美由紀　様
寺地  惇　様 日本拳法　白虎会　様

廣瀬  一樹　様 及川　順子　様
友藤  誠　様 小倉  由紀夫　様

福島  正宏　様 古田  昭二　様
水谷　到　様 大山　誠三　様

香山　正純　様 式田　康子　様
早野  悦子　様 高橋　博　様

西川　陽一郎　様 谷  千晶　様
昇　忠仁　様 西尾  久男　様
西村　裕　様 元武  健吾　様

杉本　健一朗　様 上山　治紀　様
重光　貴史　様 岩本  美紗　様
川瀬英理子　様 遠藤  晃範　様
小玉　高大　様 池田  博之　様
千野  慎也　様 芝田　祐典　様

共英製鋼株式会社　様 梶原  信子　様
中田　幸治　様 川西　美幸　様
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小田  真由美　様 奥村　晋也　様
亀島　啓太　様 朝倉  克章　様
脇田　宏之　様 鎌田  裕　様
内野　順也　様 濱崎　雅弘　様

伊地知　  周吾　様 水田　匡彦　様
菊地  景子　様 宮本　恵里　様
新堂  好宏　様 吉原  元彦　様
田村  裕美　様 佐崎  剛　様
池田  正仁　様 木村　元一　様
中瀬　衛亮　様 坪内　洋子　様
高見　敏行　様 長濱　真常　様
神子一成　様 宝田　菜穂子　様

福田  博司　様 舟橋  盛彦　様
宮本  弘美　様 西川  亮　様
吉川　直希　様 松山　茂樹　様
寺嶋  宗作　様 藤井  健太郎　様
長江　豊　様 川東　晃　様

田中  修治　様 大西  寛　様
竹岡　裕行　様 高塚  文彰　様
佐藤  順　様 澤  幾子　様

内堀  浩昭　様 吉村　博幸　様
里　翔太　様 名倉  弘貴　様
原　仁　　様 大沢  可直　様

大谷　正人　様 佐藤　馨　様
前納　克裕　様 井上　祐司　様
青木　秀人　様 加藤　勝也　様
山下　晃　様 カラスコ　由利子　様

馬場  昭則　様 絹川　武　様
河合  利彦　様 山田　康弘　様

日本ﾍﾟｲﾝﾄ・ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞｽ株式会社　様 安積建設株式会社　様
木田  安宣　様 大原　陽子　様
稲葉　鋭夫　様 宮崎　理江　様
吉谷 新一郎　様 光野　絢子　様
篠葉  貴子　様 白藤  信之　様
村井　宏行　様 井上  洋光　様
奥薗　郁也　様 坂野  好宏　様
佐藤　信春　様 小島　準一　様
株本　治　様 呉海  数佳　様

中根　郁代　様 山本  拓　様
別井  紀之　様 古賀  尚人　様

堀之内　將次　様 大西　佳則　様
野畑　龍彦　様 古本　義光　様
村田  孝義　様 木村  俊也　様
庄司　知章　様 中根　裕子　様

山本　那智子　様 株式会社　三栄シリカ　様
渡邊　朋子　様 清水　英之　様
榊原  敏行　様 大谷　治　様
福井  和子　様 井澤  吉幸　様
松永  芳夫　様 奥居　剛史　様

株式会社　山久　様 塙　真輔　様
諏訪　茂雄　様 田村　岳士　様
鯨岡　雅則　様 玉田　恭子　様
金島　雅哉　様 藤田　透　様
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上田　耕平　様 伊藤  尚子　様
佐藤  泰司　様 古賀  信一　様
塩谷　美緒　様 中村　俊幸　様
小林　大輔　様 江口  拓也　様

三宅  慎一郎　様 道越　清樹　様
菊本　光洋　様 神保  喜八郎　様
加藤  政義　様 山野　啓路　様
吉田  優　様 小池  直美　様
花井  浩　様 原田　静織　様
小倉  徹　様 山本　浩仁郎　様

松山  成利　様 柳場　誠　様
五島　祥文　様 吉田　昌嗣　様
中村　博　様 高田　理尋　様

門脇　虹歌　様 石川  義人　様
粟田　佳宏　様 内田  繕博　様
増田　正吾　様 常翔啓光学園中学校・高等学校生徒会　様

佐藤　由希子　様 小池　重春　様
芳野  弘和　様 鈴木　愛美　様
齊藤　志乃　様 濱上　保　様

枚方少年野球連盟　様 三谷  英暁　様
野村　祐一郎　様 小山  祐輔　様
北村　麻紀　様 小原  武博　様
南　順子　様 高市  雄基　様

稲谷  信之　様 稲葉　大輔　様
安宅　一夫　様 小西　邦彦　様
橋本　健太　様 潮田　恵一　様
玉津　明典　様 山本　順一　様
東田  忠信　様 土井　浩永　様

きつつき木工　様 安盛  義人　様
梅田  周作　様 平松  章一　様
坂口　公一　様 岸本  良平　様

金崎　都生子　様 玉城　真巳　様
徳永  勇雄　様 藤居　雄大　様
城　英敏　様 清水　健二　様

中山  丈治　様 水野  雄介　様
福間  輝芳　様 北垣　尚邦　様
永田  幸子　様 八尾　忠輝　様
天道　康治　様 平尾  彰規　様
宮脇  瑞穂　様 宍戸  裕介　様
畠山  克美　様 GE  YUNJIN　様
藤丸  知子　様 柴田　秀繁　様
今井　正也　様 柳  慎一郎　様
田中  慎二　様 新井　善雄　様
里　道和　様 村井　美和子　様

池田　拓朗　様 伊藤　正広　様
辻  印人　様 徳田  かやの　様

川野　賢二　様 野村  睦美　様
橘　絵理　様 黒原　陽児　様

五十嵐　優一　様 福田  聡　様
白崎　賢治　様 丸山  力　様
武田　俊哉　様 七野　浩史　様
成田  安正　様 舛重　聖長　様
長島  徹弥　様 高間  志津子　様
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鳥田　直磯　様
木村　雄介　様
中西  豊　様
伊藤  孝　様

椿森　昌史　様
山根  一朗　様
田中  昭人　様

永嶋　まゆみ　様
三上　英亮　様
亀岡　敏彦　様
倉野  悟　様

髙津  和代　様
三浦 　昌子　様
橋尾  彰子　様
南雲　明　様

大脇  立也　様
青山　泰昌　様
中西　勝也　様
深山　優　様

中野　文香　様
阪上  純也　様
式田　多秀　様
井門　一美　様
武田　正徳　様
中垣　愛子　様
渕上　悦宏　様
南野　寿　様

松村  光一郎　様
福場　将之　様
磯地　秀穂　様
東　秀行　様

加藤  あかね　様
辻本　秀二　様
関根　一臣　様
古津　誠　様

和田  千弘　様
新  恭一　様

内田  達男　様
梅澤　憲一　様
前山　克博　様
青山　典子　様
横山  勝助　様
保田  恵一　様
小橋　準　様
古賀　宏　様

寺岡　高宏　様
友常　詩郎　様
三谷　享　様

田村  充正　様
加藤　潤一　様
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