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免責事項

• 本資料は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下：当社）の業界動向、事業内容について、当社による現

時点における予定、推定、見込又は予想に基づいた将来展望についても言及しています。

• これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。すでに知られたもしくは未だに

知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起

こす可能性があります。

• 当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異なる場合があります。

• 本資料における将来展望に関する表明は、2021年5月14日現在において利用可能な情報に基づいて当社によりなさ

れたものであり、将来の出来事や状況を反映して、将来展望に関するいかなる表明の記載も更新し、変更するもの

ではありません。
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core assets

当社のコアアセットである、業界屈指のAIエンジンを活用した
自動生成技術と国内最大規模のクラウドインプットを活用した
コンセンサス情報生成技術の両輪により高い競争力を維持

メディア事業で培った知見をB2B（B2B2Cを含む）にも応用。
コアアセットで生成される各種コンテンツ・情報に加え、豊富
な金融経済企業情報を活用し、金融機関をメインに
ソリューションサービスを提供

大規模なユーザーによる
投稿・閲覧データ

国内外の
金融経済企業情報

国内屈指の分析・
コンテンツ自動生成エンジン

BIG DATA

CROWD INPUT

AI ENGINE

SOLUTION

MEDIA
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取引会社数

≒400社
様々な金融商品の分野で、

主に金融機関向けに情報サービスを提供

business segment

月間UU数

900万人+
月間訪問ユーザー数

2,700万人+
独自性の高い投資家並びに資産形成層向け

情報サイトを国内最大規模で展開

MEDIA SOLUTION
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当社の特徴

網羅性

速報性正確性

幅広い情報

strength in service

瞬時に出る情報確実な情報
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strength in business

事業面での特徴

コアアセット

網羅性

速報性正確性
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01 ビジネスモデル

再現性
売上高の80％をストック型収入※で構成しながら成長

業 績 面 で の 特 徴

効率性
増収により利益率が向上する効率的なモデル

拡張性
独自の情報技術は金融に留まらず、他分野にも応用

※ メディア、ソリューション両事業のサブスク売上、顧客基盤から産まれるメディアの広告収入
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earnings results

9

02 2021年3月期実績

売上高「49.0％増」営業利益「45.1％増」配当性向「43.9％」

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
（百万円） （単体） （連結） （連結） 前期比

売上高 2,032 2,790 4,158 ＋49.0％
営業利益 256 523 759 ＋45.1％

営業利益率 12.6％ 18.8％ 18.3％ -0.5㌽
経常利益 208 504 734 ＋45.6％
親会社帰属当期利益 253 447 564 ＋26.1％
EBITDA 494 861 1,280 ＋48.6％
1株当たり利益（円） 22.04 34.38 40.97 ＋6.59円
1株当たり配当（円） ー 16.00 18.00 ＋2.00円
注．2019年3月期は連結子会社を有していないため個別数値を記載しております。
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activities - by segments

10
注．2019年3月期は連結子会社を有していないため個別数値を記載しております。

MEDIA SOLUTION
ストック収入の増加と新規導入に加え、

PT+の通年寄与により、売上高は前年比1.8倍に
課金収入の拡大により、売上高は通期で

前年比同等の計画に対して上振れ

02 2021年3月期実績
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ユニークユーザー数、訪問ユーザー数とも堅調に伸長

 月間平均UU数（2020年4月〜2021年3月）は、
前年比18.5%増の922万人と堅調に伸長

 「株探プレミアム」は、計画を上回るレベルで
成長を継続。2022年3月期は「MINKABU 
ASSET PLANNER」（通称：アセプラ）の投入
を予定しており、広告中心モデルからサブスク
中心モデルへの移行を加速させる

922

activities - media traffic 
02 2021年3月期実績
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ソリューション事業のMRR、ARPUは順調に拡大

 新規顧客の獲得に加え、既存顧客へのアップセ
ルを通じたARPUの向上の双方で拡大を継続し、
2022年3月期以降の継続した成長に向けた基盤を
拡充

activities - solution 
02 2021年3月期実績
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activities - by type of revenue 

13

サブスクリプション*収入が順調に拡大
*メディア事業の月額課金収入＋ソリューション事業の月額利用料収入

売上構成は
サブスクが中心にサブスク売上は前年比 1.8倍

02 2021年3月期実績
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月額課金収入
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月額利用料収入
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注．百万円未満四捨五入。
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注．連結調整は100万円未満のため省略。各子会社はのれん、顧客資産等の償却控除後利益

activities - by company

14

会社別営業利益
 ミンカブ本体は、課金収入及びソリュー

ション事業の伸長により成長を持続

 2019年末（前期は3ヶ月のみ）に子会社
化したProp Tech plus（以下
「PT+」）は、大幅な増益計画に沿って
順調に収益が改善

 2020年6月末に子会社化したロボット投
信は、コスト削減やシナジー効果により、
子会社化後に収益性が改善し、PLグ
ループ化後の7月~3月の9ヶ月間での単
体黒字化（のれん償却前）を達成

02 2021年3月期実績

前提とする自律的成長の継続に加え、M&A効果も確実に顕在化

453
614
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（百万円）
PT＋
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ロボット投信
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activities - investment & business tie-ups

15

公開後に複数のマイノリティ出資を実行、
シナジー効果（これまでに売上高で約4億円）により競争力を強化

AIによる選挙情報の
自動生成ソリューションの開発

「アイデアブック」へのデータ提
供・メディア連携、金融情報サー
ビスの共同開発

02 2021年3月期実績

金融情報ソリューションの開発
ロボアドバイザー連携

資産形成管理ツールの共同開発
MINKABU ASSET PLANNERに実装

資産形成層向けのIFA事業、店舗
事業、教育事業の三事業で連携

システムトレード用アルゴリズム
生成技術を用いた投資情報ソリュー
ションの共同展開と「株探」と
「QuantX」のメディア連携

iDeCo向けアプリケーションの開発業務の受託
及び当社メディアを活用した未来貯金サービス
のプロモーション支援

当社メディアを活用した融資型ク
ラウドファンディングサービスの
プロモーション支援及び独自シス
テムの開発業務の受託

音楽業界のクリエイター、プロデュー
サー、レーベルをクローズドネット
ワークで繋ぐプラットフォームサービ
ス、音楽著作権の売買取引所の構築

ALTERNATIVE ALTERNATIVE
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activities - capex & EBITDA
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02 2021年3月期実績

EBITDAは計画を上回り、継続した成長を持続
将来の成長に向けたソフトウェア開発投資も積極的に推進

注．2019年3月期は連結子会社を有していないため個別数値を記載しております。
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activities - equity ratio 
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02 2021年3月期実績

注．2019年3月期は連結子会社を有していないため個別数値を記載しております。

既存事業の成長投資にはDebtを積極活用し、純資産比率は60％程度を維持
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activities - investor relations
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02 2021年3月期実績

高い流動比率を維持しつつ企業価値拡大を継続
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上位10株主

				売出し前 ウリダ マエ										2019.03																		43891								44256

						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ

				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		8.8%				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		11.6%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		17.9%				株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400		11.7%

				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		8.5%				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		ERROR:#REF!				ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		7.9%				瓜生　憲		1,245,000		9.1%				瓜生　憲		1,245,000		9.0%

				3		株式会社朝日新聞社		850,000		7.4%				3		株式会社朝日新聞社		850,000		ERROR:#REF!				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.6%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%

				4		瓜生憲		833,800		7.2%				4		瓜生　憲		730,000		ERROR:#REF!				株式会社朝日新聞社		850,000		6.5%				株式会社朝日新聞社		850,000		6.2%				BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)		808,599		5.9%

				5		起業投資事業有限責任組合２号		825,800		7.2%				5		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		ERROR:#REF!				瓜生　憲		730,000		5.6%				Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		5.0%				Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		4.9%

				6		起業投資事業有限責任組合１号		720,000		6.2%				6		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		ERROR:#REF!				起業投資株式会社		453,700		3.5%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		3.2%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900		4.2%

				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		4.4%				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		ERROR:#REF!				ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		2.9%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		3.2%				株式会社日本カストディ銀行（信託口9）		509,200		3.7%

				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		4.3%				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		ERROR:#REF!				大塚　至高		358,500		2.8%				大塚　至高		358,500		2.6%				大塚　至高		410,000		3.0%

				9		あすかDBJ投資事業有限責任組合		384,300		3.3%				9		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		2.6%				野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		2.6%				高田　隆太郎		288,000		2.1%

				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		2.8%				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		ERROR:#REF!				ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000		2.5%				日本ガスライン株式会社		300,000		2.2%				日本ガスライン株式会社		260,000		1.9%

						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,941,100		60.2%						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,477,000		ERROR:#REF!				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,938,103		53.5%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		8,099,200		58.9%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		7,385,199		53.4%

						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		11,536,900								発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		ERROR:#REF!						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		12,979,900						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,744,400						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,819,700





開示用円グラフ

						持株数 モチカブ スウ										持株比率 モチカブ ヒリツ

						上場時 ジョウジョウ ジ		2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年３月末 ネン ガツ マツ		2021年３月末 ネン ガツ マツ				上場時 ジョウジョウ ジ		2019.09		2020.03		2021.03

				公募増資 コウボ ゾウシ		1,411,000		0		0		0				10.9%		0.0%		0.0%		0.0%

				機関投資家 キカン トウシカ		0		4,657,836		5,827,356		5,700,075				0.0%		35.9%		42.4%		41.2%

				事業会社 ジギョウガイシャ		2,168,500		2,025,200		1,955,200		1,105,200				16.7%		15.6%		14.2%		8.0%

				個人		992,600		2,194,764		2,351,044		4,126,325				7.7%		16.9%		17.1%		29.9%

				役職員 ヤクショクイン		1,008,800		897,100		1,658,600		1,687,000				7.8%		6.9%		12.1%		12.2%

				VC		7,367,000		3,205,000		1,952,200		1,201,100				56.9%		24.7%		14.2%		8.7%

				その他 タ		0		0		0		0				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				合計 ゴウケイ		12,947,900		12,979,900		13,744,400		13,819,700				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%











公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0.1089752006116822	0	0.16747889619166043	7.6661080175163543E-2	7.7912248318260102E-2	0.5689725747032337	



公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.35884991409795147	0.15602585536098121	0.16908943828534889	6.9114554041248388E-2	0.24692023821447007	

[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]

公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.42398038473851168	0.14225429993306365	0.1710546840895201	0.12067460201973167	0.14203602921917291	


機関投資家
[値]
事業会社
[値]
個人
[値]
役職員[値]
VC
[値]

0	0.41246011129040427	7.9972792462933345E-2	0.29858282017699372	0.1220721144453208	8.6912161624347853E-2	0	
上場時

２０１９．０９

２０２０．０３

２０２１．０３



VC情報抽出＆開示用積み上げグラフ

		上場前 ジョウジョウ マエ												上場後 ジョウジョウ ゴ

		属性1 ゾクセイ		属性2 ゾクセイ		属性3 ゾクセイ		名称 メイショウ		株式数 カブシキ スウ				属性１ ゾクセイ		属性2 ゾクセイ		属性3 ゾクセイ		名称 メイショウ		株式数 カブシキ スウ

		VC		SBI		A系 ケイ		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1,020,000				VC		SBI		A系 ケイ		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1,020,000

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		213,800				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		213,800

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		141,500				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		141,500

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		110,900				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		110,900

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		78,800				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		78,800

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		77,500				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		77,500

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		57,500				VC		SBI		A系 ケイ		SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		57,500

		VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ		825,800				VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ		202,000

		VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		720,000				VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		282,800

		VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資㈱ キギョウ トウシ		216,700				VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資㈱ キギョウ トウシ		453,700

		VC		山口 ヤマグチ		C系 ケイ		UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		300,000				VC		山口 ヤマグチ		C系 ケイ		UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		300,000

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Brave Go., Ltd.		325,000				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Brave Go., Ltd.		325,000

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA		254,300				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		b-to-v Partners AG		203,600				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		b-to-v Partners AG

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Globumbus Venture Capital GmbH		124,600				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Globumbus Venture Capital GmbH		124,600

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		J.A.Y.-Square GmbH		46,200				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		J.A.Y.-Square GmbH

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Alpine Capital III LLC		31,400				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Alpine Capital III LLC		31,400

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Steamer Point Management UG 		9,500				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Steamer Point Management UG 

		VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		501,900				VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ

		VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		58,100				VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ

		VC		その他 タ		F系 ケイ		MSIVC2008V投資事業有限責任組合		500,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		MSIVC2008V投資事業有限責任組合

		VC		その他 タ		F系 ケイ		あすかDBJ投資事業有限責任組合		384,300				VC		その他 タ		F系 ケイ		あすかDBJ投資事業有限責任組合

		VC		その他 タ		F系 ケイ		谷家衛 タニ ヤ マモル		280,100				VC		その他 タ		F系 ケイ		谷家衛 タニ ヤ マモル

		VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱新生銀行		200,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱新生銀行

		VC		その他 タ		F系 ケイ		KSP４号投資事業有限責任組合		200,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		KSP４号投資事業有限責任組合

		VC		その他 タ		F系 ケイ		りそなキャピタル		100,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		りそなキャピタル

		VC		その他 タ		F系 ケイ		SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		100,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ

		VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱マーキュリアインベストメント		77,100				VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱マーキュリアインベストメント		77,100

		VC		その他 タ		F系 ケイ		日本ｱｼﾞｱ投資㈱		75,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		日本ｱｼﾞｱ投資㈱

		VC		その他 タ		F系 ケイ		三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		60,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ

		VC		その他 タ		F系 ケイ		ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		40,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

		VC		その他 タ		F系 ケイ		DITパートナー㈱		33,400				VC		その他 タ		F系 ケイ		DITパートナー㈱		33,400

										7,367,000												3,530,000

								VC数 スウ		32										VC数 スウ		16

								A系 ケイ		1,700,000		23.1%								A系 ケイ		1,700,000		53.0%		SBI

								B系 ケイ		1,762,500		23.9%								B系 ケイ		938,500		29.3%		起業投資 キギョウ トウシ

								C系 ケイ		300,000		4.1%								C系 ケイ		300,000		9.4%		山口 ヤマグチ

								D系 ケイ		994,600		13.5%								D系 ケイ		156,000		4.9%		外国人 ガイコク ジン

								E系 ケイ		560,000		7.6%								E系 ケイ		0		0.0%		MIC

								F系 ケイ		2,049,900		27.8%								F系 ケイ		110,500		3.4%		その他 タ

										7,367,000												3,205,000



A系	

1700000	B系	

1762500	C系	

300000	D系	

994600	E系	

560000	F系	

2049900	

A系	

1700000	B系	

938500	C系	

300000	D系	

156000	E系	0	F系	

110500	



株主名簿サマリー（高田さん作成）

				2019年９月末株主名簿サマリー ネン ガツ マツ カブヌシ メイボ

				①　VC売却分、公開時分配の個人株主売却分を機関投資家が吸収（VCは9月末時点で実質的にSBI系、起業投資系以外全てがイグジットを完了。機関投資家がマジョリティに。） バイキャク ブン コウカイ ジ ブンパイ コジン カブヌシ バイキャク ブン キカン トウシカ キュウシュウ ガツマツ ジテン ジッシツ テキ ケイ キギョウ トウシ ケイ イガイ スベ カンリョウ キカン トウシカ

				②　３月19日以降の市場吸収金額は62.4億円（全体の44.5％）　※時価総額140億円ベース ガツ ニチ イコウ シジョウ キュウシュウ キンガク オクエン ゼンタイ ジカ ソウガク オクエン

				③　株主数は3月末の4,652名から2,946名に減少



		開示用に区分調整 カイジ ヨウ クブン チョウセイ								持株数／株 モチカブ スウ カブ						構成比 コウセイヒ						時価総額／140億円ベース ジカ ソウガク オクエン

										2019年３月末 ネン ガツ マツ		2019年９月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン		2019年３月末 ネン ガツ マツ		2019年９月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン		2019年３月末 ネン ガツ マツ		2019年９月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン		メモ

		↓				実質機関投資家、証券会社 ジッシツ キカン トウシカ ショウケン カイシャ				1,628,734		4,332,836		2,704,102		11.8%		31.6%		19.7%		16.6		44.2		27.6		ー

								法人 ホウジン		202,800		247,500		44,700		1.5%		1.8%		0.3%		2.1		2.5		0.5		ー

								個人 コジン		2,416,366		1,947,264		(469,102)		17.6%		14.2%		-3.4%		24.6		19.9		-4.7		ー

						実質個人株主 ジッシツ コジン カブヌシ				2,619,166		2,194,764		(424,402)		19.0%		16.0%		-3.0%		26.6		22.4		-4.3		ー

				上場後株主 ジョウジョウ ゴ カブヌシ						4,247,900		6,527,600		2,279,700		30.9%		47.6%		16.7%		43.2		66.6		23.4		ー

								瓜生　憲		730,000		730,000		0		5.3%		5.3%		0.0%		ー		ー		ー		代表取締役社長 ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

								瓜生　理科子		20,000		20,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		代表親族 ダイヒョウ シンゾク

								瓜生　佳枝		9,000		9,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		代表親族 ダイヒョウ シンゾク

								高田　隆太郎		73,000		73,000		0		0.5%		0.5%		0.0%		ー		ー		ー		取締役副社長兼CFO トリシマリヤク フクシャチョウ ケン

								石橋　省三		15,000		41,300		26,300		0.1%		0.3%		0.2%		ー		ー		ー		監査等委員 カンサ トウ イイン

								杉村　武亮		15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		上級執行役員（メディア開発管掌） ジョウキュウ シッコウ ヤクイン カイハツ カンショウ

								大塚　善弘		0		8,800		8,800		0.0%		0.1%		0.1%		ー		ー		ー		従業員 ジュウギョウイン

						役職員 ヤクショクイン				862,000		897,100		35,100		6.3%		6.5%		0.3%		8.8		9.1		0.4		起業投資の現物分配による変動（変更報告書の提出有） キギョウトウシ ゲンブツブンパイ ヘンドウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

								ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		980,300		0		7.1%		7.1%		0.0%		ー		ー		ー		　旧ソネット系VCからの移管 キュウ ケイ イカン

								株式会社朝日新聞社		850,000		850,000		0		6.2%		6.2%		0.0%		ー		ー		ー		資本業務提携：一部売却意向あり シホンギョウムテイケイ イチブ バイキャク イコウ

								株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		124,900		0		0.9%		0.9%		0.0%		ー		ー		ー		資本業務提携 シホンギョウムテイケイ

								株式会社ベクトル		70,000		70,000		0		0.5%		0.5%		0.0%		ー		ー		ー		資本業務提携：JV保有 シホンギョウムテイケイ ホユウ

						事業会社 ジギョウ カイシャ				2,025,200		2,025,200		ー		14.7%		14.8%		ー		20.6		20.7		ー

				安定株主 アンテイ カブヌシ						2,887,200		2,922,300		35,100		21.0%		21.3%		0.3%		29.4		29.8		0.4		起業投資の現物分配以外の変動はなし キギョウトウシ ゲンブツブンパイ イガイ ヘンドウ

						起業投資株式会社				216,700		453,700		237,000		1.6%		3.3%		1.7%		ー		ー		ー		起業投資の現物分配による変動 キギョウトウシ ゲンブツブンパイ ヘンドウ

						株式会社マーキュリアインベストメント				77,100		77,100		0		0.6%		0.6%		0.0%		ー		ー		ー		ー

						ディーアイティー・パートナーズ株式会社				33,400		33,400		0		0.2%		0.2%		0.0%		ー		ー		ー		ー

				VC（GP保有） ホユウ						327,200		564,200		237,000		2.4%		4.1%		1.7%		3.3		5.8		2.4		起業投資の現物分配以外の変動はなし キギョウトウシ ゲンブツブンパイ イガイ ヘンドウ

								ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		1,020,000		0		7.4%		7.4%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		213,800		0		1.6%		1.6%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		141,500		0		1.0%		1.0%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		110,900		0		0.8%		0.8%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		78,800		0		0.6%		0.6%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		77,500		0		0.6%		0.6%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		57,500		0		0.4%		0.4%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		300,000		0		2.2%		2.2%		0.0%		ー		ー		ー		山口FG,売却意向は無いがSBIと歩を合わせる可能性あり(SBIから購入した経緯) ケイイ

						SBI系（含む山口キャピタル） ケイ フク ヤマグチ				2,000,000		2,000,000		ー		14.5%		14.6%		ー		20.3		20.4		ー		変動なし ヘンドウ

								起業投資事業有限責任組合２号		619,500		202,000		(417,500)		4.5%		1.5%		-3.0%		ー		ー		ー		現物分配による減少（変更報告書の提出有） ゲンブツブンパイ ゲンショウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

								起業投資事業有限責任組合１号		540,000		282,800		(257,200)		3.9%		2.1%		-1.9%		ー		ー		ー		現物分配による減少（変更報告書の提出有） ゲンブツブンパイ ゲンショウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

						起業投資系 キギョウ トウシ ケイ				1,159,500		484,800		(674,700)		8.4%		3.5%		-4.9%		11.8		4.9		-6.8		現物分配による減少（変更報告書の提出有） ゲンブツブンパイ ゲンショウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

								ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		0		(501,900)		3.6%		0.0%		-3.6%		5.1		0.0		-5.1		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合		58,100		0		(58,100)		0.4%		0.0%		-0.4%		0.6		0.0		-0.6		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		0		(500,000)		3.6%		0.0%		-3.6%		5.1		0.0		-5.1		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

		VC						谷家　衛		280,100		0		(280,100)		2.0%		0.0%		-2.0%		2.8		0.0		-2.8		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合		200,000		0		(200,000)		1.5%		0.0%		-1.5%		2.0		0.0		-2.0		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		100,000		0		(100,000)		0.7%		0.0%		-0.7%		1.0		0.0		-1.0		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								りそなキャピタル２号投資事業組合		100,000		0		(100,000)		0.7%		0.0%		-0.7%		1.0		0.0		-1.0		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合		75,000		0		(75,000)		0.5%		0.0%		-0.5%		0.8		0.0		-0.8		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								三生５号投資事業有限責任組合		60,000		0		(60,000)		0.4%		0.0%		-0.4%		0.6		0.0		-0.6		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

						その他 タ				1,875,100		0		(1,875,100)		13.6%		0.0%		-13.6%		19.1		0.0		-19.1		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

				VC						5,034,600		2,484,800		(2,549,800)		36.6%		18.1%		-18.5%		51.2		25.3		-25.9		2019年６月17日～9月30日の間に全株売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ゼン カブ バイキャク

		個人 コジン				渡邉　力英				100,000		100,000		0		0.7%		0.7%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				森川　和正				100,000		93,500		(6,500)		0.7%		0.7%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		法人 ホウジン				株式会社シャンディガフ				34,000		0		(34,000)		0.2%		0.0%		-0.2%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				野村　壮太郎				30,000		0		(30,000)		0.2%		0.0%		-0.2%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				山岸　健太郎				20,000		20,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				山本　功				15,000		41,300		26,300		0.1%		0.3%		0.2%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				中川　陽				15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				藤岡　慎也				12,000		10,000		(2,000)		0.1%		0.1%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				渡辺　啓				9,000		7,000		(2,000)		0.1%		0.1%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				林　倹一				5,000		4,800		(200)		0.0%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				田中　由起子				5,000		5,000		0		0.0%		0.0%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				宮本　しのぶ				1,900		1,900		0		0.0%		0.0%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				内　千恵				1,400		0		(1,400)		0.0%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

				元役職員 モト ヤクショク イン						348,300		298,500		(49,800)		2.5%		2.2%		-0.4%		3.5		3.0		-0.5		ー

		VC				ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ				124,600		124,600		0		0.9%		0.9%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		VC				ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ				31,400		31,400		0		0.2%		0.2%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ				26,200		20,000		(6,200)		0.2%		0.1%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				ＰＬＯＧＥＲＴ　ＮＩＣＯＬＡＳ				20,000		0		(20,000)		0.1%		0.0%		-0.1%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ				2,000		2,000		0		0.0%		0.0%		0.0%		ー		ー		ー		ー

				旧sharewise株主 キュウ カブヌシ						204,200		178,000		(26,200)		1.5%		1.3%		-0.2%		2.1		1.8		-0.3		ー

		VC				ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．				325,000		325,000		0		2.4%		2.4%		0.0%		ー		ー		ー		10月1日に全株機関投資家に売却 ガツ ニチ ゼン カブ キカン トウシカ バイキャク

		個人 コジン				大塚　至高				266,600		358,500		91,900		1.9%		2.6%		0.7%		ー		ー		ー		現物分配による増加 ゲンブツブンパイ ゾウカ

		法人 ホウジン				オズミックコーポレーション株式会社				51,800		12,400		(39,400)		0.4%		0.1%		-0.3%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				服部　茂夫				15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		法人 ホウジン				株式会社マナオクリエーション				15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		法人 ホウジン				株式会社オウケイウェイヴ				15,000		0		(15,000)		0.1%		0.0%		-0.1%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				山城　祐也				10,500		10,500		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				松永　良輔				9,000		6,500		(2,500)		0.1%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				石津　知英子				8,000		8,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				花田　啓陽				1,000		0		(1,000)		0.0%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

				その他上場前株主 タ ジョウジョウ マエ カブヌシ						716,900		750,900		34,000		5.2%		5.5%		0.3%		7.3		7.7		0.4		ー

				合計 ゴウケイ						13,766,300		13,726,300		(40,000)		100.0%		100.0%		0.0%		140		140		ー

				※起業投資の現物分配による新規株主は実質個人株主としてカウント キギョウ トウシ ゲンブツ ブンパイ シンキ カブヌシ ジッシツ コジン カブヌシ





株主データ

				属性 ゾクセイ		株主名		3末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		9末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		2020年３月末 ネン ガツ マツ		直近中間比増減		直近期末比増減		属性 ゾクセイ		株主名 カブヌシメイ		2021年3月末 ネン ガツ マツ

				VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		-338200		-338200		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800

				VC		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		VC		起業投資事業有限責任組合１号		194,600		-88200		-345400		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900

				VC		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		VC		起業投資事業有限責任組合１号		282,800		VC		起業投資事業有限責任組合２号		193,300		-8700		-426200		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600

				VC		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900		-70900		-70900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100

				VC		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		VC		起業投資事業有限責任組合２号		202,000		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600		-46900		-46900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700

				VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100		-36800		-36800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800

				VC		谷家　衛		280,100		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700		-26100		-26100		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800		-25700		-25700		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400

				VC		ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合		200,000		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		0		0		VC（GP保有）		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400

				VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		VC（GP保有）		起業投資株式会社		286,100		-167600		69400		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		1,245,000

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		453,700		VC（GP保有）		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		0		0		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		288,000

				VC		ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		100,000		VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400		-19100		-19100		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300

				VC		りそなキャピタル２号投資事業組合		100,000		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		個人 コジン		宮永　浩明		68,300		67800		68300		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		31,500

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		個人 コジン		大坪　一成		40,000		40000		40000		役職員 ヤクショクイン		矢口　順子		25,000

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		個人 コジン		奥山　秀朗		27,000		-1000		27000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000

				VC		ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合		75,000		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		個人 コジン		小堀　泰清		23,200		23200		23200		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000

				VC		三生５号投資事業有限責任組合		60,000		機関 キカン		野村信託銀行株式会社（投信口）		303,900		個人 コジン		鳥海　洋子		23,100		23100		23100		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800

				VC		ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合		58,100		機関 キカン		福島　保典　※三崎さん系 ミサキ ケイ		296,500		個人 コジン		今給黎　孝		17,800		17800		17800		役職員 ヤクショクイン		井川　純一		5,000

				VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		274,700		個人 コジン		三谷　和弘		16,300		9200		9200		役職員 ヤクショクイン		大谷　一幸		3,000

				VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		216,700		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		222,389		個人 コジン		木村　比登史		15,600		15600		15600		役職員 ヤクショクイン		内田　亜希子		2,000

				VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		141,600		個人 コジン		太田　邦子		13,100		0		13100		役職員 ヤクショクイン		福井　和貴		2,000

				VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		125,100		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		0		10000		役職員 ヤクショクイン		稲葉　賢二		1,000

				機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		機関 キカン		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		105,397		個人 コジン		高島　英子		10,000		0		0		役職員 ヤクショクイン		熊取谷　重徳		1,000

				機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		145,600		機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		63,839		個人 コジン		高野　玲子		10,000		0		0		役職員 ヤクショクイン		酒井　瑞恵		1,000

				機関 キカン		日本証券金融株式会社		144,000		機関 キカン		鎌田　和樹　※三崎さん系、UUUM社長 ミサキ ケイ ウウウｍシャチョウ		45,000		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		山田　聡子		1,000

				機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		105,100		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		45,000		個人 コジン		太田　裕人		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド役員持株会		600

				機関 キカン		楽天証券株式会社		101,000		機関 キカン		野村證券株式会社		36,400		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		浅野　尚仁		500

				機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		82,400		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		35,898		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		池内　貴美子		500

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		75,539		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		23,274		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		小林　若菜		500

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		59,200		機関 キカン		ＪＰモルガン証券株式会社		12,100		個人 コジン		平林　正子		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド従業員持株会		300

				機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		58,000		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		8,479		個人 コジン		深井　大		8,200		8200		8200		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400

				機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		57,800		機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		8,200		個人 コジン		車　創太		8,100		8100		8100		機関		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		808,599

				機関 キカン		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		51,300		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（金銭信託課税口）		4,400		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		0		0		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900

				機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		42,800		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		4,290		個人 コジン		林　直樹		6,600		6600		6600		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託口９）		509,200

				機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＬＯＮＤＯＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＦＯＲ　ＰＲＩＭＥ　ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ　ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ　ＡＣＣ　ＦＯＲ　ＴＨＩＲＤ　ＰＡＲＴＹ		34,200		機関 キカン		岡三にいがた証券株式会社		4,000		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		0		0		機関		株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）		240,200

				機関 キカン		松井証券株式会社		32,100		機関 キカン		岡三証券株式会社		3,200		個人 コジン		芝原　英司		6,000		0		4000		機関		ａｕカブコム証券株式会社		200,200

				機関 キカン		マネックス証券株式会社		22,702		機関 キカン		株式会社ライブスター証券		2,800		個人 コジン		加島　諭		5,800		5800		5800		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		198,000

				機関 キカン		野村證券株式会社		22,100		機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		2,000		個人 コジン		小堀　ひろみ		5,800		5800		5800		機関		福島　保典　※		172,300

				機関 キカン		大和証券株式会社		20,500		機関 キカン		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		2,000		個人 コジン		浅野　勇夫		5,700		5700		5700		機関		株式会社ＳＢＩ証券		153,500

				機関 キカン		岡三証券株式会社		18,200		機関 キカン		極東証券株式会社		1,500		個人 コジン		岩崎　昌作		5,400		5400		5400		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口）		125,100

				機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		17,068		機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		1,500		個人 コジン		田中　宏樹		5,400		5400		5400		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６４６		105,800

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		14,693		機関 キカン		株式会社証券ジャパン		1,500		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		0		5000		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６２１		94,100

				機関 キカン		株式会社ライブスター証券		13,000		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		1,500		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		0		4400		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　１　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		62,622

				機関 キカン		豊証券株式会社		12,000		機関 キカン		水戸証券株式会社		1,400		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		0		4400		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		56,700

				機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		11,900		機関 キカン		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,021		個人 コジン		中川　洋		4,400		0		4400		機関		ＬＩＮＥ証券株式会社		45,573

				機関 キカン		ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　Ｃｌｅａｒｉｎｇ　Ｂａｎｋ　Ｎ．Ｖ．，　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　Ｂｒａｎｃｈ		8,500		機関 キカン		廣田証券株式会社		1,011		個人 コジン		羽田　直志		4,400		0		4400		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		44,500

				機関 キカン		東海東京証券株式会社		8,000		機関 キカン		東洋証券株式会社		1,000		個人 コジン		今給黎　愛梨		4,300		4300		4300		機関		Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ｐｌｃ		36,600

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		7,000		機関 キカン		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		個人 コジン		今給黎　惠		4,300		4300		4300		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＳＵＢ　Ａ／Ｃ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ		34,593

				機関 キカン		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		6,700		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		個人 コジン		今給黎　梨圭		4,300		4300		4300		機関		ＲＢＣ　ＩＳＢ　Ａ／Ｃ　ＬＵＸ　ＮＯＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴ／ＤＯＭＥＳＴＩＣ　ＲＡＴＥ－ＵＣＩＴＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		33,400

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		6,600		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		個人 コジン		中嶋　浩一		4,300		4300		4300		機関		立花証券株式会社		32,000

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ		6,600		機関 キカン		ＭＬ　ＩＮＴＬ　ＥＱＵＩＴＹ　ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ		800		個人 コジン		田畑　由香理		4,100		3900		4100		機関		みずほ証券株式会社		30,000

				機関 キカン		モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社		5,500		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＤＵＢＬＩＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＰＲＩＭＥ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴ　ＥＱＵＩＴＹ　ＡＣＣＯＵＮＴ		800		個人 コジン		伊藤　厚二		4,000		4000		4000		機関		松井証券株式会社		29,900

				機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,300		機関 キカン		ＣＧＭＬ－ＬＯＮＤＯＮ　ＥＱＵＩＴＹ		800		個人 コジン		石井　明子		4,000		4000		4000		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　－　ＬＯＮＤＯＮ　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		28,900

				機関 キカン		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		機関 キカン		東海東京証券株式会社		500		個人 コジン		市岡　正基		4,000		4000		4000		機関		ＢＢＨ　（ＬＵＸ）　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＦＵＮＤＳ－ＪＡＰＡＮ　ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ		28,900

				機関 キカン		藍澤證券株式会社		3,300		機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		500		個人 コジン		武部　雅人		4,000		4000		4000		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		27,100

				機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		2,200		機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		300		個人 コジン		馬場　航太郎		4,000		4000		4000		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２５		26,500

				機関 キカン		アーク証券株式会社		2,000		機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		300		個人 コジン		本間　哲彦		4,000		4000		4000		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		25,200

				機関 キカン		三田証券株式会社		2,000		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		200		個人 コジン		松本　末敏		4,000		4000		4000		機関		野村證券株式会社		25,186

				機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		1,400		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		個人 コジン		宮川　弘道		4,000		4000		4000		機関		楽天証券株式会社		23,300

				機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		1,037		機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		25		個人 コジン		染宮　秀樹		4,000		-4700		4000		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		23,000

				機関 キカン		八十二証券株式会社		1,000		機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		157,700		個人 コジン		野々村　勝		4,000		3000		3700		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		22,900

				機関 キカン		立花証券株式会社		900		機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		71,800		個人 コジン		松岡　喜一		4,000		1000		4000		機関		日本証券金融株式会社		21,300

				機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		900		機関 キカン		楽天証券株式会社		42,900		個人 コジン		宮永　絵里子		4,000		3000		4000		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		20,600

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		機関 キカン		マネックス証券株式会社		14,000		個人 コジン		岡田　順子		3,600		3600		3600		機関		株式会社ＳＢＩネオトレード証券		17,400

				機関 キカン		ひびき証券株式会社		800		機関 キカン		松井証券株式会社		12,900		個人 コジン		大西　剛史		3,500		3500		3500		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６５０		16,400

				機関 キカン		株式会社証券ジャパン		700		機関 キカン		日本証券金融株式会社		5,800		個人 コジン		水村　東雄		3,400		3400		3400		機関		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		15,700

				機関 キカン		ドイツ証券株式会社		300		機関 キカン		大和証券株式会社		4,900		個人 コジン		阿部　明央		3,400		0		2200		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		15,300

				機関 キカン		丸八証券株式会社		300		機関 キカン		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		4,610		個人 コジン		内田　樹奈		3,300		3300		3300		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　Ｕ．Ｓ．　ＴＡＸ　ＥＸＥＭＰＴＥＤ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＦＵＮＤＳ		14,100

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		4,600		個人 コジン		青柳　芳		3,000		3000		3000		機関		大和証券株式会社		13,500

				機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		100		機関 キカン		小瀬澤　央（有名FM、自己売） ユウメイ ジコ バイ		3,100		個人 コジン		土本　義隆		3,000		3000		3000		機関		岡三オンライン証券株式会社		13,300

				機関 キカン		廣田証券株式会社		95		機関 キカン		岩井コスモ証券株式会社		1,600		個人 コジン		徳竹　正彦		3,000		3000		3000		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		13,298

				個人 コジン		水野　英行		60,000		機関 キカン		立花証券株式会社		200		個人 コジン		山内　伸一		3,000		3000		3000		機関		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		9,400

				個人 コジン		望月　一男		19,800		個人 コジン		望月　一男		34,800		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		0		3000		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		8,700

				個人 コジン		伊集　由明		17,000		個人 コジン		奥山　秀朗		28,000		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		0		0		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		7,400

				個人 コジン		花澤　真理		13,000		個人 コジン		和田　享		22,600		個人 コジン		杉江　陽一		3,000		1500		2000		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		7,000

				個人 コジン		高島　英子		10,000		個人 コジン		岸田　英明		20,000		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		0		0		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　３８１５７２		6,600

				個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		伊集　由明		17,000		個人 コジン		稲垣　小太郎		2,800		2800		2800		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　＆　ＣＯ．　ＲＥＧ		5,900

				個人 コジン		王　軍		9,000		個人 コジン		太田　邦子		13,100		個人 コジン		伴　元貴		2,800		2800		2800		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		5,000

				個人 コジン		平山　正樹		9,000		個人 コジン		室　圭介		12,500		個人 コジン		中山　順郎		2,600		2600		2600		機関		岡三証券株式会社		4,800

				個人 コジン		柳田　公之		9,000		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		個人 コジン		原田　康二		2,600		2600		2600		機関		ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ－ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＳＭＡＬＬ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＳＥＲＩＥＳ		4,002

				個人 コジン		青嶋　俊江		8,000		個人 コジン		高島　英子		10,000		個人 コジン		荒川　英一郎		2,500		2500		2500		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＡＣ　ＣＡＮＴＯＲ　　ＦＩＴＺＧＥＲＡＬＤ　ＡＮＤ　ＣＯ．　４６００６１７		4,000

				個人 コジン		大川　路代		8,000		個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		片岡　大輔		2,500		2500		2500		機関		マネックス証券株式会社		3,550

				個人 コジン		重松　忠義		8,000		個人 コジン		奥元　直秀		9,400		個人 コジン		高橋　真紀子		2,500		2500		2500		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００４		2,503

				個人 コジン		高山　義夫		7,500		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		個人 コジン		伊藤　勤		2,500		2000		2500		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		1,811

				個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		太田　裕人		8,700		個人 コジン		岡田　伸雄		2,500		1500		2500		機関		株式会社日本カストディ銀行（年金特金口）		1,400

				個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		個人 コジン		田中　寿史		2,500		400		2300		機関		Ｍｏｎｅｘ　Ｂｏｏｍ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　（Ｈ．Ｋ．）　Ｌｉｍｉｔｅｄ　－　Ｃｌｉｅｎｔｓ’　Ａｃｃｏｕｎｔ		1,400

				個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		個人 コジン		小川　統生		2,400		2400		2400		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		1,400

				個人 コジン		北川　耕造		6,600		個人 コジン		染宮　秀樹		8,700		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		0		2300		機関		ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ　１４００４２		1,400

				個人 コジン		白井　知宏		6,600		個人 コジン		中村　敦英		8,700		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,300		200		2300		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２３		1,300

				個人 コジン		池田　盛也		6,000		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		個人 コジン		山神　健司		2,200		1700		2200		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		1,112

				個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		個人 コジン		平林　正子		8,700		個人 コジン		松野　房子		2,100		2100		2100		機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　（ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ		1,100

				個人 コジン		澤　比三師		6,000		個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		板東　俊一		2,000		2000		2000		機関		ＳＢＩ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＨＫ　ＬＴＤ．　ＡＧＥＮＣＹ		1,000

				個人 コジン		阿久津　雅義		5,900		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		岡　重吉		2,000		2000		2000		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000

				個人 コジン		渡辺　泰之		5,800		個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		小瀬　仁志		2,000		2000		2000		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000

				個人 コジン		濱口　愛佳		5,300		個人 コジン		池田　盛也		6,000		個人 コジン		小瀬澤　央		2,000		-1100		2000		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		950

				個人 コジン		西澤　敦		5,200		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		個人 コジン		小見野　明子		2,000		2000		2000		機関		ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＧＲＯＷＴＨ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ　ＯＦ　ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ　ＧＲＯＵＰ　ＩＮＣ．		800

				個人 コジン		今村　彰利		5,000		個人 コジン		芝原　英司		6,000		個人 コジン		構　宏介		2,000		2000		2000		機関		藍澤證券株式会社		700

				個人 コジン		大長　靖隆		5,000		個人 コジン		橋本　さちよ		5,100		個人 コジン		近藤　竜介		2,000		2000		2000		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		700

				個人 コジン		岡村　泰宏		5,000		個人 コジン		佐々木　剛		5,000		個人 コジン		末田　治		2,000		2000		2000		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５０１９		700

				個人 コジン		国分　敏樹		5,000		個人 コジン		鈴木　均		5,000		個人 コジン		千葉　圭子		2,000		2000		2000		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		700

				個人 コジン		鈴木　均		5,000		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		個人 コジン		高橋　駿介		2,000		2000		2000		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６７４		646

				個人 コジン		田村　秋男		5,000		個人 コジン		満塩　亜美		5,000		個人 コジン		西山　晴一郎		2,000		2000		2000		機関		東洋証券株式会社		600

				個人 コジン		高橋　智恵子		5,000		個人 コジン		安川　允		5,000		個人 コジン		野秋　香		2,000		2000		2000		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ　－　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴＳ		600

				個人 コジン		谷口　悦子		5,000		個人 コジン		林　一城		4,500		個人 コジン		堀出　忠史		2,000		2000		2000		機関		ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＪＡＳＤＥＣ		600

				個人 コジン		富田　雪男		5,000		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		個人 コジン		松井　聡		2,000		2000		2000		機関		岡地証券株式会社		500

				個人 コジン		長部　理恵		5,000		個人 コジン		北村　隆人		4,400		個人 コジン		八馬　建司		2,000		2000		2000		機関		株式会社日本ベル投資研究所		500

				個人 コジン		根本　親良		5,000		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		0		0		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		400

				個人 コジン		左向　勝子		5,000		個人 コジン		中川　洋		4,400		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		0		2000		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		300

				個人 コジン		松井　理		5,000		個人 コジン		西崎　泉		4,400		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		0		2000		機関		三晃証券株式会社		300

				個人 コジン		奥元　直秀		4,400		個人 コジン		羽田　直志		4,400		個人 コジン		柏　昭子		2,000		0		0		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		300

				個人 コジン		池上　哲		4,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		4,300		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		0		0		機関		ＤＨＤ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰ　ＴＫＹＣＯＬＯ		200

				個人 コジン		岩井　惠子		4,000		個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		0		0		機関		石動証券株式会社		100

				個人 コジン		氏永　勝之		4,000		個人 コジン		加賀谷　博雄		4,000		個人 コジン		高橋　克聡		2,000		700		2000		機関		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		100

				個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		鈴木　良治		4,000		個人 コジン		高橋　正雄		2,000		2000		2000		機関		ＫＳＤ－ＥＵＧＥＮＥ		100

				個人 コジン		奥野　信亮		4,000		個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		竹田　俊幸		2,000		1500		1800		機関		ＰＥＲＳＨＩＮＧ－ＤＩＶ．　ＯＦ　ＤＬＪ　ＳＥＣＳ．　ＣＯＲＰ．		100

				個人 コジン		柴田　重夫		4,000		個人 コジン		中村　幸子		4,000		個人 コジン		竹中　康史		2,000		1800		2000		機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ（ＲＥＴＡＩＬ）		100

				個人 コジン		高山　あけみ		4,000		個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		0		2000		機関		リテラ・クレア証券株式会社		95

				個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		3,500		個人 コジン		永井　敏史		2,000		0		0		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		78

				個人 コジン		谷口　俊二		4,000		個人 コジン		安村　一郎		3,500		個人 コジン		任　道勇		2,000		1000		1000		機関		廣田証券株式会社		57

				個人 コジン		中西　利壽		4,000		個人 コジン		阿部　明央		3,400		個人 コジン		花井　栄治		2,000		0		2000		個人		大塚　至高		410,000

				個人 コジン		森川　貴世美		4,000		個人 コジン		上野　知美		3,400		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		0		0		個人		渡邉　力英		93,000

				個人 コジン		原田　陽平		3,800		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		個人 コジン		三好　朋一		2,000		0		0		個人		佐々木　裕子		60,000

				個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		大久保　光		3,000		個人 コジン		守屋　充郎		2,000		1500		2000		個人		大坪　一成		43,100

				個人 コジン		黄　順子		3,500		個人 コジン		神戸　謙二		3,000		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		0		2000		個人		北村　聡		42,200

				個人 コジン		菅沼　辰也		3,300		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		0		0		個人		田中　博		41,000

				個人 コジン		増田　啓至		3,200		個人 コジン		久保　真一郎		3,000		個人 コジン		野村　貞夫		1,900		1900		1900		個人		三井　徳益		40,000

				個人 コジン		加藤　伸二		3,100		個人 コジン		佐藤　修一		3,000		個人 コジン		豊田　重典		1,800		1800		1800		個人		山上　和良		35,000

				個人 コジン		中谷　健		3,100		個人 コジン		鈴木　勲		3,000		個人 コジン		野口　和徳		1,800		1800		1800		個人		小堀　泰清		31,200

				個人 コジン		青山　理		3,000		個人 コジン		曽根　俊祐		3,000		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		0		0		個人		吉永　和貴		29,500

				個人 コジン		市川　憲治		3,000		個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		原　幸子		1,600		1600		1600		個人		宮永　浩明		23,100

				個人 コジン		上田　実		3,000		個人 コジン		平良　眞人		3,000		個人 コジン		森　予始子		1,600		1600		1600		個人		山岸　健太郎		20,000

				個人 コジン		上野　香子		3,000		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		小原　紀明		1,600		600		1600		個人		山本　功		20,000

				個人 コジン		上野　武志		3,000		個人 コジン		松岡　喜一		3,000		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		0		0		個人		小林　照幸		18,000

				個人 コジン		及川　太		3,000		個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		室　圭介		1,600		-10900		1600		個人		木村　比登史		15,400

				個人 コジン		折口　慶太		3,000		個人 コジン		安藤　賢治		3,000		個人 コジン		田口　敦史		1,500		1500		1500		個人		中川　陽		12,000

				個人 コジン		勝本　浩司		3,000		個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		高麗　裕介		1,500		1500		1500		個人		森田　拓之		11,900

				個人 コジン		金子　養三		3,000		個人 コジン		大橋　智恵子		2,900		個人 コジン		早雲　吉信		1,500		1500		1500		個人		本村　剛一		11,700

				個人 コジン		鎌田　光和		3,000		個人 コジン		石山　清己		2,800		個人 コジン		服部　文一		1,500		1500		1500		個人		太田　邦子		11,600

				個人 コジン		川手　純		3,000		個人 コジン		河合　多喜子		2,800		個人 コジン		松尾　祐子		1,500		1500		1500		個人		坂内　秀樹		11,300

				個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		福島　隆		2,800		個人 コジン		木村　雅子		1,500		0		0		個人		荒谷　道徳		11,100

				個人 コジン		栗林　憲介		3,000		個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		久保　真一郎		1,500		-1500		1500		個人		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		11,000

				個人 コジン		黒田　輝美		3,000		個人 コジン		増田　啓至		2,700		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		0		0		個人		下谷　茂		10,500

				個人 コジン		小田　剛士		3,000		個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		柴田　克之		1,500		-500		1500		個人		山城　祐也		10,500

				個人 コジン		小松　英規		3,000		個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		藤原　洋之		1,500		1000		1500		個人		野々村　勝		10,320

				個人 コジン		後藤　隆志		3,000		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		個人 コジン		川里　和孝		1,400		1400		1400		個人		今村　勇一		10,194

				個人 コジン		佐藤　修一		3,000		個人 コジン		白井　知宏		2,300		個人 コジン		咲間　勇気		1,400		1400		1400		個人		川尻　一		10,000

				個人 コジン		篠崎　正司		3,000		個人 コジン		塩川　浩美		2,200		個人 コジン		田中　陽一		1,400		1400		1400		個人		土井　尚久		10,000

				個人 コジン		柴田　稔		3,000		個人 コジン		長洲　謙一		2,200		個人 コジン		田中　義弘		1,400		1400		1400		個人		平林　正子		9,700

				個人 コジン		杉本　直樹		3,000		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,100		個人 コジン		福島　昌紀		1,400		1400		1400		個人		田中　由起子		9,000

				個人 コジン		田辺　哲郎		3,000		個人 コジン		洪　智梧		2,100		個人 コジン		細淵　喜行		1,400		1400		1400		個人		稲垣　伸一		8,700

				個人 コジン		高橋　知道		3,000		個人 コジン		田中　寿史		2,100		個人 コジン		松井　香織		1,400		1400		1400		個人		佐々木　恵一		8,700

				個人 コジン		高山　佳子		3,000		個人 コジン		生田　秀巳		2,000		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		0		1400		個人		斎藤　朋子		8,700

				個人 コジン		龍田　善久		3,000		個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		今井　紘三		1,300		1300		1300		個人		加島　諭		8,100

				個人 コジン		谷　喜久郎		3,000		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		個人 コジン		千原　研司		1,300		1300		1300		個人		石津　知英子		8,000

				個人 コジン		中澤　和光		3,000		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		個人 コジン		田中　博		1,300		1300		1300		個人		多田　靖		7,500

				個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		林　淑子		1,300		1300		1300		個人		鈴　ゆう子		7,400

				個人 コジン		馬場　妙子		3,000		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		個人 コジン		浅田　重義		1,300		1100		1100		個人		山口　貴弘		7,400

				個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		太田　和伸		2,000		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		0		0		個人		田中　宏樹		7,287

				個人 コジン		堀　裕紀		3,000		個人 コジン		大中　智代子		2,000		個人 コジン		古口　綾子		1,300		300		1300		個人		林　直樹		7,100

				個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		町田　浩之		1,300		0		-1100		個人		渡辺　啓		7,000

				個人 コジン		水口　幸子		3,000		個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		山地　聰		1,300		600		1100		個人		岸田　英明		6,900

				個人 コジン		宮永　武文		3,000		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		金　毅		1,200		1200		1200		個人		田中　和宏		6,900

				個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		中山　まき子		1,200		1200		1200		個人		木元　淳一郎		6,700

				個人 コジン		村田　孝子		2,900		個人 コジン		小宮　一哲		2,000		個人 コジン		浅川　貴久		1,200		-200		1200		個人		前川　惣		6,700

				個人 コジン		金子　初美		2,800		個人 コジン		近藤　隆司		2,000		個人 コジン		金澤　峰子		1,100		1100		1100		個人		松永　良輔		6,500

				個人 コジン		小埜　栄二郎		2,800		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		木村　英夫		1,100		1100		1100		個人		田中　寿史		6,200

				個人 コジン		土井　雅之		2,800		個人 コジン		柴田　克之		2,000		個人 コジン		小林　睦		1,100		1100		1100		個人		太田　裕人		6,000

				個人 コジン		野田　裕康		2,800		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		個人 コジン		坂井　賢三		1,100		1100		1100		個人		楠根　稔		6,000

				個人 コジン		小山　雅弘		2,700		個人 コジン		中村　勝志		2,000		個人 コジン		笹渕　久夫		1,100		1100		1100		個人		小堀　ひろみ		6,000

				個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		陶山　力		1,100		1100		1100		個人		染宮　秀樹		6,000

				個人 コジン		関田　輝雄		2,600		個人 コジン		花井　栄治		2,000		個人 コジン		長沼　孝一朗		1,100		1100		1100		個人		内田　ケイ子		5,500

				個人 コジン		山西　良知		2,600		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		三好　佐代子		1,100		1100		1100		個人		大西　康寛		5,500

				個人 コジン		植波　敦子		2,500		個人 コジン		平塚　賢司		2,000		個人 コジン		上田　穂積		1,100		200		300		個人		野田　智三登		5,400

				個人 コジン		加賀谷　博雄		2,500		個人 コジン		正清　榮二		2,000		個人 コジン		菊池　淳		1,100		1000		1100		個人		富田　裕樹		5,300

				個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		三好　朋一		2,000		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		0		1100		個人		三谷　和弘		5,100

				個人 コジン		林　一城		2,500		個人 コジン		安川　容子		2,000		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		0		-1900		個人		阿部　洋		5,000

				個人 コジン		福地　稔		2,500		個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		村上　俊行		1,100		500		1100		個人		市川　博章		5,000

				個人 コジン		水野　淳延		2,500		個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		伊藤　禧枝		1,000		1000		1000		個人		大久保　康生		5,000

				個人 コジン		宮内　幸一		2,500		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		個人 コジン		伊豆川　達也		1,000		1000		1000		個人		兼重　宏一		5,000

				個人 コジン		久城　憲次		2,400		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		石井　博和		1,000		1000		1000		個人		小山　諒		5,000

				個人 コジン		高橋　英次		2,400		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		石崎　正史		1,000		1000		1000		個人		構　宏介		5,000

				個人 コジン		中崎　重樹		2,400		個人 コジン		松本　泰彦		1,800		個人 コジン		植松　秋彦		1,000		1000		1000		個人		田中　ヒサヨ		5,000

				個人 コジン		町田　浩之		2,400		個人 コジン		朝原　秀太		1,700		個人 コジン		内田　敦		1,000		1000		1000		個人		高橋　奉嗣		5,000

				個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		金子　政雄		1,700		個人 コジン		打田　保貴		1,000		1000		1000		個人		中道　恵太		5,000

				個人 コジン		石川　敏		2,300		個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		浦川　浩		1,000		1000		1000		個人		野口　倫弘		5,000

				個人 コジン		前川　和満		2,300		個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		大竹　千里		1,000		1000		1000		個人		藤本　幸子		5,000

				個人 コジン		饒平名　弘貴		2,200		個人 コジン		戒能　憲一		1,600		個人 コジン		大竹　康平		1,000		1000		1000		個人		水川　義也		5,000

				個人 コジン		塩川　浩美		2,200		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		岡　英夫		1,000		1000		1000		個人		森川　和正		5,000

				個人 コジン		澁谷　幸一		2,200		個人 コジン		吉岡　啓一		1,600		個人 コジン		岡崎　健治		1,000		1000		1000		個人		大島　一徳		4,800

				個人 コジン		鍛治川　隆		2,200		個人 コジン		紙田　春夫		1,501		個人 コジン		岡野　好晴		1,000		1000		1000		個人		小堀　泰隆		4,700

				個人 コジン		吉原　順子		2,100		個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		加藤　憲一		1,000		1000		1000		個人		佐藤　洋右		4,500

				個人 コジン		伊藤　正達		2,000		個人 コジン		大谷　善保		1,500		個人 コジン		片桐　由美		1,000		1000		1000		個人		手塚　貴徳		4,500

				個人 コジン		池田　堅一		2,000		個人 コジン		梶原　仁臣		1,500		個人 コジン		勝見　星空		1,000		1000		1000		個人		五内川　拡史		4,400

				個人 コジン		石田　満		2,000		個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		金澤　良夫		1,000		1000		1000		個人		加納　明浩		4,300

				個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		川上　一美		1,000		1000		1000		個人		武井　文哉		4,200

				個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		川本　昌寛		1,000		1000		1000		個人		岡田　伸雄		4,100

				個人 コジン		岩佐　京子		2,000		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		菊井　隆		1,000		1000		1000		個人		車　創太		4,100

				個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		菊池　順平		1,000		1000		1000		個人		小原　紀明		4,100

				個人 コジン		尾立　昌弘		2,000		個人 コジン		杉江　陽一		1,500		個人 コジン		久野　誠		1,000		1000		1000		個人		岩間　勇弥		4,000

				個人 コジン		奥藤　利文		2,000		個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		蔵本　公晴		1,000		1000		1000		個人		太田　嘉直		4,000

				個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		桑山　正弘		1,000		1000		1000		個人		神田　浩孝		4,000

				個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		浅川　貴久		1,400		個人 コジン		小賀　敏彦		1,000		1000		1000		個人		川田　秀樹		4,000

				個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		石垣　陽子		1,400		個人 コジン		小川　浩司		1,000		1000		1000		個人		小川　統生		4,000

				個人 コジン		金谷　範明		2,000		個人 コジン		岡島　文子		1,400		個人 コジン		小島　信一郎		1,000		1000		1000		個人		小西　邦男		4,000

				個人 コジン		神田　美紀		2,000		個人 コジン		根本　隆文		1,400		個人 コジン		小野田　優子		1,000		1000		1000		個人		佐々木　嶺一		4,000

				個人 コジン		神谷　亨		2,000		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		個人 コジン		小花　和枝		1,000		1000		1000		個人		瀧澤　慶治		4,000

				個人 コジン		川嶋　勘一郎		2,000		個人 コジン		平田　裕一		1,400		個人 コジン		後藤　英友		1,000		1000		1000		個人		武部　雅人		4,000

				個人 コジン		河合　章子		2,000		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		齊藤　雄高		1,000		1000		1000		個人		徳竹　正彦		4,000

				個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		坂本　裕之		1,000		1000		1000		個人		永田　康一		4,000

				個人 コジン		倉島　文雄		2,000		個人 コジン		高橋　克聡		1,300		個人 コジン		榊原　伸行		1,000		1000		1000		個人		林　利恵		4,000

				個人 コジン		坂本　雅俊		2,000		個人 コジン		照山　雄三		1,300		個人 コジン		菅原　克也		1,000		1000		1000		個人		福山　信貴		4,000

				個人 コジン		酒井　直江		2,000		個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		杉尾　洋呑		1,000		1000		1000		個人		矢野　潔		4,000

				個人 コジン		酒造　博明		2,000		個人 コジン		福留　京子		1,300		個人 コジン		鈴木　一毅		1,000		1000		1000		個人		田代　秀彦		3,700

				個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		前田　光男		1,300		個人 コジン		鈴木　永		1,000		1000		1000		個人		寺井　嘉哉		3,700

				個人 コジン		芝原　英司		2,000		個人 コジン		町田　浩之		1,300		個人 コジン		田中　治		1,000		1000		1000		個人		八木　紘一		3,600

				個人 コジン		島津　修一		2,000		個人 コジン		丸一　淳		1,300		個人 コジン		高野　勇		1,000		1000		1000		個人		秋葉　宏一		3,500

				個人 コジン		城戸　玲子		2,000		個人 コジン		神田　美紀		1,200		個人 コジン		出口　竜一		1,000		1000		1000		個人		佐藤　義美		3,500

				個人 コジン		菅原　渉		2,000		個人 コジン		佐々木　博昭		1,200		個人 コジン		永田　寿典		1,000		1000		1000		個人		柴田　由貴恵		3,500

				個人 コジン		杉田　裕		2,000		個人 コジン		志水　典二		1,200		個人 コジン		二見　樹一		1,000		1000		1000		個人		水村　東雄		3,500

				個人 コジン		高佐　正雄		2,000		個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		西川　誠明		1,000		1000		1000		個人		阿部　明央		3,400

				個人 コジン		反保　愛佳		2,000		個人 コジン		西島　寛裕		1,200		個人 コジン		西脇　宏		1,000		1000		1000		個人		菅　栄一		3,400

				個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		水口　幸子		1,200		個人 コジン		橋本　雅晶		1,000		1000		1000		個人		中谷　幸義		3,400

				個人 コジン		長井　一成		2,000		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		個人 コジン		原　英崇		1,000		1000		1000		個人		永井　文隆		3,400

				個人 コジン		西村　久美子		2,000		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		個人 コジン		晴　信一郎		1,000		1000		1000		個人		三戸　嘉信		3,400

				個人 コジン		野澤　二郎		2,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,100		個人 コジン		藤井　志保子		1,000		1000		1000		個人		八百村　秀司		3,400

				個人 コジン		歯朶　哲也		2,000		個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		古沢　則夫		1,000		1000		1000		個人		小瀬澤　央		3,300

				個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		戸城　秀樹		1,100		個人 コジン		堀田　健二		1,000		1000		1000		個人		森　聖太		3,300

				個人 コジン		原　健二		2,000		個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		堀田　武靖		1,000		1000		1000		個人		岩井　優一		3,200

				個人 コジン		福江　梨乃		2,000		個人 コジン		鍋島　賛郎		1,100		個人 コジン		益山　真一		1,000		1000		1000		個人		坂田　雄一		3,100

				個人 コジン		福嶋　正夫		2,000		個人 コジン		深森　史子		1,100		個人 コジン		松浦　和幸		1,000		1000		1000		個人		武田　宏美		3,100

				個人 コジン		本間　真吾		2,000		個人 コジン		福嶋　猛		1,100		個人 コジン		松尾　清		1,000		1000		1000		個人		阿部　光太郎		3,000

				個人 コジン		松岡　利彦		2,000		個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		松本　悠紀		1,000		1000		1000		個人		青柳　芳		3,000

				個人 コジン		丸木　和子		2,000		個人 コジン		宮前　洋子		1,100		個人 コジン		ミウラ　トクロウ		1,000		1000		1000		個人		淺川　和夫		3,000

				個人 コジン		三好　朋一		2,000		個人 コジン		余　輝		1,100		個人 コジン		三木　智惠子		1,000		1000		1000		個人		荒木　朋		3,000

				個人 コジン		宮腰　泰光		2,000		個人 コジン		阿部　敏治		1,000		個人 コジン		光冨　龍彦		1,000		1000		1000		個人		伊藤　誠		3,000

				個人 コジン		宮下　竜太		2,000		個人 コジン		青木　寛		1,000		個人 コジン		光冨　ふみ子		1,000		1000		1000		個人		川添　祐資		3,000

				個人 コジン		村瀬　雄亮		2,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		個人 コジン		皆川　源		1,000		1000		1000		個人		小川　豊		3,000

				個人 コジン		森　一正		2,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		望月　和紀		1,000		1000		1000		個人		小野田　光希		3,000

				個人 コジン		矢ヶ崎　宏行		2,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		八川　博孝		1,000		1000		1000		個人		小見野　明子		3,000

				個人 コジン		安藤　勉		2,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		個人 コジン		山岡　勲		1,000		1000		1000		個人		師田　誠司		3,000

				個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		衣川　順志		1,000		個人 コジン		山本　大介		1,000		1000		1000		個人		竹中　康史		3,000

				個人 コジン		山崎　忠宏		2,000		個人 コジン		池上　哲		1,000		個人 コジン		山本　慶子		1,000		1000		1000		個人		立森　真		3,000

				個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		池田　堅一		1,000		個人 コジン		吉田　知生		1,000		1000		1000		個人		辻本　達寛		3,000

				個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		渡辺　勝一郎		1,000		1000		1000		個人		中嶋　壽		3,000

				個人 コジン		渡邉　清		2,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		渡邊　浩二		1,000		1000		1000		個人		流田　武		3,000

				個人 コジン		渡辺　真貴男		2,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		0		1000		個人		成田　泰		3,000

				個人 コジン		渡辺　正行		2,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		渥美　志郎		1,000		800		800		個人		鳴沢　隆		3,000

				個人 コジン		小泉　輝美		1,800		個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		0		0		個人		林　巨樹		3,000

				個人 コジン		田中　良和		1,800		個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		0		0		個人		三井　慶満		3,000

				個人 コジン		高木　竜		1,800		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		0		1000		個人		室　圭介		3,000

				個人 コジン		土屋　雄二郎		1,800		個人 コジン		大石　納也		1,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		0		0		個人		山神　健司		3,000

				個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		石田　英和		1,000		500		1000		個人		新保　博之		2,900

				個人 コジン		橋本　誉甫子		1,800		個人 コジン		大塚　愼二		1,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		0		0		個人		井部　尚子		2,900

				個人 コジン		山本　幸一郎		1,800		個人 コジン		大矢　元		1,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		0		0		個人		小峰　孝治		2,900

				個人 コジン		上沖　賢太朗		1,700		個人 コジン		岡内　精良		1,000		個人 コジン		岩本　和久		1,000		-600		-600		個人		西田　陽介		2,900

				個人 コジン		瓜生　高士		1,700		個人 コジン		岡田　伸雄		1,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		0		0		個人		飯島　孝		2,800

				個人 コジン		河本　千秋		1,700		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		個人 コジン		上野　知美		1,000		-2400		800		個人		江本　千絵子		2,800

				個人 コジン		中林　嗣男		1,700		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		0		0		個人		田中　純一		2,800

				個人 コジン		三浦　大介		1,700		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		個人 コジン		大矢　元		1,000		0		1000		個人		田中　真弓		2,800

				個人 コジン		赤曽部　真幸		1,600		個人 コジン		奥山　直子		1,000		個人 コジン		岡内　精良		1,000		0		-500		個人		副島　みち子		2,800

				個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		0		0		個人		河本　淳		2,700

				個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		0		0		個人		須藤　清司		2,700

				個人 コジン		金井　宏		1,600		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		0		1000		個人		西　英治		2,600

				個人 コジン		小野　政宏		1,600		個人 コジン		金谷　範明		1,000		個人 コジン		奥山　直子		1,000		0		1000		個人		兵頭　雅人		2,501

				個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		加納　紀子		1,000		0		0		個人		池田　勝紀		2,500

				個人 コジン		富澤　裕一		1,600		個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		加藤　英明		1,000		800		1000		個人		大塚　眞弘		2,500

				個人 コジン		針ヶ谷　哲也		1,600		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		0		1000		個人		大森　浩明		2,500

				個人 コジン		阿部　歌子		1,500		個人 コジン		川畑　博信		1,000		個人 コジン		潟上　裕一		1,000		800		800		個人		大和田　貴将		2,500

				個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		河本　千秋		1,000		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		0		0		個人		小島　剛志		2,500

				個人 コジン		岡内　精良		1,500		個人 コジン		木村　井彌		1,000		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		0		0		個人		笹原　元基		2,500

				個人 コジン		岡田　正		1,500		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		川畑　博信		1,000		0		0		個人		澤田　健吾		2,500

				個人 コジン		加藤　教祐		1,500		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		河本　千秋		1,000		0		-700		個人		杉江　陽一		2,500

				個人 コジン		樺澤　三樹也		1,500		個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		木下　節雄		1,000		100		100		個人		辰巳　佳子		2,500

				個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		清水　和広		1,000		個人 コジン		木村　井彌		1,000		0		1000		個人		中山　順郎		2,500

				個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		0		0		個人		沼嵜　昭宏		2,500

				個人 コジン		小島　兼隆		1,500		個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		岸田　英明		1,000		-19000		1000		個人		増田　理恵		2,500

				個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		0		0		個人		箕浦　壮志		2,500

				個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		清水　和広		1,000		0		1000		個人		天川　裕之		2,400

				個人 コジン		近藤　東侯		1,500		個人 コジン		桑原　優		1,000		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		0		0		個人		菅野　茂男		2,400

				個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		小川　治巳		1,000		個人 コジン		小野　嘉彦		1,000		800		1000		個人		東藤　一司		2,400

				個人 コジン		白幡　雅章		1,500		個人 コジン		小河　節子		1,000		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		0		0		個人		小林　信義		2,300

				個人 コジン		関口　雄一郎		1,500		個人 コジン		小蔵　隆		1,000		個人 コジン		後藤　憲		1,000		0		500		個人		田島　慎也		2,300

				個人 コジン		建部　榮子		1,500		個人 コジン		小林　忠則		1,000		個人 コジン		近藤　隆司		1,000		-1000		1000		個人		高野　昭二		2,300

				個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		小原　紀明		1,000		個人 コジン		齋藤　利江		1,000		600		600		個人		武内　優太		2,300

				個人 コジン		塚原　五三男		1,500		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		0		1000		個人		丸山　孝治		2,300

				個人 コジン		中島　秀明		1,500		個人 コジン		後藤　憲		1,000		個人 コジン		柴田　晃		1,000		700		700		個人		森本　義彦		2,300

				個人 コジン		中島　康一郎		1,500		個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		0		1000		個人		和泉　義人		2,300

				個人 コジン		西川　朋希		1,500		個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		1,000		-2500		1000		個人		飯島　学		2,200

				個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,000		-100		1000		個人		岩瀬　俊哉		2,200

				個人 コジン		本間　真吾		1,500		個人 コジン		斉藤　順子		1,000		個人 コジン		角谷　正文		1,000		0		1000		個人		岩瀬　良治		2,200

				個人 コジン		森　豊子		1,500		個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		0		200		個人		熊岡　直広		2,200

				個人 コジン		吉野　隆行		1,500		個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		0		1000		個人		角田　俊則		2,200

				個人 コジン		中村　幸造		1,400		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		個人 コジン		田村　玉子		1,000		0		0		個人		高内　功二		2,200

				個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		鹿嶋　覚		1,000		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		0		1000		個人		寺井　史郎		2,200

				個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		武本　誠		1,000		0		700		個人		福井　龍一		2,200

				個人 コジン		櫻井　直人		1,300		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		個人 コジン		谷　則子		1,000		0		1000		個人		内生蔵　晃		2,100

				個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		菅原　渉		1,000		個人 コジン		谷　正文		1,000		0		1000		個人		笠原　徳久		2,100

				個人 コジン		阿部　明央		1,200		個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		中島　周		1,000		0		1000		個人		兜山　真宏		2,100

				個人 コジン		井上　太志		1,200		個人 コジン		角谷　正文		1,000		個人 コジン		中山　啓二		1,000		400		1000		個人		島田　雄大		2,100

				個人 コジン		大桑　一雄		1,200		個人 コジン		設楽　秀幸		1,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		1,000		-3300		1000		個人		津本　智史		2,100

				個人 コジン		柏　紘次		1,200		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		0		0		個人		成田　健一		2,100

				個人 コジン		小西　馨		1,200		個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		日野　洋一		1,000		0		0		個人		橋本　知幸		2,100

				個人 コジン		關口　文一		1,200		個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		0		0		個人		林　淑子		2,100

				個人 コジン		田中　利明		1,200		個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		0		0		個人		原田　康二		2,100

				個人 コジン		高城　瑞江		1,200		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		個人 コジン		古賀　和雄		1,000		1000		1000		個人		山本　清偉		2,100

				個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		0		1000		個人		赤松　伸		2,000

				個人 コジン		中島　慶人		1,200		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		0		0		個人		秋本　一男		2,000

				個人 コジン		馬越　千惠子		1,200		個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		前田　光男		1,000		-300		500		個人		有坂　栄司		2,000

				個人 コジン		井上　義一		1,100		個人 コジン		武本　誠		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		0		1000		個人		井上　隆宏		2,000

				個人 コジン		岩佐　譲		1,100		個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		0		1000		個人		井尻　康之		2,000

				個人 コジン		坂下　範子		1,100		個人 コジン		谷　則子		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		0		0		個人		池本　美紀哉		2,000

				個人 コジン		志水　典二		1,100		個人 コジン		谷　正文		1,000		個人 コジン		安川　容子		1,000		-1000		1000		個人		岩佐　清孝		2,000

				個人 コジン		鈴木　貴幸		1,100		個人 コジン		谷川　史郎		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		0		0		個人		岩本　武泰		2,000

				個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		若井　秀夫		1,000		-2000		-2000		個人		大沼　洋一		2,000

				個人 コジン		中谷　健		1,100		個人 コジン		反保　愛佳		1,000		個人 コジン		若尾　元康		1,000		900		1000		個人		岡野　英次		2,000

				個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		渡部　啓人		1,000		400		1000		個人		沖本　日出男		2,000

				個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		宇津野　祐介		900		900		900		個人		片岡　大輔		2,000

				個人 コジン		三浦　邦俊		1,100		個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		崎野　晃滋		900		900		900		個人		金田　憲始		2,000

				個人 コジン		朝日　健		1,000		個人 コジン		中尾　充宏		1,000		個人 コジン		下村　恵美		900		900		900		個人		神農　尋起		2,000

				個人 コジン		葦澤　正樹		1,000		個人 コジン		中澤　文雄		1,000		個人 コジン		砂田　洋平		900		900		900		個人		川崎　輝雄		2,000

				個人 コジン		足立　三惠		1,000		個人 コジン		中島　周		1,000		個人 コジン		西本　雄真		900		900		900		個人		木ノ内　芳則		2,000

				個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		中嶋　元弘		1,000		個人 コジン		前田　貢		900		900		900		個人		木村　英幸		2,000

				個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		中野　二三男		1,000		個人 コジン		森部　太智		900		900		900		個人		清水　正義		2,000

				個人 コジン		伊藤　隆之		1,000		個人 コジン		中村　真理		1,000		個人 コジン		山上　順子		900		900		900		個人		久保田　伸司		2,000

				個人 コジン		石井　都子		1,000		個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		荻原　治男		900		0		0		個人		黒坂　順一		2,000

				個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		郷家　正義		900		0		0		個人		小川　美和子		2,000

				個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		坪内　憲和		900		0		0		個人		小瀬　仁志		2,000

				個人 コジン		板倉　峰子		1,000		個人 コジン		野沢　有二		1,000		個人 コジン		永岡　陽介		900		700		900		個人		小田　稔周		2,000

				個人 コジン		市村　広国		1,000		個人 コジン		野々村　勝		1,000		個人 コジン		橋本　知幸		900		800		800		個人		小西　裕介		2,000

				個人 コジン		糸井　浩司		1,000		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		個人 コジン		相良　恭子		800		800		800		個人		小林　雪枝		2,000

				個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		岩井　克己		800		800		800		個人		後藤　慶一郎		2,000

				個人 コジン		今村　雄大		1,000		個人 コジン		東　幸功		1,000		個人 コジン		岩本　知己		800		800		800		個人		近藤　隆司		2,000

				個人 コジン		上條　裕二		1,000		個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		内藤　順子		800		800		800		個人		佐藤　正登		2,000

				個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		大西　弘文		800		800		800		個人		酒井　了		2,000

				個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		藤木　彩		1,000		個人 コジン		小林　良晃		800		800		800		個人		澤口　拓見		2,000

				個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		藤原　教浩		1,000		個人 コジン		齋藤　あい		800		800		800		個人		柴田　昌行		2,000

				個人 コジン		植田　信孝		1,000		個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		個人 コジン		中嶋　文彦		800		800		800		個人		城ヶ原　貴通		2,000

				個人 コジン		海老塚　陽子		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		個人 コジン		中屋　朋子		800		800		800		個人		進藤　憲文		2,000

				個人 コジン		梅原　郁男		1,000		個人 コジン		古口　綾子		1,000		個人 コジン		馬場　一彰		800		800		800		個人		末田　治		2,000

				個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		個人 コジン		服部　正純		800		800		800		個人		杉本　徹		2,000

				個人 コジン		大久保　和生		1,000		個人 コジン		細金　徹		1,000		個人 コジン		満島　裕子		800		800		800		個人		田中　優子		2,000

				個人 コジン		大越　良樹		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		片山　勝巳		800		300		800		個人		高橋　草一		2,000

				個人 コジン		大沢　幸夫		1,000		個人 コジン		正清　むつ子		1,000		個人 コジン		小関　満		800		0		0		個人		高橋　周衛		2,000

				個人 コジン		大嶽　幸雄		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		個人 コジン		杉江　以津子		800		0		800		個人		高橋　修		2,000

				個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		個人 コジン		田中　美保子		800		0		800		個人		高橋　駿介		2,000

				個人 コジン		大出　玲子		1,000		個人 コジン		松岡　英之		1,000		個人 コジン		土井　雅之		800		0		-2000		個人		竹内　正行		2,000

				個人 コジン		大中　智代子		1,000		個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		仲宗根　正典		800		-300		-300		個人		竹田　俊幸		2,000

				個人 コジン		大村　香奈子		1,000		個人 コジン		宮永　絵里子		1,000		個人 コジン		松岡　賢治		800		500		800		個人		徳好　成人		2,000

				個人 コジン		大森　秀美		1,000		個人 コジン		村瀬　貴之		1,000		個人 コジン		丸山　幸夫		800		0		0		個人		冨田　康夫		2,000

				個人 コジン		岡田　不可志		1,000		個人 コジン		元樋　俊介		1,000		個人 コジン		水野　旭		800		600		800		個人		永井　敏史		2,000

				個人 コジン		岡本　高宏		1,000		個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		吉田　友彦		800		500		500		個人		野口　信宏		2,000

				個人 コジン		岡村　光敏		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		和田　章宏		800		0		800		個人		畑　宗昭		2,000

				個人 コジン		荻原　清		1,000		個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		阿部　正善		700		700		700		個人		花井　栄治		2,000

				個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		山内　啓介		1,000		個人 コジン		朝倉　勲		700		700		700		個人		畔堂　雅樹		2,000

				個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		山田　正剛		1,000		個人 コジン		片岡　真太郎		700		700		700		個人		日比　秀昭		2,000

				個人 コジン		金城　恵子		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		紀伊　仁司		700		700		700		個人		福岡　慶祐		2,000

				個人 コジン		金田　政雄		1,000		個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		黄地　宏史		700		700		700		個人		藤原　洋之		2,000

				個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		横山　尚平		1,000		個人 コジン		小川　中也		700		700		700		個人		前阪　泰美		2,000

				個人 コジン		神尾　太資		1,000		個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		五島　泰信		700		700		700		個人		前田　貢		2,000

				個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		幸　裕也		700		700		700		個人		宮永　絵里子		2,000

				個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		上田　穂積		900		個人 コジン		中村　由美子		700		700		700		個人		森　一彦		2,000

				個人 コジン		川上　一宏		1,000		個人 コジン		荻原　治男		900		個人 コジン		濱崎　輝彦		700		700		700		個人		山尾　正典		2,000

				個人 コジン		川畑　博信		1,000		個人 コジン		木下　節雄		900		個人 コジン		矢口　眞佐子		700		700		700		個人		山根　章治		2,000

				個人 コジン		川俣　清隆		1,000		個人 コジン		郷家　正義		900		個人 コジン		弓木　寛一		700		700		700		個人		山根　マキ子		2,000

				個人 コジン		木村　慶春		1,000		個人 コジン		田島　常雄		900		個人 コジン		横山　哲		700		700		700		個人		山本　晃		2,000

				個人 コジン		木村　正彦		1,000		個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		和田　明博		700		700		700		個人		山本　祐司		2,000

				個人 コジン		木元　達夫		1,000		個人 コジン		中村　幸造		900		個人 コジン		阿部　敏治		700		-300		700		個人		吉岡　英一郎		2,000

				個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		伊藤　純子		700		0		0		個人		吉田　匡介		2,000

				個人 コジン		北島　正明		1,000		個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		石原　直樹		700		0		0		個人		吉村　直哉		2,000

				個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		山野　一弘		900		個人 コジン		江口　太郎		700		200		400		個人		和田　章宏		2,000

				個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		相場　和裕		800		個人 コジン		大黒　秀樹		700		0		500		個人		渡邊　太門		2,000

				個人 コジン		九十歩　昭博		1,000		個人 コジン		伊藤　孝介		800		個人 コジン		加藤　幸子		700		100		700		個人		渡邊　奈緒子		2,000

				個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		笠原　智大		700		400		700		個人		渡邊　秀和		2,000

				個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		川畑　浩一		800		個人 コジン		許　蛍雪		700		500		600		個人		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000

				個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		木村　敏浩		800		個人 コジン		小松　顕史		700		600		700		個人		天川　美代子		1,900

				個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		出口　昭利		700		0		0		個人		岩崎　泰祐		1,900

				個人 コジン		小泉　隆與		1,000		個人 コジン		笹　令		800		個人 コジン		福島　桐典		700		0		700		個人		小野山　ミスズ		1,900

				個人 コジン		小笠原　勇人		1,000		個人 コジン		杉　喜志盛		800		個人 コジン		渡辺　洋		700		200		700		個人		角田　政信		1,900

				個人 コジン		小林　伸行		1,000		個人 コジン		杉江　以津子		800		個人 コジン		サハノンチャイクン　ブンシリ		600		600		600		個人		高橋　陽一		1,900

				個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		田中　美保子		800		個人 コジン		新井　憲子		600		600		600		個人		武藤　光司		1,900

				個人 コジン		後藤　正春		1,000		個人 コジン		玉井　道裕		800		個人 コジン		粟根　浩一郎		600		600		600		個人		友澤　博		1,900

				個人 コジン		米田　正英		1,000		個人 コジン		土井　雅之		800		個人 コジン		伊藤　健宏		600		600		600		個人		中村　大亮		1,900

				個人 コジン		近見　康広		1,000		個人 コジン		土屋　智広		800		個人 コジン		石井　泰弘		600		600		600		個人		宮崎　浩二		1,900

				個人 コジン		佐野　伊久夫		1,000		個人 コジン		中野　雄太		800		個人 コジン		石成　英樹		600		600		600		個人		渡邊　正治		1,900

				個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		中林　嗣男		800		個人 コジン		梅村　和代		600		600		600		個人		井野　孝紀		1,800

				個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		永松　良平		800		個人 コジン		遠山　大貴		600		600		600		個人		今給黎　孝		1,800

				個人 コジン		佐藤　博		1,000		個人 コジン		松谷　元気		800		個人 コジン		尾崎　宏基		600		600		600		個人		宇野　貞雄		1,800

				個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		太田　正		600		600		600		個人		内田　樹奈		1,800

				個人 コジン		佐々木　博昭		1,000		個人 コジン		三浦　邦俊		800		個人 コジン		大畑　貴裕		600		600		600		個人		神山　理恵		1,800

				個人 コジン		斎藤　テイ		1,000		個人 コジン		三浦　輝美		800		個人 コジン		菊池　謙作		600		600		600		個人		木佐貫　隆雄		1,800

				個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		吉江　謙司		800		個人 コジン		小久保　奈海		600		600		600		個人		中嶋　友敬		1,800

				個人 コジン		阪上　章二		1,000		個人 コジン		和田　章宏		800		個人 コジン		小阪　元成		600		600		600		個人		野口　和徳		1,800

				個人 コジン		桜井　尚史		1,000		個人 コジン		赤山　聡		700		個人 コジン		小島　真		600		600		600		個人		松沼　正		1,800

				個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		伊東　満雄		700		個人 コジン		小山　徹彦		600		600		600		個人		宮本　しのぶ		1,800

				個人 コジン		酒井　安雄		1,000		個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		芝田　隆志		600		600		600		個人		山上　徹		1,800

				個人 コジン		治田　靖夫		1,000		個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		白川　洋之		600		600		600		個人		吉本　健太		1,800

				個人 コジン		峙　英慶		1,000		個人 コジン		植木　是		700		個人 コジン		角田　俊則		600		600		600		個人		浅野　広子		1,700

				個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		出川　拓也		600		600		600		個人		稲場　敏		1,700

				個人 コジン		柴田　勇治		1,000		個人 コジン		大黒　秀樹		700		個人 コジン		鳴戸　栄朗		600		600		600		個人		河又　邦彦		1,700

				個人 コジン		島田　実		1,000		個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		西垣　弘樹		600		600		600		個人		鈴木　利行		1,700

				個人 コジン		諏佐　誠		1,000		個人 コジン		園原　智博		700		個人 コジン		林　克茂		600		600		600		個人		唐澤　知明		1,700

				個人 コジン		菅　紀美江		1,000		個人 コジン		月城　聡之		700		個人 コジン		平田　慶樹		600		600		600		個人		中島　啓		1,700

				個人 コジン		菅井　秀昭		1,000		個人 コジン		土野　康夫		700		個人 コジン		堀川　裕貴		600		600		600		個人		星野　幸喜		1,700

				個人 コジン		杉江　陽一		1,000		個人 コジン		土屋　明美		700		個人 コジン		松井　雅隆		600		600		600		個人		益子　幸雄		1,700

				個人 コジン		杉原　源太郎		1,000		個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		松本　良浩		600		600		600		個人		横地　良子		1,700

				個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		松村　亮三		600		600		600		個人		ＰＥＴＨＴＨＡＷＡＤＵ　ＳＡＮＪＥＥＷＡ　ＰＲＡＢＨＡＴＨＣＨＡＭＩＮＤＡ		1,700

				個人 コジン		関根　聡		1,000		個人 コジン		福島　桐典		700		個人 コジン		丸山　勇		600		600		600		個人		碓氷　正信		1,660

				個人 コジン		関根　多喜恵		1,000		個人 コジン		藤井　清治		700		個人 コジン		相崎　孝行		600		0		0		個人		小川　正治		1,600

				個人 コジン		関根　義三		1,000		個人 コジン		松井　浩		700		個人 コジン		井出　敏明		600		0		200		個人		小野田　優子		1,600

				個人 コジン		千　貴行		1,000		個人 コジン		溝越　祐輔		700		個人 コジン		伊藤　顕二郎		600		300		300		個人		四斗　真宏		1,600

				個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		山地　聰		700		個人 コジン		市河原　啓正		600		0		0		個人		田畑　正太		1,600

				個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		横山　正宏		700		個人 コジン		片岡　修		600		400		400		個人		中村　敦英		1,600

				個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		吉田　幸一		700		個人 コジン		形野　文彦		600		0		600		個人		古田　修平		1,600

				個人 コジン		田邉　和代		1,000		個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		川口　宜人		600		0		0		個人		堀部　英紀		1,600

				個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		赤松　邦男		600		個人 コジン		川畑　浩一		600		-200		600		個人		牧野　耕治		1,600

				個人 コジン		高橋　幸子		1,000		個人 コジン		井出　敏明		600		個人 コジン		螢原　純		600		500		600		個人		淀　雅和		1,600

				個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		小林　節子		600		0		0		個人		溝端　幸司		1,550

				個人 コジン		滝澤　清		1,000		個人 コジン		加藤　幸子		600		個人 コジン		佐藤　優希		600		500		500		個人		天木　稔		1,500

				個人 コジン		竹村　和人		1,000		個人 コジン		形野　文彦		600		個人 コジン		高橋　鉄哉		600		300		600		個人		伊藤　広明		1,500

				個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		武山　美佐子		600		0		600		個人		飯島　せつ子		1,500

				個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		川野　智昭		600		個人 コジン		辻本　貴行		600		100		600		個人		飯伏　信也		1,500

				個人 コジン		谷本　かおり		1,000		個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		能美　佑		600		100		600		個人		川本　昌寛		1,500

				個人 コジン		玉井　政材		1,000		個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		原　陽子		600		300		600		個人		毛塚　茂治		1,500

				個人 コジン		柘植　ひろ江		1,000		個人 コジン		小川　幸雄		600		個人 コジン		日榮　隆広		600		0		600		個人		小松崎　秀岐		1,500

				個人 コジン		塚原　弘康		1,000		個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		福原　兼隆		600		200		600		個人		甲斐　雄一		1,500

				個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		小松　孝		600		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		0		300		個人		柴田　克之		1,500

				個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		佐多　宗		600		個人 コジン		松岡　真代		600		300		600		個人		嶋吉　太朗		1,500

				個人 コジン		寺島　健就		1,000		個人 コジン		齊藤　眞一		600		個人 コジン		横澤　容子		600		100		500		個人		鈴　良一		1,500

				個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		頼岡　詩子		600		0		0		個人		千葉　嵩也		1,500

				個人 コジン		鳥山　誠二		1,000		個人 コジン		品地　惠太		600		個人 コジン		渡部　吉則		600		100		600		個人		茶野　宏		1,500

				個人 コジン		中島　義和		1,000		個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		新井　一弘		500		500		500		個人		中　清司		1,500

				個人 コジン		中村　勝志		1,000		個人 コジン		田中　秀和		600		個人 コジン		池上　登		500		500		500		個人		長井　理奈子		1,500

				個人 コジン		長谷川　幸人		1,000		個人 コジン		高坂　磨希子		600		個人 コジン		泉谷　臣陽		500		500		500		個人		原田　厚		1,500

				個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		武山　美佐子		600		個人 コジン		板野　修一		500		500		500		個人		真田　光明		1,500

				個人 コジン		西岡　正文		1,000		個人 コジン		中山　啓二		600		個人 コジン		内藤　隆徳		500		500		500		個人		松田　直也		1,500

				個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		長内　修		600		個人 コジン		大泉　芳弘		500		500		500		個人		村田　文男		1,500

				個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		長塚　利春		600		個人 コジン		大塚　眞弘		500		500		500		個人		山上　緑		1,500

				個人 コジン		沼尻　享明		1,000		個人 コジン		野上　修作		600		個人 コジン		岡崎　稔		500		500		500		個人		山本　貴也		1,500

				個人 コジン		野村　知生		1,000		個人 コジン		野村　太一		600		個人 コジン		岡本　孝雄		500		500		500		個人		山本　和也		1,500

				個人 コジン		能登　知子		1,000		個人 コジン		浜野　文雄		600		個人 コジン		加藤　俊文		500		500		500		個人		横山　哲		1,500

				個人 コジン		能美　裕一		1,000		個人 コジン		日榮　隆広		600		個人 コジン		加藤　智江		500		500		500		個人		吉田　拓馬		1,500

				個人 コジン		畑中　静子		1,000		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		個人 コジン		霍川　順一		500		500		500		個人		渡邊　タマキ		1,500

				個人 コジン		花島　健士		1,000		個人 コジン		藤光　厚子		600		個人 コジン		勝沼　将人		500		500		500		個人		金子　敦		1,402

				個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		穂坂　弘治		600		個人 コジン		神田　まゆみ		500		500		500		個人		池高　純子		1,400

				個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		松井　直道		600		個人 コジン		川崎　孝弘		500		500		500		個人		金田　由理子		1,400

				個人 コジン		平井　政規		1,000		個人 コジン		松田　真紀子		600		個人 コジン		川崎　吉明		500		500		500		個人		木村　榮二		1,400

				個人 コジン		平石　雅也		1,000		個人 コジン		村上　俊行		600		個人 コジン		北澤　治道		500		500		500		個人		清水田　哲		1,400

				個人 コジン		平田　儒弘		1,000		個人 コジン		八田　卓人		600		個人 コジン		北嶋　克至		500		500		500		個人		小西　均		1,400

				個人 コジン		平野　悦生		1,000		個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		清水　春代		500		500		500		個人		齋藤　太		1,400

				個人 コジン		平原　彩都美		1,000		個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		黒川　嘉裕		500		500		500		個人		塚原　芳輝		1,400

				個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		黒田　健二		500		500		500		個人		中尾　敦		1,400

				個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		個人 コジン		吉村　和平		600		個人 コジン		小池　英臣		500		500		500		個人		中本　涼		1,400

				個人 コジン		藤本　佳子		1,000		個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		小久保　久子		500		500		500		個人		平岩　智宏		1,400

				個人 コジン		藤本　雅和		1,000		個人 コジン		渡部　啓人		600		個人 コジン		小坂　武志		500		500		500		個人		牧　角栄		1,400

				個人 コジン		舟橋　淑惠		1,000		個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		小林　宏		500		500		500		個人		松田　広志		1,400

				個人 コジン		古谷　利彦		1,000		個人 コジン		穴迫　隆光		500		個人 コジン		小林　優之		500		500		500		個人		松原　泰之		1,400

				個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		荒谷　章弘		500		個人 コジン		小原　謙二		500		500		500		個人		横山　正宏		1,400

				個人 コジン		前沢　慈名		1,000		個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		小見野　勇人		500		500		500		個人		島袋　大樹		1,315

				個人 コジン		松井　和雄		1,000		個人 コジン		粟田　剛平		500		個人 コジン		五十嵐　紀之		500		500		500		個人		熊谷　瞬		1,301

				個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		井上　征典		500		個人 コジン		甲斐　啓司		500		500		500		個人		今津　輝彦		1,300

				個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		伊藤　勤		500		個人 コジン		白石　文生		500		500		500		個人		宇津野　祐介		1,300

				個人 コジン		森本　和男		1,000		個人 コジン		飯塚　敦子		500		個人 コジン		杉　達知		500		500		500		個人		大越　勇一		1,300

				個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		石川　訓		500		個人 コジン		鈴木　拓		500		500		500		個人		大野　陽一		1,300

				個人 コジン		矢野　淳		1,000		個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		鈴木　雅巳		500		500		500		個人		門田　隆志		1,300

				個人 コジン		矢吹　健二		1,000		個人 コジン		石田　英和		500		個人 コジン		鈴木　和史		500		500		500		個人		河部　覚		1,300

				個人 コジン		保科　誠助		1,000		個人 コジン		石田　隆三		500		個人 コジン		瀬戸口　翠		500		500		500		個人		熊谷　光		1,300

				個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		関　充夫		500		500		500		個人		黒川　大介		1,300

				個人 コジン		山田　哲		1,000		個人 コジン		石原　友紀		500		個人 コジン		高芝　将勝		500		500		500		個人		佐藤　眞		1,300

				個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		市村　広国		500		個人 コジン		宝井　徳郎		500		500		500		個人		酒井　正人		1,300

				個人 コジン		山本　荘太郎		1,000		個人 コジン		稲端下　洋		500		個人 コジン		竹内　由衣		500		500		500		個人		猿橋　照彦		1,300

				個人 コジン		山本　浩司		1,000		個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		塚本　直樹		500		500		500		個人		首藤　広行		1,300

				個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		氏原　久徳		500		個人 コジン		露本　重治		500		500		500		個人		白神　康一郎		1,300

				個人 コジン		横山　二美男		1,000		個人 コジン		碓氷　正信		500		個人 コジン		戸崎　和彦		500		500		500		個人		鈴木　一毅		1,300

				個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		梅林　正和		500		個人 コジン		豊田　晃		500		500		500		個人		鈴木　和也		1,300

				個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		江口　太郎		500		個人 コジン		鳥海　大明		500		500		500		個人		錢谷　直也		1,300

				個人 コジン		渡部　利助		1,000		個人 コジン		大塚　道宏		500		個人 コジン		中尾　尊		500		500		500		個人		高井　謙二郎		1,300

				個人 コジン		岩田　和久		900		個人 コジン		大松　雄次		500		個人 コジン		中村　誠		500		500		500		個人		中下　信子		1,300

				個人 コジン		荻原　治男		900		個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		長濱　英朗		500		500		500		個人		中村　晃士		1,300

				個人 コジン		神谷　花子		900		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		個人 コジン		成田　素		500		500		500		個人		西沢　弘晃		1,300

				個人 コジン		冠城　公示		900		個人 コジン		奥柿　佐久楽		500		個人 コジン		二宮　紀子		500		500		500		個人		野上　克也		1,300

				個人 コジン		木下　節雄		900		個人 コジン		會沢　辰介		500		個人 コジン		西山　潤		500		500		500		個人		林　克茂		1,300

				個人 コジン		小島　一利		900		個人 コジン		片山　勝巳		500		個人 コジン		橋本　早由利		500		500		500		個人		林　正幸		1,300

				個人 コジン		郷家　正義		900		個人 コジン		勝村　夢		500		個人 コジン		日高　力		500		500		500		個人		町田　茂		1,300

				個人 コジン		茂呂　忠良		900		個人 コジン		川上　敏博		500		個人 コジン		日野　俊宏		500		500		500		個人		松尾　祐子		1,300

				個人 コジン		田中　俊光		900		個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		平倉　一弘		500		500		500		個人		山崎　恒治		1,300

				個人 コジン		辰己　欣広		900		個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		福嶋　まり子		500		500		500		個人		渡邊　かおる		1,300

				個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		福永　憲和		500		500		500		個人		小見野　勇人		1,208

				個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		木村　史絵		500		個人 コジン		藤井　勝		500		500		500		個人		岩本　みずほ		1,200

				個人 コジン		野尻　信義		900		個人 コジン		木村　博光		500		個人 コジン		星谷　孝彦		500		500		500		個人		勝俣　幸子		1,200

				個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		木元　淳一郎		500		個人 コジン		町山　賢司		500		500		500		個人		門脇　大輔		1,200

				個人 コジン		山口　雅也		900		個人 コジン		工藤　健一		500		個人 コジン		三河　哲男		500		500		500		個人		清水　久広		1,200

				個人 コジン		和田　信		900		個人 コジン		工藤　孝嗣		500		個人 コジン		三宅　茂		500		500		500		個人		草薙　喜治		1,200

				個人 コジン		脇　正人		900		個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		満島　隆幸		500		500		500		個人		窪田　友亮		1,200

				個人 コジン		阿部　功男		800		個人 コジン		黒柳　直人		500		個人 コジン		向井　亨		500		500		500		個人		小村　裕		1,200

				個人 コジン		芥川　朋義		800		個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		森國　俊充		500		500		500		個人		佐久間　寛		1,200

				個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		小島　榮一		500		個人 コジン		矢部　芳一		500		500		500		個人		佐藤　兆秀		1,200

				個人 コジン		上田　穂積		800		個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		矢山　士朗		500		500		500		個人		堺　日出美		1,200

				個人 コジン		大石　健		800		個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		保坂　奏希		500		500		500		個人		作山　保之		1,200

				個人 コジン		大谷　善保		800		個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		山口　順子		500		500		500		個人		嶌　道子		1,200

				個人 コジン		會津　富士代		800		個人 コジン		纐纈　保文		500		個人 コジン		湯浦　澄子		500		500		500		個人		田中　陽一		1,200

				個人 コジン		金子　由美子		800		個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		横井　和雄		500		500		500		個人		田原　章裕		1,200

				個人 コジン		金城　千草		800		個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		横田　浩平		500		500		500		個人		田部　達弥		1,200

				個人 コジン		久保　崇子		800		個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		横田　頼雄		500		500		500		個人		武田　和明		1,200

				個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		坂本　知子		500		個人 コジン		吉沢　栄子		500		500		500		個人		中田　章雄		1,200

				個人 コジン		小野　敏勝		800		個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		吉田　亨輔		500		500		500		個人		永田　寿典		1,200

				個人 コジン		坂野　昌人		800		個人 コジン		下山　昇一		500		個人 コジン		朝倉　哲雄		500		300		400		個人		永山　康太		1,200

				個人 コジン		志村　高義		800		個人 コジン		白幡　雅章		500		個人 コジン		粟田　剛平		500		0		500		個人		長　信男		1,200

				個人 コジン		末野　裕之		800		個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		伊東　宏昌		500		300		500		個人		根岸　健一		1,200

				個人 コジン		杉山　敬亮		800		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		個人 コジン		石川　訓		500		0		500		個人		畠中　知之		1,200

				個人 コジン		千葉　嵩也		800		個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		石川　渓一		500		0		0		個人		花井　博道		1,200

				個人 コジン		武谷　勝法		800		個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		石田　隆三		500		0		500		個人		深野木　剛士		1,200

				個人 コジン		寺内　良一		800		個人 コジン		田中　智浩		500		個人 コジン		稲端下　洋		500		0		500		個人		藤川　克也		1,200

				個人 コジン		照山　雄三		800		個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		岩井　敦		500		0		0		個人		藤吉　友子		1,200

				個人 コジン		原山　和芳		800		個人 コジン		高岡　直樹		500		個人 コジン		氏原　久徳		500		0		500		個人		古口　綾子		1,200

				個人 コジン		藤澤　正雄		800		個人 コジン		高橋　みつ子		500		個人 コジン		碓氷　正信		500		0		500		個人		松島　賢治		1,200

				個人 コジン		牧江　重徳		800		個人 コジン		竹田　俊幸		500		個人 コジン		大野　陽一		500		400		400		個人		三浦　康司		1,200

				個人 コジン		町井　健二		800		個人 コジン		竹本　恵子		500		個人 コジン		大橋　智恵子		500		-2400		500		個人		宮川　修		1,200

				個人 コジン		松本　匡美		800		個人 コジン		玉井　志穂		500		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		0		400		個人		森川　裕史		1,200

				個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		辻本　貴行		500		個人 コジン		岡村　政紘		500		300		400		個人		山戸　雅治		1,200

				個人 コジン		三吉　直樹		800		個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		會沢　辰介		500		0		500		個人		西山　潤		1,101

				個人 コジン		山口　裕成		800		個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		川島　百合子		500		0		0		個人		秋野　雅彦		1,100

				個人 コジン		和田　逸子		800		個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		川村　修介		500		300		400		個人		池上　歌苗		1,100

				個人 コジン		渡邉　定康		800		個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		木村　一三		500		0		0		個人		石橋　五月		1,100

				個人 コジン		赤松　邦男		700		個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		木元　淳一郎		500		0		500		個人		石原　猛		1,100

				個人 コジン		伊藤　貴史		700		個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		栗林　眞		500		0		0		個人		内田　博基		1,100

				個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		中谷　健		500		個人 コジン		黒柳　直人		500		0		500		個人		榎本　香織		1,100

				個人 コジン		池岡　久仁夫		700		個人 コジン		中谷　友昭		500		個人 コジン		桑原　優		500		-500		-200		個人		金川　裕樹		1,100

				個人 コジン		石垣　陽子		700		個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		小川　ひろ子		500		0		0		個人		鎌田　幹雄		1,100

				個人 コジン		石田　重利		700		個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		小滝　弘		500		0		0		個人		木下　孝司		1,100

				個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		佐野　美恵子		500		0		0		個人		桐村　弘文		1,100

				個人 コジン		岩田　正樹		700		個人 コジン		永野　由巳		500		個人 コジン		佐復　信夫		500		200		500		個人		工藤　克彦		1,100

				個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		長谷川　典子		500		個人 コジン		佐藤　成将		500		200		200		個人		後藤　憲		1,100

				個人 コジン		大野　真一		700		個人 コジン		西尾　守弘		500		個人 コジン		斎藤　元志		500		0		0		個人		佐藤　健人		1,100

				個人 コジン		大和　良章		700		個人 コジン		西口　サト子		500		個人 コジン		坂本　知子		500		0		500		個人		白井　康浩		1,100

				個人 コジン		加藤　俊樹		700		個人 コジン		西田　孝雄		500		個人 コジン		下山　昇一		500		0		500		個人		鈴木　永		1,100

				個人 コジン		加藤　泰司		700		個人 コジン		西山　和行		500		個人 コジン		菅野　幸夫		500		400		400		個人		鈴木　康浩		1,100

				個人 コジン		會澤　直		700		個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		0		500		個人		田村　一樹		1,100

				個人 コジン		金子　大輝		700		個人 コジン		野島　茂一		500		個人 コジン		田口　章子		500		0		0		個人		二上　浩至		1,100

				個人 コジン		川瀬　敏夫		700		個人 コジン		能美　佑		500		個人 コジン		田邊　忠志		500		0		0		個人		林　幹也		1,100

				個人 コジン		清水　大平		700		個人 コジン		濱口　貴和		500		個人 コジン		高岡　直樹		500		0		500		個人		藤川　義久		1,100

				個人 コジン		桑原　優		700		個人 コジン		原　ゆか		500		個人 コジン		戸谷　憲一		500		0		0		個人		増田　康祐		1,100

				個人 コジン		小松　美恵子		700		個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		中谷　健		500		0		-2600		個人		三井　修次		1,100

				個人 コジン		佐藤　厚子		700		個人 コジン		樋口　和江		500		個人 コジン		中原　晋		500		0		0		個人		満島　隆幸		1,100

				個人 コジン		鹿田　能昭		700		個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		中村　幸子		500		-3500		500		個人		宮川　裕司		1,100

				個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		福井　毅		500		個人 コジン		中村　豊		500		0		0		個人		山田　哲也		1,100

				個人 コジン		篠田　隼人		700		個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		永野　由巳		500		0		400		個人		吉田　昌泰		1,100

				個人 コジン		鈴木　寛治		700		個人 コジン		藤原　洋之		500		個人 コジン		野村　太一		500		-100		500		個人		紙田　春夫		1,006

				個人 コジン		鈴木　和宏		700		個人 コジン		摩嶋　竜生		500		個人 コジン		橋口　知一		500		200		200		個人		富樫　俊文		1,001

				個人 コジン		檀浦　直子		700		個人 コジン		松田　大		500		個人 コジン		原口　峯子		500		200		200		個人		青木　和夫		1,000

				個人 コジン		土田　賢司		700		個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		原沢　恵美子		500		0		0		個人		赤岡　昌朋		1,000

				個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		深瀬　雄之		500		200		500		個人		赤松　健		1,000

				個人 コジン		直江　貴司		700		個人 コジン		水越　満		500		個人 コジン		松岡　拓郎		500		200		500		個人		浅田　久子		1,000

				個人 コジン		中村　隆司		700		個人 コジン		満塩　博起		500		個人 コジン		松田　大		500		0		500		個人		浅野　大		1,000

				個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		宮永　浩明		500		個人 コジン		松村　麻也		500		0		0		個人		浅野　修一		1,000

				個人 コジン		野村　道浩		700		個人 コジン		村田　幹雄		500		個人 コジン		松村　凡夫		500		0		0		個人		新藤　正人		1,000

				個人 コジン		林　常雄		700		個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		三島　浩一		500		400		500		個人		井上　武士		1,000

				個人 コジン		藤井　清治		700		個人 コジン		守屋　充郎		500		個人 コジン		元樋　俊介		500		-500		0		個人		井原　伸介		1,000

				個人 コジン		松村　直樹		700		個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		山内　啓介		500		-500		500		個人		井藤　雄基		1,000

				個人 コジン		三浦　輝美		700		個人 コジン		山神　健司		500		個人 コジン		山下　智弘		500		0		0		個人		井村　沙紀		1,000

				個人 コジン		元嶋　浩		700		個人 コジン		山嵜　雄一郎		500		個人 コジン		山本　太郎		500		0		0		個人		伊藤　有司		1,000

				個人 コジン		矢田　春治		700		個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		山本　友貴		500		200		500		個人		伊藤　健宏		1,000

				個人 コジン		保阪　隆幸		700		個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		横川　忠重		500		0		0		個人		伊豆川　達也		1,000

				個人 コジン		吉江　謙司		700		個人 コジン		山田　裕介		500		個人 コジン		横山　孝良		500		0		500		個人		池田　樹吏		1,000

				個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		吉田　明由		500		300		300		個人		池田　智子		1,000

				個人 コジン		井上　英明		600		個人 コジン		山本　繁義		500		個人 コジン		吉村　和平		500		-100		300		個人		石井　邦子		1,000

				個人 コジン		井上　喜弘		600		個人 コジン		山本　荘太郎		500		個人 コジン		和田　享		500		-22100		400		個人		石川　訓		1,000

				個人 コジン		伊東　正		600		個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		阿知波　壽夫		400		400		400		個人		石川　崇		1,000

				個人 コジン		石井　正人		600		個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		浅海　篤		400		400		400		個人		石坂　なみ江		1,000

				個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		朝倉　智恵子		400		400		400		個人		石田　博之		1,000

				個人 コジン		上原　陽一		600		個人 コジン		横澤　容子		500		個人 コジン		宇野　勝利		400		400		400		個人		石塚　徳一		1,000

				個人 コジン		植木　是		600		個人 コジン		横山　孝良		500		個人 コジン		臼井　正浩		400		400		400		個人		石原　俊一		1,000

				個人 コジン		荻原　長雄		600		個人 コジン		吉田　雄太郎		500		個人 コジン		内野　敏剛		400		400		400		個人		磯野　正美		1,000

				個人 コジン		梶谷　修滋		600		個人 コジン		渡部　貞良		500		個人 コジン		梅本　誠二		400		400		400		個人		板野　順一		1,000

				個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		渡部　吉則		500		個人 コジン		大井田　佳夫		400		400		400		個人		市野　修一		1,000

				個人 コジン		川崎　裕司		600		個人 コジン		渡辺　正基		500		個人 コジン		大賀　秀敏		400		400		400		個人		稲田　実		1,000

				個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		渡辺　裕士		500		個人 コジン		大水　由香里		400		400		400		個人		稲餅　幸和		1,000

				個人 コジン		河本　淳司		600		個人 コジン		渡辺　洋		500		個人 コジン		岡崎　裕史		400		400		400		個人		今井　康太		1,000

				個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		赤丸　祐介		400		個人 コジン		鬼塚　大樹		400		400		400		個人		今込　信二		1,000

				個人 コジン		久保田　俊明		600		個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		神長　孝至		400		400		400		個人		岩瀬　一馬		1,000

				個人 コジン		雲林院　和彦		600		個人 コジン		秋吉　賢		400		個人 コジン		木村　ミヨ		400		400		400		個人		宇江城　昌弘		1,000

				個人 コジン		小澤　正吾		600		個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		邱　琳		400		400		400		個人		宇多　範子		1,000

				個人 コジン		小島　廣教		600		個人 コジン		荒川　渉		400		個人 コジン		栗原　隆		400		400		400		個人		上城　貴士		1,000

				個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		荒島　史朗		400		個人 コジン		黒田　英利		400		400		400		個人		上野　健治		1,000

				個人 コジン		佐野　和宏		600		個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		小濱　新次郎		400		400		400		個人		上渕　哲史		1,000

				個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		生水　利明		400		個人 コジン		小堀　泰隆		400		400		400		個人		上村　博子		1,000

				個人 コジン		鹿島　承志		600		個人 コジン		石川　健二		400		個人 コジン		宗像　潤		400		400		400		個人		臼田　優樹		1,000

				個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		田山　祐子		400		400		400		個人		内藤　薫志		1,000

				個人 コジン		田村　敏一		600		個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		高木　勝弘		400		400		400		個人		打田　保貴		1,000

				個人 コジン		譚　玉麗		600		個人 コジン		宇田川　明男		400		個人 コジン		高橋　仁		400		400		400		個人		海老原　順		1,000

				個人 コジン		冨森　孝		600		個人 コジン		植田　信孝		400		個人 コジン		武田　隼人		400		400		400		個人		尾崎　英外		1,000

				個人 コジン		野島　茂一		600		個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		中村　朗江		400		400		400		個人		大川原　誠		1,000

				個人 コジン		浜西　英章		600		個人 コジン		浦田　修		400		個人 コジン		成冨　寛子		400		400		400		個人		太田　直樹		1,000

				個人 コジン		樋口　工		600		個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		西海持　雅隆		400		400		400		個人		太谷　周治		1,000

				個人 コジン		福島　陽介		600		個人 コジン		太田　仁志		400		個人 コジン		林　幹也		400		400		400		個人		大塚　拓海		1,000

				個人 コジン		藤田　昭宏		600		個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		林田　秀子		400		400		400		個人		大成　博昭		1,000

				個人 コジン		藤本　正義		600		個人 コジン		大橋　明夫		400		個人 コジン		干川　雄大		400		400		400		個人		大野　修		1,000

				個人 コジン		朴　吉洙		600		個人 コジン		岡内　左和子		400		個人 コジン		松田　イク子		400		400		400		個人		大野　知子		1,000

				個人 コジン		町井　桂子		600		個人 コジン		岡部　保		400		個人 コジン		松本　雪夫		400		400		400		個人		大矢　元		1,000

				個人 コジン		松本　政之		600		個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		村田　常良		400		400		400		個人		岡田　康夫		1,000

				個人 コジン		三宅　英樹		600		個人 コジン		神　敏治		400		個人 コジン		目黒　友隆		400		400		400		個人		岡野　好晴		1,000

				個人 コジン		水野　裕明		600		個人 コジン		川崎　剛		400		個人 コジン		山岸　薫		400		400		400		個人		岡本　高宏		1,000

				個人 コジン		光安　真二		600		個人 コジン		川野　祥平		400		個人 コジン		山田　健太郎		400		400		400		個人		沖汐　和彦		1,000

				個人 コジン		森永　陽子		600		個人 コジン		河又　世津子		400		個人 コジン		山本　奈緒		400		400		400		個人		奥田　充昭		1,000

				個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		木下　敬介		400		個人 コジン		渡邊　聡		400		400		400		個人		奥山　秀朗		1,000

				個人 コジン		山本　訓央		600		個人 コジン		清原　紀子		400		個人 コジン		渡辺　多英		400		400		400		個人		加藤　光枝		1,000

				個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		清水　早苗		400		個人 コジン		渡辺　文世		400		400		400		個人		笠井　高士		1,000

				個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		渡辺　良太		400		400		400		個人		梶原　徹		1,000

				個人 コジン		吉村　栄一		600		個人 コジン		久世　義之		400		個人 コジン		秋森　大		400		0		0		個人		片男浪　健太郎		1,000

				個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		小西　里子		400		個人 コジン		秋吉　賢		400		0		400		個人		片山　良子		1,000

				個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		小林　勝美		400		個人 コジン		新井　賢一		400		-100		-100		個人		勝見　星空		1,000

				個人 コジン		相場　将央		500		個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		市川　英一		400		0		0		個人		金　毅		1,000

				個人 コジン		青山　あきえ		500		個人 コジン		佐藤　重信		400		個人 コジン		浦田　修		400		0		300		個人		金田　卓也		1,000

				個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		岡島　文子		400		-1000		0		個人		神戸　謙二		1,000

				個人 コジン		有本　輝行		500		個人 コジン		坂井　善信		400		個人 コジン		神　敏治		400		0		300		個人		亀井　智裕		1,000

				個人 コジン		伊東　満雄		500		個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		久保　しず		400		200		400		個人		川上　直朗		1,000

				個人 コジン		飯田　生如		500		個人 コジン		澁谷　美咲		400		個人 コジン		楠　亜希		400		200		200		個人		川上　實		1,000

				個人 コジン		生井　栄治		500		個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		小西　里子		400		0		0		個人		川崎　吉明		1,000

				個人 コジン		池上　純		500		個人 コジン		臺　英史		400		個人 コジン		小畑　実穂		400		200		200		個人		川瀬　学		1,000

				個人 コジン		池ケ谷　勝久		500		個人 コジン		高橋　慎一		400		個人 コジン		小林　勝美		400		0		0		個人		川村　龍介		1,000

				個人 コジン		池田　憲彦		500		個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		武井　智彦		400		0		0		個人		河本　千秋		1,000

				個人 コジン		石井　和一		500		個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		武村　文勝		400		0		0		個人		木村　井彌		1,000

				個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		辰己　欣広		400		個人 コジン		辰己　欣広		400		0		-500		個人		木村　学		1,000

				個人 コジン		石川　栄		500		個人 コジン		寺井　和美		400		個人 コジン		徳久　健一		400		0		0		個人		木村　直幸		1,000

				個人 コジン		石橋　英樹		500		個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		豊島　保博		400		200		400		個人		木村　吉信		1,000

				個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		豊島　知二		400		個人 コジン		藤井　英樹		400		0		400		個人		菊井　隆		1,000

				個人 コジン		石山　佳子		500		個人 コジン		中村　在樹		400		個人 コジン		三浦　康司		400		200		400		個人		岸田　正明		1,000

				個人 コジン		石渡　雄次		500		個人 コジン		福原　兼隆		400		個人 コジン		箕輪　勝康		400		0		-100		個人		岸本　晃和		1,000

				個人 コジン		磯部　達司		500		個人 コジン		藤井　英樹		400		個人 コジン		山際　勉		400		200		200		個人		北島　邦男		1,000

				個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		藤井　友洋		400		個人 コジン		山田　幸雄		400		0		0		個人		久世　忠志		1,000

				個人 コジン		岩田　信夫		500		個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		山田　博		400		0		0		個人		熊野　滋子		1,000

				個人 コジン		海瀬　亮		500		個人 コジン		前原　利彦		400		個人 コジン		横山　尚平		400		-600		300		個人		黒川　嘉裕		1,000

				個人 コジン		大久保　栄吾		500		個人 コジン		箕輪　勝康		400		個人 コジン		横山　藤雄		400		0		0		個人		小坂　武志		1,000

				個人 コジン		大久保　章文		500		個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		吉田　幸一		400		-300		300		個人		小坂　俊陽		1,000

				個人 コジン		大久保　忠重		500		個人 コジン		村上　雄一郎		400		個人 コジン		渡辺　一義		400		0		0		個人		小島　八郎		1,000

				個人 コジン		大塚　知子		500		個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		朝川　雅晴		300		300		300		個人		小坪　幸一		1,000

				個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		井上　翔志郎		300		300		300		個人		小沼　滋紀		1,000

				個人 コジン		大矢　基博		500		個人 コジン		矢野　市郎		400		個人 コジン		井上　拓也		300		300		300		個人		小野　嘉彦		1,000

				個人 コジン		岡　智紀		500		個人 コジン		安田　信司		400		個人 コジン		生咲　拓二		300		300		300		個人		小野　貴弘		1,000

				個人 コジン		岡内　左和子		500		個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		石井　雄二		300		300		300		個人		小野　幸市		1,000

				個人 コジン		荻野　彰		500		個人 コジン		柳川　龍一		400		個人 コジン		石橋　英治		300		300		300		個人		小花　和枝		1,000

				個人 コジン		乙川　佳子		500		個人 コジン		山片　賢一		400		個人 コジン		岩元　健二		300		300		300		個人		小林　睦		1,000

				個人 コジン		加藤　淳一		500		個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		尹　祥律		300		300		300		個人		小山　浩一		1,000

				個人 コジン		片柳　恵子		500		個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		鵜尾　元太		300		300		300		個人		児玉　喜代子		1,000

				個人 コジン		金子　太		500		個人 コジン		山田　妙子		400		個人 コジン		江口　保		300		300		300		個人		後藤　義彰		1,000

				個人 コジン		樺澤　義秀		500		個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		遠藤　健		300		300		300		個人		後藤　亘		1,000

				個人 コジン		神谷　貴義		500		個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		大川原　誠		300		300		300		個人		米津　幸夫		1,000

				個人 コジン		川上　雅幸		500		個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		大室　昌夫		300		300		300		個人		近藤　久子		1,000

				個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		岡澤　延昌		300		300		300		個人		近藤　千花		1,000

				個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		リュウ　エキコウ		400		個人 コジン		岡田　親夫		300		300		300		個人		佐野　篤史		1,000

				個人 コジン		河合　恒一		500		個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		岡田　佐智子		300		300		300		個人		佐藤　強		1,000

				個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		折原　正訓		300		300		300		個人		佐藤　幸毅		1,000

				個人 コジン		木村　修次		500		個人 コジン		秋山　泰之		300		個人 コジン		柿崎　夏世		300		300		300		個人		佐藤　美直子		1,000

				個人 コジン		岸田　恭一		500		個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		金平　孝夫		300		300		300		個人		佐藤　陵		1,000

				個人 コジン		岸本　弘子		500		個人 コジン		浅沼　重光		300		個人 コジン		川口　圭介		300		300		300		個人		佐々木　陽司		1,000

				個人 コジン		北川　きよみ		500		個人 コジン		浅野　喜美子		300		個人 コジン		河野　高伸		300		300		300		個人		齋藤　利江		1,000

				個人 コジン		北村　栄治		500		個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		黄　清海		300		300		300		個人		齊藤　智之		1,000

				個人 コジン		久世　義之		500		個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		清　寛子		300		300		300		個人		齊藤　博仁		1,000

				個人 コジン		草ケ谷　徹		500		個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		清水　弘子		300		300		300		個人		坂上　輝樹		1,000

				個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		小川　敦史		300		300		300		個人		咲間　勇気		1,000

				個人 コジン		栗原　栄		500		個人 コジン		綾部　力		300		個人 コジン		小久保　操		300		300		300		個人		笹渕　久夫		1,000

				個人 コジン		小泉　保雄		500		個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		小林　數江		300		300		300		個人		澤　恒雄		1,000

				個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		小林　栄子		300		300		300		個人		澤田　幸代		1,000

				個人 コジン		小坂　孟		500		個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		小林　慎士		300		300		300		個人		重本　容延		1,000

				個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		小八木　康正		300		300		300		個人		篠田　孝彦		1,000

				個人 コジン		小松　孝安		500		個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		児嶋　広		300		300		300		個人		芝本　洋平		1,000

				個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		佐野　憲作		300		300		300		個人		柴垣　雅俊		1,000

				個人 コジン		五月女　美穂		500		個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		佐藤　昭		300		300		300		個人		嶋田　大輔		1,000

				個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		佐藤　和夫		300		300		300		個人		島田　峰子		1,000

				個人 コジン		後藤　憲		500		個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		佐々木　美菜		300		0		0		個人		下山　大輔		1,000

				個人 コジン		甲斐　郁		500		個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		坂下　達生		300		300		300		個人		菅野　隆浩		1,000

				個人 コジン		駒場　有治		500		個人 コジン		伊藤　敏裕		300		個人 コジン		柴山　則文		300		300		300		個人		杉山　茂		1,000

				個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		白川　淳		300		300		300		個人		鈴木　潤輔		1,000

				個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		白鳥　健太郎		300		300		300		個人		鈴木　浩二		1,000

				個人 コジン		佐藤　剛		500		個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		杉浦　秀子		300		300		300		個人		鈴木　正秀		1,000

				個人 コジン		佐藤　浩		500		個人 コジン		池田　匡		300		個人 コジン		鈴木　篤		300		300		300		個人		角谷　正文		1,000

				個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		池光　裕貴		300		個人 コジン		鈴木　賢二		300		300		300		個人		祖父江　典泰		1,000

				個人 コジン		坂川　義彦		500		個人 コジン		石川　雅也		300		個人 コジン		鈴木　理史		300		300		300		個人		田所　昇		1,000

				個人 コジン		坂本　恒雄		500		個人 コジン		石川　裕之		300		個人 コジン		関谷　博昭		300		300		300		個人		田中　秀樹		1,000

				個人 コジン		志賀　利人		500		個人 コジン		石田　喜美恵		300		個人 コジン		千葉　聡子		300		300		300		個人		田中　政則		1,000

				個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		石田　裕紀子		300		個人 コジン		千葉　陽子		300		300		300		個人		田中　光浩		1,000

				個人 コジン		下里　良夫		500		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		田村　万利子		300		300		300		個人		高井　求		1,000

				個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		田村　光		300		300		300		個人		高木　信彰		1,000

				個人 コジン		鈴木　奈穂子		500		個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		瀧川　わか		300		300		300		個人		高木　務		1,000

				個人 コジン		鈴村　吉博		500		個人 コジン		宇佐見　定之		300		個人 コジン		滝口　勇大		300		300		300		個人		高島　英司		1,000

				個人 コジン		角田　昌博		500		個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		瀧澤　京子		300		300		300		個人		高杉　俊和		1,000

				個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		谷口　恵一		300		300		300		個人		高田　元		1,000

				個人 コジン		関　伸一		500		個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		勅使河原　喬		300		300		300		個人		高武　勇司		1,000

				個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		内田　光則		300		個人 コジン		手嶋　信行		300		300		300		個人		高梨　雄一		1,000

				個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		照島　貴瑛		300		300		300		個人		高橋　克聡		1,000

				個人 コジン		田村　昌義		500		個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		徳永　悦		300		300		300		個人		高橋　功次		1,000

				個人 コジン		高橋　多惠子		500		個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		寅田　修		300		300		300		個人		高橋　将則		1,000

				個人 コジン		高柳　秀和		500		個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		長塚　義尚		300		300		300		個人		高橋　誠		1,000

				個人 コジン		檀浦　充		500		個人 コジン		大柄　富義		300		個人 コジン		西村　貴史		300		300		300		個人		高山　博行		1,000

				個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		韮塚　秀夫		300		300		300		個人		瀧倉　啓仁		1,000

				個人 コジン		坪井　悟		500		個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		野崎　和夫		300		300		300		個人		竹内　甲司		1,000

				個人 コジン		坪内　正三郎		500		個人 コジン		大曽根　博人		300		個人 コジン		野田　敏也		300		300		300		個人		竹蓋　厚彦		1,000

				個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		野田　悠平		300		300		300		個人		辻村　健一		1,000

				個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		馬淵　利直		300		300		300		個人		辻村　敏明		1,000

				個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		秦　純一		300		300		300		個人		土生　敏彦		1,000

				個人 コジン		時田　宗明		500		個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		濱比嘉　満		300		300		300		個人		土屋　雅義		1,000

				個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		大友　康博		300		個人 コジン		林　美樹子		300		300		300		個人		寺下　昌宏		1,000

				個人 コジン		徳田　豊昭		500		個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		東　孝子		300		300		300		個人		寺田　郁也		1,000

				個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		大橋　慶子		300		個人 コジン		深沢　優子		300		300		300		個人		照井　宏俊		1,000

				個人 コジン		中尾　克也		500		個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		藤本　和樹		300		300		300		個人		唐澤　菜々子		1,000

				個人 コジン		中岡　重貴		500		個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		古澤　伸承		300		300		300		個人		鳥海　洋子		1,000

				個人 コジン		中川　裕史		500		個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		堀内　拓		300		300		300		個人		中島　弘雅		1,000

				個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		堀越　長榮		300		300		300		個人		中谷　将吾		1,000

				個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		毎田　結香		300		300		300		個人		中村　心咲		1,000

				個人 コジン		中村　勝		500		個人 コジン		岡野　信生		300		個人 コジン		牧野　吉朗		300		300		300		個人		永瀬　融		1,000

				個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		松本　哲周		300		300		300		個人		長岡　大輔		1,000

				個人 コジン		中村　百合子		500		個人 コジン		奥野　真丞		300		個人 コジン		松本　和久		300		300		300		個人		長田　真奈美		1,000

				個人 コジン		中山　邦高		500		個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		丸尾　正一		300		300		300		個人		長沼　孝一朗		1,000

				個人 コジン		中山　まき子		500		個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		丸山　太三		300		300		300		個人		長沼　春雄		1,000

				個人 コジン		永柳　陽		500		個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		三木　健		300		300		300		個人		長野　剛		1,000

				個人 コジン		長内　修		500		個人 コジン		影山　恵		300		個人 コジン		三野　朝海		300		300		300		個人		二瓶　將行		1,000

				個人 コジン		長谷川　雄一		500		個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		水本　真輝		300		300		300		個人		二山　邦夫		1,000

				個人 コジン		成岡　純康		500		個人 コジン		笠原　智大		300		個人 コジン		村上　邦博		300		300		300		個人		西海持　雅隆		1,000

				個人 コジン		成田　徳夫		500		個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		村田　淳一郎		300		300		300		個人		西川　誠明		1,000

				個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		矢ノ目　秀利		300		300		300		個人		西田　岳士		1,000

				個人 コジン		野田　康司		500		個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		柳本　五郎		300		300		300		個人		西村　公佑		1,000

				個人 コジン		野本　史範		500		個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		山口　正明		300		300		300		個人		西山　晃		1,000

				個人 コジン		羽生　明男		500		個人 コジン		金森　万里子		300		個人 コジン		山崎　善隆		300		300		300		個人		馬場　航太郎		1,000

				個人 コジン		萩中　政貴		500		個人 コジン		亀田　圭介		300		個人 コジン		山田　政臣		300		300		300		個人		橋本　雅晶		1,000

				個人 コジン		鳩貝　淑子		500		個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		誉田　喜之		300		300		300		個人		畑中　巧		1,000

				個人 コジン		林　勝宣		500		個人 コジン		川畑　誠		300		個人 コジン		横山　つや子		300		300		300		個人		花田　啓陽		1,000

				個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		木村　英孝		300		個人 コジン		吉岡　照夫		300		300		300		個人		濱田　真弘		1,000

				個人 コジン		平岩　真悟		500		個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		吉田　隆		300		300		300		個人		早川　直希		1,000

				個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		好川　智也		300		300		300		個人		早川　正一郎		1,000

				個人 コジン		福留　京子		500		個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		渡辺　誠		300		300		300		個人		林　信宏		1,000

				個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		相浦　弘美		300		0		0		個人		林　秀彦		1,000

				個人 コジン		古泉　隆央		500		個人 コジン		久保　賢治		300		個人 コジン		青崎　健		300		0		0		個人		原口　次夫		1,000

				個人 コジン		細貝　孝秀		500		個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		朝川　炯徹		300		0		0		個人		伴　元貴		1,000

				個人 コジン		前田　政雄		500		個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		朝川　千春		300		0		0		個人		日野　哲耶		1,000

				個人 コジン		前田　光男		500		個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		朝川　充		300		0		0		個人		日野　洋一		1,000

				個人 コジン		正田　和子		500		個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		天野　二三男		300		0		0		個人		日比野　行輝		1,000

				個人 コジン		枡田　勇		500		個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		綾部　力		300		0		300		個人		樋川　富夫		1,000

				個人 コジン		増山　晃		500		個人 コジン		窪田　裕之		300		個人 コジン		荒井　十四巳		300		0		0		個人		樋口　拓也		1,000

				個人 コジン		松永　貴治		500		個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		新井　宗太郎		300		0		0		個人		東　司		1,000

				個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		新井　秀幸		300		0		0		個人		東野　豊		1,000

				個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		池田　匡		300		0		0		個人		平野　裕章		1,000

				個人 コジン		丸山　いく子		500		個人 コジン		小井土　利行		300		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		0		0		個人		平松　基生		1,000

				個人 コジン		丸山　光洋		500		個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		岩附　英史		300		0		0		個人		福島　宏司		1,000

				個人 コジン		三吉　由利佳		500		個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		植田　芳文		300		0		0		個人		藤井　慶太郎		1,000

				個人 コジン		南川　正次		500		個人 コジン		小峯　真実		300		個人 コジン		臼田　美佳		300		0		0		個人		藤原　正士		1,000

				個人 コジン		箕輪　勝康		500		個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		内野　昭子		300		0		0		個人		舟澤　宏		1,000

				個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		枝川　竹俊		300		0		0		個人		古賀　寛和		1,000

				個人 コジン		元樋　俊介		500		個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		王　東		300		0		0		個人		古賀　節子		1,000

				個人 コジン		矢野　市郎		500		個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		大柄　富義		300		0		300		個人		古賀　和雄		1,000

				個人 コジン		安井　研二		500		個人 コジン		佐武　永悟		300		個人 コジン		大川　正廣		300		0		0		個人		古口　基		1,000

				個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		大曽根　博人		300		0		100		個人		古澤　純一		1,000

				個人 コジン		保浦　泉		500		個人 コジン		佐伯　謙太郎		300		個人 コジン		大田　武士		300		0		0		個人		古田　晴彦		1,000

				個人 コジン		山岡　信治		500		個人 コジン		佐復　信夫		300		個人 コジン		大谷　一郎		300		-700		-700		個人		堀内　淳		1,000

				個人 コジン		山片　賢一		500		個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		大谷　将晴		300		0		0		個人		堀田　健二		1,000

				個人 コジン		山口　昇子		500		個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		大富　文江		300		0		0		個人		堀田　和信		1,000

				個人 コジン		山崎　明美		500		個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		大原　謙一郎		300		0		0		個人		本田　正光		1,000

				個人 コジン		山下　剛司		500		個人 コジン		佐藤　法子		300		個人 コジン		大原　芳枝		300		0		0		個人		本村　千恵		1,000

				個人 コジン		山下　誠		500		個人 コジン		佐藤　真衣		300		個人 コジン		大藤　達男		300		0		0		個人		本山　明		1,000

				個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		岡村　和子		300		200		200		個人		前田　英之		1,000

				個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		笠井　重一		300		0		0		個人		槇野　智之		1,000

				個人 コジン		山田　泰正		500		個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		笠原　靖人		300		200		200		個人		鱒渕　彰夫		1,000

				個人 コジン		山野　素伸		500		個人 コジン		齊藤　勝正		300		個人 コジン		柏崎　佳世		300		0		0		個人		松井　金次郎		1,000

				個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		梶　政広		300		0		0		個人		松浦　要蔵		1,000

				個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		斉藤　政治		300		個人 コジン		門川　章吾		300		0		0		個人		松崎　晃久		1,000

				個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		門川　美穂		300		0		0		個人		松田　美香		1,000

				個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		金沢　詢一		300		200		200		個人		松本　祐		1,000

				個人 コジン		横山　雅美		500		個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		金森　万里子		300		0		300		個人		松村　進一郎		1,000

				個人 コジン		吉村　広次		500		個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		亀田　圭介		300		0		300		個人		松山　忠統		1,000

				個人 コジン		渡辺　博之		500		個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		川上　哲也		300		0		0		個人		松山　弘太郎		1,000

				個人 コジン		雲龍寺		500		個人 コジン		椎名　信夫		300		個人 コジン		川野　祥平		300		-100		100		個人		丸山　恭生		1,000

				個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		川畑　誠		300		0		300		個人		丸山　勇		1,000

				個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		七宮　弘子		300		個人 コジン		北川　誠彦		300		0		0		個人		三井　拓也		1,000

				個人 コジン		新家　元章		400		個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		清水　俊貴		300		0		0		個人		三浦　拓郎		1,000

				個人 コジン		井土　賢一		400		個人 コジン		柴田　あかり		300		個人 コジン		清水　肇		300		0		0		個人		三岡　相明		1,000

				個人 コジン		井出　敏明		400		個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		久家　恵介		300		-100		-100		個人		水戸　圭市郎		1,000

				個人 コジン		伊藤　邦秀		400		個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		久保　茂子		300		0		0		個人		峯岸　春貴		1,000

				個人 コジン		伊藤　眞喜夫		400		個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		久保　信雄		300		0		0		個人		箕浦　政道		1,000

				個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		久我　年企		300		0		0		個人		宮田　輝		1,000

				個人 コジン		石井　ミサ子		400		個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		草野　芳枝		300		0		0		個人		村上　裕樹		1,000

				個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		黒須　智		300		0		0		個人		村川　健一		1,000

				個人 コジン		石部　光夫		400		個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		0		0		個人		村松　敦子		1,000

				個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		小井土　利行		300		0		200		個人		望月　一彦		1,000

				個人 コジン		市原　康守		400		個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		小林　淳一		300		0		0		個人		森井　貴寛		1,000

				個人 コジン		岩瀬　弘勝		400		個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		後藤　敏文		300		0		0		個人		森川　悟		1,000

				個人 コジン		宇井　利行		400		個人 コジン		鈴木　悦子		300		個人 コジン		佐野　徳也		300		0		0		個人		八木　稔		1,000

				個人 コジン		上嶋　健		400		個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		佐藤　栄一		300		0		0		個人		八木岡　孝治		1,000

				個人 コジン		内田　康司		400		個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		佐藤　真衣		300		0		300		個人		矢野　博之		1,000

				個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		鈴木　豊		300		個人 コジン		佐々木　静代		300		0		0		個人		安川　容子		1,000

				個人 コジン		打越　光		400		個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		斉藤　政治		300		0		200		個人		安田　豊彦		1,000

				個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		坂本　照行		300		100		300		個人		安藤　規正		1,000

				個人 コジン		尾崎　洋一		400		個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		櫻井　克彦		300		0		0		個人		安藤　秀樹		1,000

				個人 コジン		王　暁麗		400		個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		笹川　美子		300		100		100		個人		保科　武志		1,000

				個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		椎名　信夫		300		0		300		個人		柳澤　のり子		1,000

				個人 コジン		大野　克紀		400		個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		鈴木　悦子		300		0		300		個人		柳橋　邦彦		1,000

				個人 コジン		大野　保彦		400		個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		鈴木　誠		300		0		0		個人		山上　眞		1,000

				個人 コジン		岡　史子		400		個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		瀬下　康子		300		100		300		個人		山岸　裕樹		1,000

				個人 コジン		岡島　文子		400		個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		瀬畑　元子		300		0		0		個人		山口　明美		1,000

				個人 コジン		岡村　克章		400		個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		田之上　圭克		300		0		0		個人		山後　清香		1,000

				個人 コジン		加藤　英雄		400		個人 コジン		高野　淳一		300		個人 コジン		田中　幸子		300		0		0		個人		山田　勝子		1,000

				個人 コジン		加藤　正二		400		個人 コジン		高橋　健一		300		個人 コジン		田中　利幸		300		0		0		個人		山田　好郎		1,000

				個人 コジン		加辺　幸二		400		個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		田中　宏樹		300		0		0		個人		山地　聰		1,000

				個人 コジン		鍵和田　正二		400		個人 コジン		高橋　鉄哉		300		個人 コジン		田村　謙		300		0		0		個人		山名　良親		1,000

				個人 コジン		門田　将大		400		個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		高島　佳子		300		0		0		個人		山本　文代		1,000

				個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		高本　幸夫		300		個人 コジン		高瀬　晋三		300		200		300		個人		山本　和慶		1,000

				個人 コジン		柄澤　浩志		400		個人 コジン		高村　勇治		300		個人 コジン		高橋　昭雄		300		0		0		個人		湯本　泰弘		1,000

				個人 コジン		川崎　義満		400		個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		高橋　雅昭		300		0		0		個人		横尾　秀樹		1,000

				個人 コジン		川島　一翔		400		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		高安　博之		300		0		0		個人		横藤田　久		1,000

				個人 コジン		君島　佳明		400		個人 コジン		瀧澤　信		300		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		0		0		個人		吉井　利仁		1,000

				個人 コジン		清田　高志		400		個人 コジン		竹内　一志		300		個人 コジン		瀧澤　信		300		0		300		個人		吉田　昭博		1,000

				個人 コジン		清田　秀彦		400		個人 コジン		竹内　宙仁		300		個人 コジン		竹内　やよい		300		0		0		個人		吉田　知生		1,000

				個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		竹田　恵里		300		100		0		個人		和田　明博		1,000

				個人 コジン		桑原　久		400		個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		武藤　英子		300		0		0		個人		和田　穣		1,000

				個人 コジン		小久保　俊江		400		個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		谷口　毅		300		0		0		個人		和田　由紀男		1,000

				個人 コジン		小西　里子		400		個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		丹羽　理栄		300		0		0		個人		渡邉　俊雄		1,000

				個人 コジン		小浜　英士		400		個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		津坂　宗孝		300		0		0		個人		渡邊　浩二		1,000

				個人 コジン		小林　勝美		400		個人 コジン		民部　重喜		300		個人 コジン		辻原　典子		300		0		300		個人		ウォルシュ　香織		1,000

				個人 コジン		小松　孝		400		個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		辻本　達寛		300		0		0		個人		相田　進		900

				個人 コジン		児子　義政		400		個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		寺川　和仁		300		0		0		個人		赤澤　映子		900

				個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		寺島　良太		300		0		0		個人		伊藤　淳史		900

				個人 コジン		佐久間　潤哉		400		個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		照山　雄三		300		-1000		-500		個人		磯村　優太		900

				個人 コジン		佐藤　勇治		400		個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		富田　博幸		300		0		0		個人		稲垣　聡		900

				個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		辻　泰崇		300		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		0		0		個人		梅本　富喜		900

				個人 コジン		齊藤　眞一		400		個人 コジン		辻原　典子		300		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		0		0		個人		浦川　浩		900

				個人 コジン		榊原　和彦		400		個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		0		0		個人		江里　拓真		900

				個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		中嶋　圭輔		300		200		200		個人		岡田　真理子		900

				個人 コジン		柴田　大輔		400		個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		中田　智		300		0		0		個人		加藤　桂子		900

				個人 コジン		渋谷　博		400		個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		中西　清隆		300		0		0		個人		戎谷　亨		900

				個人 コジン		下桶　佑知		400		個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		永田　美香		300		0		0		個人		鍵田　好久		900

				個人 コジン		杉　喜志盛		400		個人 コジン		富安　敏彦		300		個人 コジン		永田　裕人		300		0		0		個人		影浦　あかり		900

				個人 コジン		杉本　武士		400		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		仲村　則俊		300		0		0		個人		川田　祐生		900

				個人 コジン		鈴木　幸子		400		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		長谷川　英雄		300		0		0		個人		河村　幸治		900

				個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		長谷川　信昭		300		0		0		個人		木下　節雄		900

				個人 コジン		田代　英行		400		個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		長谷川　正治		300		0		0		個人		木村　洋平		900

				個人 コジン		田中　秀和		400		個人 コジン		中島　隆哉		300		個人 コジン		難波　公司		300		0		0		個人		清野　聡		900

				個人 コジン		田中　宏直		400		個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		西尾　守弘		300		-200		300		個人		楠　亜希		900

				個人 コジン		田村　史織		400		個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		西川　正		300		0		0		個人		小林　栄貴		900

				個人 コジン		田村　和子		400		個人 コジン		永井　文華		300		個人 コジン		西村　仁志		300		0		0		個人		後藤　修光		900

				個人 コジン		高田　幸一		400		個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		布留川　昭		300		0		0		個人		笹倉　敦		900

				個人 コジン		高橋　一生		400		個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		野澤　雅彦		300		0		0		個人		塩崎　裕功		900

				個人 コジン		高橋　雄一郎		400		個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		橋本　一仁		300		0		0		個人		鈴　幸一		900

				個人 コジン		高橋　伸明		400		個人 コジン		永森　豪		300		個人 コジン		橋本　淳樹		300		0		0		個人		鈴木　敏行		900

				個人 コジン		高橋　陽一		400		個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		早川　康子		300		0		300		個人		関口　裕太		900

				個人 コジン		高見　みどり		400		個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		林　義明		300		0		0		個人		田澤　光己		900

				個人 コジン		竹内　美輪子		400		個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		原　智康		300		100		300		個人		田中　郷平		900

				個人 コジン		竹内　和幸		400		個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		平野　礼一		300		0		0		個人		田中　慎也		900

				個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		平本　淳一		300		0		300		個人		田中　義弘		900

				個人 コジン		武田　淳		400		個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		笛吹　一徳		300		0		300		個人		多田　通広		900

				個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		長幡　勝		300		個人 コジン		福井　徳司		300		0		0		個人		高橋　享		900

				個人 コジン		谷崎　秀人		400		個人 コジン		成瀬　寛充		300		個人 コジン		福崎　幸子		300		0		0		個人		寺島　広子		900

				個人 コジン		土野　康夫		400		個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		藤尾　直樹		300		0		0		個人		徳山　敬夫		900

				個人 コジン		筒井　俊行		400		個人 コジン		二村　元康		300		個人 コジン		藤本　友一		300		0		0		個人		中澤　真一		900

				個人 コジン		徳　誠吉		400		個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		細川　和真		300		0		0		個人		中島　あゆみ		900

				個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		細谷　英司		300		0		0		個人		長嶺　繁		900

				個人 コジン		中井　房枝		400		個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		眞鍋　仁		300		0		0		個人		西　真人		900

				個人 コジン		中嶋　映二		400		個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		前川　和哉		300		0		200		個人		袴田　茂人		900

				個人 コジン		長島　健二		400		個人 コジン		根岸　勝也		300		個人 コジン		前原　紅也		300		0		0		個人		萩原　義信		900

				個人 コジン		並河　武男		400		個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		卷島　純一朗		300		0		200		個人		林田　英士		900

				個人 コジン		西岡　春美		400		個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		松枝　剛		300		0		0		個人		真栄城　勇人		900

				個人 コジン		西出　紀男		400		個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		松本　信一		300		0		0		個人		南雲　龍祐		900

				個人 コジン		西本　勝成		400		個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		松本　裕人		300		0		0		個人		村瀬　隼人		900

				個人 コジン		西村　栄二		400		個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		0		0		個人		村田　浩二		900

				個人 コジン		馬上　喜裕		400		個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		松山　亮		300		0		0		個人		山上　順子		900

				個人 コジン		馬場　裕隆		400		個人 コジン		橋本　泰広		300		個人 コジン		三浦　隆		300		0		0		個人		山根　毅		900

				個人 コジン		橋本　輝國		400		個人 コジン		早川　康子		300		個人 コジン		三木　敏孝		300		0		0		個人		吉田　貞夫		900

				個人 コジン		早島　正述		400		個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		三宅　茂仁		300		0		0		個人		吉田　光良		900

				個人 コジン		原　幸子		400		個人 コジン		原　陽子		300		個人 コジン		三宅　宮子		300		0		0		個人		吉村　晋也		900

				個人 コジン		髭　裕介		400		個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		水谷　昌代		300		0		200		個人		鷲見　俊幸		900

				個人 コジン		平尾　信行		400		個人 コジン		人見　由美子		300		個人 コジン		水谷　松治		300		0		0		個人		ウォン　ケイチョイ		900

				個人 コジン		苻川　太三		400		個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		満田　慎也		300		200		300		個人		河本　篤思		801

				個人 コジン		藤田　隆規		400		個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		村上　登志男		300		0		0		個人		岸本　正之		801

				個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		平本　淳一		300		個人 コジン		村橋　真美		300		0		0		個人		芥川　浩之		800

				個人 コジン		本田　慎一		400		個人 コジン		笛吹　一徳		300		個人 コジン		森田　征幸		300		0		0		個人		浅川　貴久		800

				個人 コジン		前田　佳宏		400		個人 コジン		深瀬　雄之		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		0		0		個人		井上　翔志郎		800

				個人 コジン		前田　智哉		400		個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		矢作　浩		300		-100		-100		個人		伊波　広貴		800

				個人 コジン		松嶋　進		400		個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		安川　満		300		0		0		個人		伊藤　哲也		800

				個人 コジン		茗荷　昭男		400		個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		安部　久光		300		0		0		個人		家田　和典		800

				個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		藤川　敏弘		300		個人 コジン		安藤　徹		300		0		0		個人		石田　貴子		800

				個人 コジン		村瀬　守		400		個人 コジン		藤田　武志		300		個人 コジン		保田　浩二		300		0		300		個人		磯野　敏弘		800

				個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		山上　俊之		300		0		0		個人		一明　秀樹		800

				個人 コジン		八塚　国博		400		個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		山岸　益男		300		0		0		個人		今給黎　愛梨		800

				個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		藤本　正義		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		0		0		個人		今給黎　惠		800

				個人 コジン		安川　一彦		400		個人 コジン		船戸　武司		300		個人 コジン		山口　友幸		300		0		0		個人		今給黎　梨圭		800

				個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		法常　哲也		300		個人 コジン		山口　信廣		300		0		0		個人		上田　正志		800

				個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		0		0		個人		上野　寿夫		800

				個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		横田　素彦		300		100		100		個人		海勢頭　聖		800

				個人 コジン		山野　一弘		400		個人 コジン		本田　慎一		300		個人 コジン		吉川　順子		300		100		100		個人		江藤　弘		800

				個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		本多　秀一郎		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		0		0		個人		大村　武史		800

				個人 コジン		横地　高		400		個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		吉田　博樹		300		200		300		個人		大山　康秀		800

				個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		前川　和哉		300		個人 コジン		吉田　和久		300		0		0		個人		岡村　侑己		800

				個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		前田　豊孝		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		0		0		個人		押田　徹		800

				個人 コジン		吉野　和夫		400		個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		脇本　裕夫		300		100		100		個人		加藤　房雄		800

				個人 コジン		劉　科一		400		個人 コジン		牧田　直之		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		0		300		個人		加藤　優子		800

				個人 コジン		若杉　栄三		400		個人 コジン		卷島　純一朗		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		0		0		個人		片山　勝巳		800

				個人 コジン		若林　正己		400		個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		西本　正徳		225		225		225		個人		金子　雅実		800

				個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		中司　美枝子		207		207		207		個人		鎌田　紘幸		800

				個人 コジン		渡辺　温子		400		個人 コジン		松岡　賢治		300		個人 コジン		青島　翼		200		200		200		個人		川野　大地		800

				個人 コジン		渡辺　憲		400		個人 コジン		松岡　拓郎		300		個人 コジン		青柳　敬		200		200		200		個人		菊池　隆介		800

				個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		松岡　真代		300		個人 コジン		赤阪　吉男		200		200		200		個人		北角　匡		800

				個人 コジン		青木　淑明		300		個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		赤路　直次		200		200		200		個人		清家　優		800

				個人 コジン		青木　雅彦		300		個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		朝倉　敏景		200		200		200		個人		黒田　英利		800

				個人 コジン		青木　洋一		300		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		網中　敏幸		200		200		200		個人		小池　信祐		800

				個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		荒巻　真一		200		200		200		個人		小川　浩司		800

				個人 コジン		秋月　太与子		300		個人 コジン		三明　昌子		300		個人 コジン		新井　三雄		200		200		200		個人		小出　幸司		800

				個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		三上　義廣		300		個人 コジン		有年　克浩		200		200		200		個人		小林　優之		800

				個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		井上　寛		200		200		200		個人		小椋　靖司		800

				個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		井上　剛彦		200		200		200		個人		米田　憲明		800

				個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		三木　宏之		300		個人 コジン		井波　久直		200		200		200		個人		佐藤　明雄		800

				個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		井俣　恭彦		200		200		200		個人		佐々木　真弓		800

				個人 コジン		天春　立兵		300		個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		生駒　敏博		200		200		200		個人		崔　勝準		800

				個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		池田　俊治		200		200		200		個人		阪本　雄一郎		800

				個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		水谷　昌代		300		個人 コジン		石井　康信		200		200		200		個人		榊原　敏彦		800

				個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		石崎　和久		200		200		200		個人		周　賢偉		800

				個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		今井　みち		200		200		200		個人		白神　圭介		800

				個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		村上　千代子		300		個人 コジン		岩田　淳治		200		200		200		個人		須藤　榮治		800

				個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		岩田　直也		200		200		200		個人		杉本　美香		800

				個人 コジン		有馬　正浩		300		個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		岩本　陽子		200		200		200		個人		杉本　光		800

				個人 コジン		井上　幹雄		300		個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		宇田　紘助		200		200		200		個人		田中　秀明		800

				個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		鵜之家　輔		200		200		200		個人		田畑　円		800

				個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		内山　雅夫		200		200		200		個人		田畑　由香理		800

				個人 コジン		伊藤　明		300		個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		瓜生　竜也		200		200		200		個人		田村　万利子		800

				個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		榎　善紀		200		200		200		個人		高野　浩二		800

				個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		太田　優里		200		200		200		個人		高橋　憲一		800

				個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		大宅　宏季		200		200		200		個人		富井　良仁		800

				個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		大庭　伸夫		200		200		200		個人		中島　博司		800

				個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		大溝　純		200		200		200		個人		中谷　八千代		800

				個人 コジン		池上　和宏		300		個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		大籔　久志		200		200		200		個人		中村　英敏		800

				個人 コジン		池田　匡		300		個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		大脇　輝久		200		200		200		個人		中村　正子		800

				個人 コジン		石井　康信		300		個人 コジン		保田　浩二		300		個人 コジン		岡　尚美		200		200		200		個人		中村　元昭		800

				個人 コジン		石川　雅也		300		個人 コジン		山上　俊之		300		個人 コジン		岡崎　貴子		200		200		200		個人		中村　由美子		800

				個人 コジン		石川　裕之		300		個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		岡野　英次		200		200		200		個人		西田　順子		800

				個人 コジン		石島　弘章		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		加藤　志郎		200		200		200		個人		西ノ平　幸司		800

				個人 コジン		石田　喜美恵		300		個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		加藤　純朗		200		200		200		個人		ノエ　冬子		800

				個人 コジン		石田　裕紀子		300		個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		加藤　正道		200		200		200		個人		馬場　一彰		800

				個人 コジン		石屋　浩一		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		柿本　英生		200		200		200		個人		畑　一義		800

				個人 コジン		磯貝　幸一		300		個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		柏木　慶子		200		200		200		個人		浜渕　久志		800

				個人 コジン		一森　聡		300		個人 コジン		山本　友貴		300		個人 コジン		椛島　和男		200		200		200		個人		早川　晋		800

				個人 コジン		市川　龍太		300		個人 コジン		山本　昇		300		個人 コジン		鎌田　亮		200		200		200		個人		早野　悠貴		800

				個人 コジン		稲垣　喜代志		300		個人 コジン		山本　美佳		300		個人 コジン		川口　哲史		200		200		200		個人		林　俊宏		800

				個人 コジン		稲毛　秀夫		300		個人 コジン		山室　哲也		300		個人 コジン		菊地　健太郎		200		200		200		個人		林　正史		800

				個人 コジン		稲野　友泉		300		個人 コジン		横江　英子		300		個人 コジン		菊地　敏記		200		200		200		個人		藤井　正彦		800

				個人 コジン		稲葉　輝彦		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		北山　晃		200		200		200		個人		藤岡　和重		800

				個人 コジン		稲葉　洋之		300		個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		北山　竜太		200		200		200		個人		藤川　博		800

				個人 コジン		今田　善之		300		個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		桑原　和幸		200		200		200		個人		牧　さくら		800

				個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		小川　嘉明		200		200		200		個人		増原　茂雄		800

				個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		小川　勤		200		200		200		個人		松田　泰幸		800

				個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		個人 コジン		小暮　茂美		200		200		200		個人		松本　雄樹		800

				個人 コジン		岩本　加津江		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		小暮　宙史		200		200		200		個人		松元　隆		800

				個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		石川　和則		240		個人 コジン		小林　剛		200		200		200		個人		三田　信		800

				個人 コジン		上原　敦子		300		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		小林　史郎		200		200		200		個人		三戸　一徳		800

				個人 コジン		上村　希織		300		個人 コジン		赤尾　尚志		200		個人 コジン		五明　基泰		200		200		200		個人		満島　裕子		800

				個人 コジン		植木　健司		300		個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		合田　玉恵		200		200		200		個人		宮沢　康夫		800

				個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		米田　勇太		200		200		200		個人		村井　悠太		800

				個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		近藤　慶英		200		200		200		個人		八木　史生		800

				個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		近藤　博明		200		200		200		個人		安藤　文彦		800

				個人 コジン		内藤　良祐		300		個人 コジン		浅原　義智		200		個人 コジン		佐藤　厚志		200		200		200		個人		横山　一朗		800

				個人 コジン		梅田　直人		300		個人 コジン		朝倉　哲雄		200		個人 コジン		齋川　友也		200		200		200		個人		和田　真悟		800

				個人 コジン		江口　太郎		300		個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		阪本　雄一郎		200		200		200		個人		渡邉　公司		800

				個人 コジン		榎本　賢二		300		個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		笹川　邦宏		200		200		200		個人		渡邊　晃全		800

				個人 コジン		榎本　忠		300		個人 コジン		新井　智明		200		個人 コジン		雑賀　久夫		200		200		200		個人		渡辺　隆広		800

				個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		茂泉　行哉		200		200		200		個人		Ｈｅｒａｔｈ　Ｄｈａｎａｎｊａｙａ　Ｓａｍａｎｔｈａ		800

				個人 コジン		及川　敏		300		個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		柴田　浩司		200		200		200		個人		池田　浩和		750

				個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		末松　伸也		200		200		200		個人		阿部　紘樹		700

				個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		井上　暁登		200		個人 コジン		鈴木　輝昭		200		200		200		個人		阿部　正善		700

				個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		井上　麻衣子		200		個人 コジン		鈴木　俊毅		200		200		200		個人		青山　和彰		700

				個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		鈴木　亮平		200		200		200		個人		浅井　省吾		700

				個人 コジン		太田　雄也		300		個人 コジン		井上　直彦		200		個人 コジン		関　洋介		200		200		200		個人		浅野　正成		700

				個人 コジン		太田　孝		300		個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		千田　糸味		200		200		200		個人		新里　陽子		700

				個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		伊東　宏昌		200		個人 コジン		田口　靖子		200		200		200		個人		新保　晃		700

				個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		田鹿　公一		200		200		200		個人		飯島　規文		700

				個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		田代　久榮		200		200		200		個人		泉　明貴		700

				個人 コジン		大塚　章広		300		個人 コジン		飯田　大地		200		個人 コジン		田宮　淳		200		200		200		個人		上川　大輔		700

				個人 コジン		大塚　和男		300		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		個人 コジン		高木　宣行		200		200		200		個人		上田　智子		700

				個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		高橋　賢也		200		200		200		個人		上野　一平		700

				個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		池田　克広		200		個人 コジン		高松　明彦		200		200		200		個人		牛山　崇		700

				個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		高見　篤司		200		200		200		個人		内田　拓哉		700

				個人 コジン		大原　錫哲		300		個人 コジン		石田　恭嗣		200		個人 コジン		辰巳　雄一		200		200		200		個人		梅原　利香子		700

				個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		谷口　宏行		200		200		200		個人		大久保　貴代子		700

				個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		段林　孝信		200		200		200		個人		大黒　秀樹		700

				個人 コジン		大堀　宏		300		個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		寺林　亮		200		200		200		個人		大野　愛		700

				個人 コジン		大村　睦		300		個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		戸川　千鶴		200		200		200		個人		大野　倫太郎		700

				個人 コジン		大森　孝敏		300		個人 コジン		石原　朗		200		個人 コジン		友寄　聡子		200		200		200		個人		大野　和恵		700

				個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		石部　光夫		200		個人 コジン		中嶋　里紗		200		200		200		個人		恩田　靖		700

				個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		中嶋　敏司		200		200		200		個人		加藤　由広		700

				個人 コジン		岡村　明		300		個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		中出　徹		200		200		200		個人		垣内　駿吾		700

				個人 コジン		沖本　真季		300		個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		中丸　達也		200		200		200		個人		片貝　律菜		700

				個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		一見　治		200		個人 コジン		中村　愛弓		200		200		200		個人		叶屋　公敬		700

				個人 コジン		奥野　雅明		300		個人 コジン		市田　次夫		200		個人 コジン		中村　淳		200		200		200		個人		川口　仁		700

				個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		今田　善之		200		個人 コジン		中村　友彦		200		200		200		個人		河合　康廣		700

				個人 コジン		加藤　則夫		300		個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		永山　榮一		200		200		200		個人		喜田　輝幸		700

				個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		長井　悠佑		200		200		200		個人		菊池　謙作		700

				個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		長命　勇士		200		200		200		個人		菊地　信行		700

				個人 コジン		嘉村　信子		300		個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		西野　洋		200		200		200		個人		郡　泉		700

				個人 コジン		垣内　勇		300		個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		根木　正次		200		200		200		個人		小笠原　裕己		700

				個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		野口　一幸		200		200		200		個人		五島　泰信		700

				個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		岩田　和明		200		個人 コジン		原島　良平		200		200		200		個人		越智　彦至		700

				個人 コジン		柏谷　忍		300		個人 コジン		上垣　小百合		200		個人 コジン		半田　浩之		200		200		200		個人		駒井　大輔		700

				個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		上野　裕子		200		個人 コジン		日西　成二		200		200		200		個人		齊藤　眞一		700

				個人 コジン		片岸　俊		300		個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		樋口　浩輔		200		200		200		個人		桜木　裕次		700

				個人 コジン		片倉　照彦		300		個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		深川　耕次		200		200		200		個人		白井　文		700

				個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		上吉川　健一		200		個人 コジン		福島　祥太		200		200		200		個人		白井　みわ		700

				個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		福永　栄一		200		200		200		個人		鈴木　将鷹		700

				個人 コジン		金子　敦子		300		個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		藤田　護		200		200		200		個人		鈴木　友馨		700

				個人 コジン		金子　佳弘		300		個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		藤野　智弘		200		200		200		個人		鈴木　良		700

				個人 コジン		金田　耕市		300		個人 コジン		内藤　昇允		200		個人 コジン		藤原　誠		200		200		200		個人		高木　俊宏		700

				個人 コジン		神田　長之		300		個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		舟木　淳次		200		200		200		個人		高野　宣和		700

				個人 コジン		神戸　信行		300		個人 コジン		梅田　直人		200		個人 コジン		兵藤　誠		200		200		200		個人		高橋　平		700

				個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		細川　雄太		200		200		200		個人		高橋　正明		700

				個人 コジン		川上　裕子		300		個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		細川　浩嗣		200		200		200		個人		高橋　祐司		700

				個人 コジン		川島　繁		300		個人 コジン		江渡　大悟		200		個人 コジン		細野　千佳子		200		200		200		個人		滝沢　知孝		700

				個人 コジン		河口　正一		300		個人 コジン		榎本　忠		200		個人 コジン		堀川　久人		200		200		200		個人		竹内　由衣		700

				個人 コジン		木皿　直久		300		個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		堀田　敬之		200		200		200		個人		武山　美佐子		700

				個人 コジン		木村　進		300		個人 コジン		遠藤　弘貴		200		個人 コジン		前田　貴志		200		200		200		個人		谷郷　貴志		700

				個人 コジン		喜多　勇雄		300		個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		前野　貴弘		200		200		200		個人		土井　雅之		700

				個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		及川　敏		200		個人 コジン		舛岡　靖司		200		200		200		個人		土谷　陽平		700

				個人 コジン		北野　浩		300		個人 コジン		王　暁麗		200		個人 コジン		松村　きみ		200		200		200		個人		出口　昭利		700

				個人 コジン		北林　雅枝		300		個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		松元　貴樹		200		200		200		個人		堂園　隆博		700

				個人 コジン		北山　知孝		300		個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		丸尾　幸則		200		200		200		個人		中島　純一郎		700

				個人 コジン		清水　海斗		300		個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		三木　海斗		200		200		200		個人		長谷川　京子		700

				個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		三木　祐一朗		200		200		200		個人		西垣　弘樹		700

				個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		三宅　謙一郎		200		200		200		個人		野田　悠平		700

				個人 コジン		清水　亮平		300		個人 コジン		太田　雄也		200		個人 コジン		水野　廣秋		200		200		200		個人		ハイシマ　ダイジロウ		700

				個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		太田　孝		200		個人 コジン		村木　聡		200		200		200		個人		畠山　利彦		700

				個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		大塚　健		200		個人 コジン		孟　芸菁		200		200		200		個人		浜名　直樹		700

				個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		大西　恒子		200		個人 コジン		森田　啓文		200		200		200		個人		林田　康寿		700

				個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		森本　昌清		200		200		200		個人		原　慶子		700

				個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		大原　隆		200		個人 コジン		森山　強		200		200		200		個人		原田　保		700

				個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		八木　直子		200		200		200		個人		日野　将之		700

				個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		大山　雅穂		200		個人 コジン		矢郷　竜平		200		200		200		個人		平井　佑典		700

				個人 コジン		倉本　剛		300		個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		安田　和男		200		200		200		個人		平岡　拓男		700

				個人 コジン		栗山　幹夫		300		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		安宅　幸之助		200		200		200		個人		廣川　敏幸		700

				個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		山岸　花凛		200		200		200		個人		福島　桐典		700

				個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		岡田　邦夫		200		個人 コジン		山崎　雄一		200		200		200		個人		福田　充紀		700

				個人 コジン		欅田　均		300		個人 コジン		岡本　隆之		200		個人 コジン		山崎　良喜		200		200		200		個人		藤井　丈典		700

				個人 コジン		小池　祐一		300		個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		山本　太寛		200		200		200		個人		藤川　茂樹		700

				個人 コジン		小川　雅大		300		個人 コジン		岡村　政紘		200		個人 コジン		山本　公洋		200		200		200		個人		藤田　一郎		700

				個人 コジン		小倉　良平		300		個人 コジン		御法川　裕介		200		個人 コジン		柚賀　勝昭		200		200		200		個人		星野　真資		700

				個人 コジン		小澤　直斗		300		個人 コジン		加門　敏弘		200		個人 コジン		横尾　進		200		200		200		個人		松井　昭太郎		700

				個人 コジン		小澤　義廣		300		個人 コジン		加藤　英明		200		個人 コジン		横川　忠弘		200		200		200		個人		松元　清貴		700

				個人 コジン		小園　弘美		300		個人 コジン		加藤　辰巳		200		個人 コジン		吉田　剛		200		200		200		個人		丸山　稔正		700

				個人 コジン		小田　妙子		300		個人 コジン		加藤　美佳		200		個人 コジン		吉田　智暁		200		200		200		個人		三浦　早月		700

				個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		吉山　容正		200		200		200		個人		峯芝　毅史		700

				個人 コジン		小林　一行		300		個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		依田　勝		200		200		200		個人		宮本　早百合		700

				個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		笠井　威		200		個人 コジン		両瀬　浩		200		200		200		個人		森本　隆夫		700

				個人 コジン		小林　優樹		300		個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		脇　治		200		200		200		個人		矢山　士朗		700

				個人 コジン		小牧　大介		300		個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		渡辺　英喜		200		200		200		個人		安形　隆男		700

				個人 コジン		小松　千春		300		個人 コジン		片岡　康子		200		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		0		0		個人		山崎　茂		700

				個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		秋原　紀子		200		100		200		個人		山崎　成倫		700

				個人 コジン		五島　吏津子		300		個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		秋森　大		200		0		0		個人		弓取　裕明		700

				個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		金田　耕市		200		個人 コジン		浅原　義智		200		0		200		個人		横山　和哉		700

				個人 コジン		五藤　誠		300		個人 コジン		金森　泰洋		200		個人 コジン		浅間　祐一		200		100		200		個人		吉沢　栄子		700

				個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		朝原　秀太		200		-1500		200		個人		吉田　桃花		700

				個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		軽込　隆士		200		個人 コジン		新倉　英男		200		0		0		個人		吉田　裕一		700

				個人 コジン		越川　敏治		300		個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		新野　栄一		200		0		0		個人		吉村　藍佳		700

				個人 コジン		近藤　守		300		個人 コジン		川北　亨		200		個人 コジン		有賀　朝一		200		-100		-100		個人		輪田　充哉		700

				個人 コジン		佐多　宗		300		個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		有福　誠和		200		0		0		個人		塚越　慧		606

				個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		井上　暁登		200		0		200		個人		井上　遊		600

				個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		川野　俊		200		個人 コジン		井上　麻衣子		200		0		200		個人		伊達　貴子		600

				個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		川向　元次		200		個人 コジン		井上　将志		200		0		0		個人		伊藤　顕二郎		600

				個人 コジン		佐藤　重信		300		個人 コジン		川村　修介		200		個人 コジン		伊藤　誠子		200		0		0		個人		石上　弘光		600

				個人 コジン		佐藤　章		300		個人 コジン		河合　一将		200		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		0		100		個人		石坂　幸樹		600

				個人 コジン		佐藤　敏和		300		個人 コジン		河野　紀子		200		個人 コジン		石田　恭嗣		200		0		200		個人		石橋　五月		600

				個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		河原　純一		200		個人 コジン		石田　裕紀子		200		-100		-100		個人		板野　修一		600

				個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		河村　賢		200		個人 コジン		石塚　剛史		200		0		0		個人		一関　元		600

				個人 コジン		佐々木　真光		300		個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		石原　真		200		0		0		個人		市河原　啓正		600

				個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		磯田　聡		200		0		0		個人		稲垣　友成		600

				個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		木村　修次		200		個人 コジン		一見　治		200		0		200		個人		今田　清		600

				個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		木村　進		200		個人 コジン		今田　善之		200		0		-100		個人		岩元　裕也		600

				個人 コジン		齋藤　守		300		個人 コジン		氣仙　英明		200		個人 コジン		今村　勲		200		0		0		個人		宇都宮　祐二		600

				個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		入江　太郎		200		0		0		個人		上戸　芳信		600

				個人 コジン		坂　江美		300		個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		岩崎　雅之		200		0		0		個人		上野　宏之		600

				個人 コジン		坂井　恵介		300		個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		宇田川　明男		200		-200		0		個人		内藤　滋之		600

				個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		北郷　起示江		200		個人 コジン		上野　裕子		200		0		200		個人		内藤　隆徳		600

				個人 コジン		坂部　晃一		300		個人 コジン		北村　弘昭		200		個人 コジン		内田　明生		200		0		0		個人		大石　諒太		600

				個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		清水　眞		200		個人 コジン		内田　光則		200		-100		200		個人		大川　洋平		600

				個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		許　蛍雪		200		個人 コジン		漆原　由美		200		0		0		個人		大河原　一博		600

				個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		切明　貴宏		200		個人 コジン		遠藤　幸治		200		0		0		個人		大城　章実		600

				個人 コジン		志田　洋暁		300		個人 コジン		久保　しず		200		個人 コジン		王　芳		200		0		0		個人		大宅　宏季		600

				個人 コジン		椎野　朋之		300		個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		大川　祥央		200		0		0		個人		大西　賢司		600

				個人 コジン		鹿瀬　公生		300		個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		大澤　幸也		200		100		100		個人		大原　卓		600

				個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		倉橋　正憲		200		個人 コジン		大嶋　洋平		200		0		0		個人		岡本　孝雄		600

				個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		栗林　茂		200		個人 コジン		大西　恒子		200		0		200		個人		荻原　輝久		600

				個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		栗原　寛典		200		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		0		0		個人		形野　文彦		600

				個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		黒田　龍		200		個人 コジン		岡本　昌弘		200		0		0		個人		勝　正広		600

				個人 コジン		渋木　博信		300		個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		加藤　渉		200		-100		-100		個人		勝元　榮一		600

				個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		小泉　幸秀		200		個人 コジン		掛札　政宏		200		0		0		個人		門脇　啓介		600

				個人 コジン		白橋　昭夫		300		個人 コジン		小川　庸子		200		個人 コジン		笠井　威		200		0		200		個人		金　亜耶		600

				個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		小田　隆信		200		個人 コジン		梶本　卓司		200		0		0		個人		金城　巌		600

				個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		小田島　公之		200		個人 コジン		川上　明		200		0		0		個人		金取　孝一		600

				個人 コジン		須藤　治		300		個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		川口　宏		200		0		0		個人		鎌尾　義明		600

				個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		小野　嘉彦		200		個人 コジン		川角　高久		200		0		0		個人		神田　正明		600

				個人 コジン		菅沼　寛二		300		個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		河合　一将		200		0		200		個人		川井　仁一		600

				個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		河野　紀子		200		0		200		個人		川島　大典		600

				個人 コジン		杉田　年男		300		個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		木下　敬介		200		-200		0		個人		川原田　将人		600

				個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		木下　勇人		200		0		0		個人		木村　直樹		600

				個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		木野　耕一		200		0		0		個人		木山　裕登		600

				個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		小松　祐介		200		個人 コジン		氣仙　英明		200		0		200		個人		菊地原　末代		600

				個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		喜田　茂		200		0		0		個人		北浜　昌幸		600

				個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		北大路　永典		200		0		0		個人		北村　玲恩		600

				個人 コジン		鈴木　隆		300		個人 コジン		後藤　純平		200		個人 コジン		北村　隆幸		200		100		100		個人		工藤　祐一		600

				個人 コジン		鈴木　司		300		個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		切明　貴宏		200		0		100		個人		桑原　秀次		600

				個人 コジン		鈴木　哲也		300		個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		久保　賢治		200		-100		200		個人		桑原　裕		600

				個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		佐野　光敬		200		個人 コジン		玖村　孝博		200		100		100		個人		小久保　奈海		600

				個人 コジン		住田　兼良		300		個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		葛原　崇子		200		0		0		個人		小坂　和智		600

				個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		窪田　裕之		200		-100		200		個人		小菅　章稔		600

				個人 コジン		関川　昭二		300		個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		倉知　宏治		200		100		200		個人		小野　健		600

				個人 コジン		関根　隆行		300		個人 コジン		佐藤　恵子		200		個人 コジン		栗林　茂		200		0		200		個人		小野　保		600

				個人 コジン		千田　俊介		300		個人 コジン		佐藤　楓莉		200		個人 コジン		小島　榮一		200		-300		200		個人		小野　靖明		600

				個人 コジン		千葉　光夫		300		個人 コジン		佐藤　智也		200		個人 コジン		小田島　公之		200		0		200		個人		小林　節子		600

				個人 コジン		曽田　俊之		300		個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		小林　敬司		200		100		100		個人		小森　龍二		600

				個人 コジン		曽田　春枝		300		個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		小林　茂		200		0		0		個人		米丸　敏彦		600

				個人 コジン		曽根　俊祐		300		個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		小松　孝		200		-400		-200		個人		佐立　敬昭		600

				個人 コジン		田上　博		300		個人 コジン		佐々木　健介		200		個人 コジン		小村　由樹子		200		0		0		個人		佐野　成雅		600

				個人 コジン		田口　拓也		300		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		甲斐　民子		200		0		0		個人		佐藤　誠		600

				個人 コジン		田口　宏明		300		個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		佐久間　照哉		200		100		200		個人		佐藤　優希		600

				個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		佐藤　恵子		200		0		100		個人		澤田　克栄		600

				個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		齋藤　敦子		200		個人 コジン		佐藤　功		200		100		100		個人		静　好洋		600

				個人 コジン		田中　京子		300		個人 コジン		齋藤　富昭		200		個人 コジン		佐々木　寛		200		0		0		個人		芝田　隆志		600

				個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		0		0		個人		嶋田　浩佳		600

				個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		坂本　紳之介		200		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		0		0		個人		下地　和帆		600

				個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		坂本　知子		200		個人 コジン		齋藤　敦子		200		0		200		個人		末光　宣文		600

				個人 コジン		田中　雅晴		300		個人 コジン		坂本　照行		200		個人 コジン		齊藤　好美		200		0		0		個人		杉村　敦子		600

				個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		櫻井　綾		200		-100		-100		個人		鈴木　悟		600

				個人 コジン		田光　康宏		300		個人 コジン		榊原　心		200		個人 コジン		塩川　和子		200		0		0		個人		鈴木　哲也		600

				個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		柴田　浩徳		200		0		0		個人		曽根　一郎		600

				個人 コジン		高倉　康		300		個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		白澤　悦子		200		0		0		個人		田頭　伸直		600

				個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		澤田　加代子		200		個人 コジン		須藤　嘉一		200		0		200		個人		田中　克		600

				個人 コジン		高田　宗典		300		個人 コジン		志賀　隆啓		200		個人 コジン		諏澤　俊二		200		0		0		個人		田中　裕二		600

				個人 コジン		高田　宏		300		個人 コジン		志水　正治		200		個人 コジン		杉本　健		200		-100		-100		個人		田沼　秀行		600

				個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		杉山　勝行		200		0		0		個人		高橋　豪一		600

				個人 コジン		高橋　秀明		300		個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		杉山　裕一		200		0		0		個人		高橋　徹夫		600

				個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		鹿島　承志		200		個人 コジン		鈴木　啓子		200		0		0		個人		高橋　遼磨		600

				個人 コジン		高森　一修		300		個人 コジン		篠崎　晴喜		200		個人 コジン		関口　一郎		200		0		100		個人		武田　圭樹		600

				個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		千田　寛子		200		0		200		個人		武田　眞幸		600

				個人 コジン		瀧川　紀男		300		個人 コジン		嶌田　健治		200		個人 コジン		田口　富彦		200		0		200		個人		辰巳　佳子		600

				個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		島村　美樹		200		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		0		0		個人		辰見　陽雪		600

				個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		田中　久雄		200		0		200		個人		谷井　晃慶		600

				個人 コジン		竹田　恵里		300		個人 コジン		城福　宏吉		200		個人 コジン		田端　伸行		200		0		0		個人		谷上　元康		600

				個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		須藤　嘉一		200		個人 コジン		田邊　陽一		200		0		0		個人		玉井　悦子		600

				個人 コジン		武富　涼		300		個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		高野　淳一		200		-100		100		個人		玉邑　光		600

				個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		高橋　一幸		200		0		100		個人		手塚　里惠		600

				個人 コジン		武本　誠		300		個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		高橋　毅		200		0		200		個人		寺門　真里		600

				個人 コジン		立山　忠夫		300		個人 コジン		杉浦　進		200		個人 コジン		高橋　寿文		200		0		0		個人		寺部　佳孝		600

				個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		高村　喬		200		0		0		個人		都丸　靖直		600

				個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		瀧脇　宏		200		100		200		個人		當眞　嗣興		600

				個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		竹内　一志		200		-100		200		個人		冨岡　亘		600

				個人 コジン		陳　登		300		個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		武富　秀俊		200		0		0		個人		冨田　紘一郎		600

				個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		立松　亨倫		200		0		100		個人		冨増　諭史		600

				個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		駿見　千尋		200		個人 コジン		舘野　哲夫		200		0		0		個人		友近　威志		600

				個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		瀬下　康子		200		個人 コジン		谷本　達哉		200		200		200		個人		中丸　達也		600

				個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		関口　一郎		200		個人 コジン		谷本　知子		200		0		0		個人		中村　充広		600

				個人 コジン		塚田　正夫		300		個人 コジン		千田　英樹		200		個人 コジン		谷本　義男		200		0		0		個人		長谷川　富明		600

				個人 コジン		塚本　とり		300		個人 コジン		千田　寛子		200		個人 コジン		対馬　健貴		200		0		200		個人		長谷川　直紀		600

				個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		曽宮　秀和		200		個人 コジン		土屋　大助		200		100		200		個人		長谷川　美佐子		600

				個人 コジン		土口　裕		300		個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		鶴田　幸		200		0		0		個人		鳴戸　栄朗		600

				個人 コジン		土屋　嘉久		300		個人 コジン		田口　富彦		200		個人 コジン		出口　広美		200		100		200		個人		西澤　憲彦		600

				個人 コジン		常本　悟		300		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		寺井　和美		200		-200		200		個人		西田　和貴		600

				個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		戸川　潤一		200		0		0		個人		西村　英昭		600

				個人 コジン		寺島　一代		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		戸城　秀樹		200		-900		200		個人		西村　薫		600

				個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		等々力　文夫		200		0		0		個人		橋本　良夫		600

				個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		飛田　翔		200		100		100		個人		初見　俊宣		600

				個人 コジン		徳永　由紀		300		個人 コジン		田畑　由香理		200		個人 コジン		富永　尚晃		200		0		0		個人		原田　高宏		600

				個人 コジン		徳山　京一郎		300		個人 コジン		田原　紀美子		200		個人 コジン		豊田　昇		200		0		0		個人		日榮　隆広		600

				個人 コジン		年末　仁信		300		個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		鳥居　光子		200		0		0		個人		平井　真弓		600

				個人 コジン		栃尾　保		300		個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		中嶋　紀子		200		0		0		個人		廣瀬　光		600

				個人 コジン		冨士野　正		300		個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		中森　典雄		200		0		0		個人		廣田　紀人		600

				個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		高橋　一幸		200		個人 コジン		中山　茂夫		200		0		0		個人		廣中　久記		600

				個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		高橋　毅		200		個人 コジン		中山　由紀子		200		0		0		個人		福島　恵理		600

				個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		永田　加壽子		200		0		0		個人		福田　真平		600

				個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		高橋　千珠		200		個人 コジン		永田　優		200		0		0		個人		福本　有紀		600

				個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		永野　春海		200		0		0		個人		藤江　康之		600

				個人 コジン		中川　整司		300		個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		0		200		個人		藤原　一郎		600

				個人 コジン		中澤　那世留		300		個人 コジン		竹内　満里子		200		個人 コジン		難波　佳奈		200		0		0		個人		藤本　忠幸		600

				個人 コジン		中嶋　龍也		300		個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		西田　友紀		200		0		0		個人		藤村　昭子		600

				個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		竹田　恵里		200		個人 コジン		西林　真		200		0		0		個人		舟川　佳佑		600

				個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		竹中　康史		200		個人 コジン		西槙　康博		200		0		0		個人		冬木　裕		600

				個人 コジン		中根　久徳		300		個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		野口　政夫		200		0		200		個人		堀内　哲夫		600

				個人 コジン		中野　二三男		300		個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		橋爪　孝		200		0		200		個人		堀越　秀昭		600

				個人 コジン		中野　正章		300		個人 コジン		武本　直美		200		個人 コジン		橋本　サチ子		200		0		0		個人		堀田　綾乃		600

				個人 コジン		中村　道子		300		個人 コジン		立石　将仁		200		個人 コジン		畠中　克洋		200		0		200		個人		前田　眞千		600

				個人 コジン		中村　由里香		300		個人 コジン		立野　眞純		200		個人 コジン		浜口　真吾		200		100		200		個人		幕内　梨恵		600

				個人 コジン		中山　貞雄		300		個人 コジン		立松　亨倫		200		個人 コジン		浜田　普史		200		100		200		個人		松井　香織		600

				個人 コジン		中山　滋		300		個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		林　政樹		200		0		0		個人		松田　秀次		600

				個人 コジン		永井　敦		300		個人 コジン		谷崎　秀人		200		個人 コジン		伴　貞俊		200		100		100		個人		松田　真由美		600

				個人 コジン		永石　明		300		個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		東　寛		200		0		200		個人		丸山　法昭		600

				個人 コジン		永嶋　達矢		300		個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		東　孝		200		0		0		個人		三上　雄司		600

				個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		玉木　有一		200		個人 コジン		服部　治光		200		0		200		個人		三木　保博		600

				個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		副島　澄子		200		0		0		個人		三坂　康博		600

				個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		対馬　健貴		200		個人 コジン		福島　江里子		200		0		0		個人		三村　安信		600

				個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		土井　英邦		200		個人 コジン		福田　勝		200		0		200		個人		水戸　進		600

				個人 コジン		長　彩華		300		個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		福原　大介		200		0		0		個人		満田　慎也		600

				個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		土橋　隆之		200		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		0		0		個人		宮崎　安登		600

				個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		土肥　健一郎		200		個人 コジン		藤田　雅弘		200		0		200		個人		村田　衛		600

				個人 コジン		長尾　重司		300		個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		藤原　教浩		200		-800		200		個人		望月　保彦		600

				個人 コジン		長島　豊美		300		個人 コジン		寺窪　幸雄		200		個人 コジン		藤原　正也		200		0		0		個人		森田　賢		600

				個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		本間　道郎		200		0		0		個人		薮原　孝雄		600

				個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		松井　憲司		200		0		0		個人		山岡　和男		600

				個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		0		0		個人		山形　呈太		600

				個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		松田　敏弘		200		0		0		個人		山崎　稜介		600

				個人 コジン		荷方　惣一朗		300		個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		松野　雅人		200		0		200		個人		山下　数馬		600

				個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		時庭　真衣		200		個人 コジン		松原　勉		200		100		200		個人		山本　直樹		600

				個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		三次　庸義		200		0		200		個人		横松　秀夫		600

				個人 コジン		西村　勝浩		300		個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		水越　正信		200		0		0		個人		吉村　静佳		600

				個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		豊嶋　史哲		200		個人 コジン		水谷　和子		200		0		200		個人		吉村　ひろみ		600

				個人 コジン		西村　雅彦		300		個人 コジン		豊島　保博		200		個人 コジン		宮野　秀基		200		0		0		個人		頼岡　詩子		600

				個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		村松　又太郎		200		0		200		個人		李　睿棟		600

				個人 コジン		根田　知明		300		個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		森　秀雄		200		0		0		個人		和田　充史		600

				個人 コジン		根田　和明		300		個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		森　盛茂		200		0		0		個人		渡部　博文		600

				個人 コジン		野崎　慎平		300		個人 コジン		中井　隆行		200		個人 コジン		森下　みか		200		0		100		個人		渡辺　雅之		600

				個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		中井　房枝		200		個人 コジン		森田　富夫		200		0		100		個人		黒川　正弘		501

				個人 コジン		野間口　俊之		300		個人 コジン		中岡　重貴		200		個人 コジン		森本　博海		200		0		100		個人		阿部　和也		500

				個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		中川　泰祐		200		個人 コジン		八重樫　久		200		0		0		個人		青木　義幸		500

				個人 コジン		野呂　健次郎		300		個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		安藤　一徳		200		0		200		個人		青柳　幸蔵		500

				個人 コジン		野々村　勝		300		個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		安藤　寛幸		200		0		0		個人		赤木　哲郎		500

				個人 コジン		能登谷　康子		300		個人 コジン		中谷　光男		200		個人 コジン		柳川　龍一		200		-200		-100		個人		浅沼　慎太朗		500

				個人 コジン		信長　努		300		個人 コジン		中西　啓太		200		個人 コジン		柳原　大輔		200		0		0		個人		天野　憲作		500

				個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		山岸　勝彦		200		0		200		個人		荒川　真		500

				個人 コジン		馬場　祐介		300		個人 コジン		中本　富士彌		200		個人 コジン		山下　賢二郎		200		0		200		個人		荒木　哲也		500

				個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		中本　吉弥		200		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		0		0		個人		新谷　恭英		500

				個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		吉岡　知紘		200		0		0		個人		新美　順康		500

				個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		吉竹　郁文		200		0		200		個人		粟田　剛平		500

				個人 コジン		浜野　文雄		300		個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		吉松　央夫		200		0		0		個人		井上　雄大		500

				個人 コジン		早野　重子		300		個人 コジン		中山　正太郎		200		個人 コジン		吉村　元成		200		0		0		個人		井上　修二		500

				個人 コジン		早野　好雄		300		個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		劉　憲明		200		0		100		個人		井川　一真		500

				個人 コジン		林　美緒		300		個人 コジン		永井　更沙		200		個人 コジン		和泉　直子		200		0		0		個人		伊藤　正騎		500

				個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		永岡　陽介		200		個人 コジン		和田　浩之		200		0		0		個人		伊藤　源基		500

				個人 コジン		原　龍夫		300		個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		中山　健二郎		120		0		120		個人		猪俣　為久		500

				個人 コジン		原　豊		300		個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		佐久間　信行		103		103		103		個人		石井　信廣		500

				個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		ハク　キン		100		100		100		個人		石田　英和		500

				個人 コジン		原田　育英		300		個人 コジン		永山　恒誉		200		個人 コジン		阿部　繁樹		100		100		100		個人		石田　隆三		500

				個人 コジン		原田　擴靖		300		個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		阿部　龍太郎		100		100		100		個人		石田　卓也		500

				個人 コジン		原田　裕一		300		個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		相沢　悠仁		100		100		100		個人		石山　嘉英		500

				個人 コジン		張　堅		300		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		個人 コジン		相本　美保子		100		100		100		個人		逸見　高明		500

				個人 コジン		春藤　啓文		300		個人 コジン		楢原　慶		200		個人 コジン		青木　伸治		100		100		100		個人		稲葉　希		500

				個人 コジン		東出　博美		300		個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		青木　稔		100		100		100		個人		稲葉　博隆		500

				個人 コジン		東藤　一司		300		個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		青柳　秀悟		100		100		100		個人		犬塚　良輔		500

				個人 コジン		疋嶋　春雄		300		個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		赤石　泰之		100		100		100		個人		今井　弘子		500

				個人 コジン		姫野　勇人		300		個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		浅井　泰雅		100		100		100		個人		岩田　外美		500

				個人 コジン		平井　陳幸		300		個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		浅野　聡宏		100		100		100		個人		岩竹　大吾		500

				個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		足立　美紀子		100		100		100		個人		宇田　唯人		500

				個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		西畑　公貴		200		個人 コジン		綾木　誠		100		100		100		個人		上野　勝洋		500

				個人 コジン		深谷　敏彦		300		個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		荒井　和雄		100		100		100		個人		上別府　洋平		500

				個人 コジン		福井　毅		300		個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		荒木　健治		100		100		100		個人		植木　浩司		500

				個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		野口　政夫		200		個人 コジン		荒木　雅夫		100		100		100		個人		浮田　大輔		500

				個人 コジン		福井　和男		300		個人 コジン		野澤　孝		200		個人 コジン		荒谷　紀子		100		100		100		個人		浦田　修		500

				個人 コジン		福岡　正淑		300		個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		新井　功		100		100		100		個人		瓜生　竜也		500

				個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		橋爪　孝		200		個人 コジン		新保　大祐		100		100		100		個人		尾形　一典		500

				個人 コジン		福永　貴寛		300		個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		新山　寛治		100		100		100		個人		大河内　つゆ子		500

				個人 コジン		藤浦　仁恵		300		個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		有木　信也		100		100		100		個人		大熊　祐介		500

				個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		畠中　克洋		200		個人 コジン		有馬　亨		100		100		100		個人		大黒　真里子		500

				個人 コジン		藤門　龍児		300		個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		淡路　紀世子		100		100		100		個人		大澤　好美		500

				個人 コジン		藤田　克也		300		個人 コジン		原　大輔		200		個人 コジン		井上　貴友		100		100		100		個人		大谷　舞		500

				個人 コジン		藤田　肇		300		個人 コジン		原　智康		200		個人 コジン		井上　研一		100		100		100		個人		大野　徹		500

				個人 コジン		藤沼　一夫		300		個人 コジン		春名　尊文		200		個人 コジン		井上　静香		100		100		100		個人		大野　洋		500

				個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		井上　俊介		100		100		100		個人		大森　壮晃		500

				個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		東　寛		200		個人 コジン		井上　法子		100		100		100		個人		大山　裕美		500

				個人 コジン		藤本　良一		300		個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		井部　洋		100		100		100		個人		岡　拓弥		500

				個人 コジン		藤光　厚子		300		個人 コジン		広瀬　有来		200		個人 コジン		伊佐　和貴		100		100		100		個人		岡田　之秀		500

				個人 コジン		古川　陽輝		300		個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		伊部　鉄雄		100		100		100		個人		岡村　国博		500

				個人 コジン		古田　克仁		300		個人 コジン		服部　治光		200		個人 コジン		伊藤　貴敏		100		100		100		個人		岡村　伸樹		500

				個人 コジン		古野　雅敏		300		個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		伊藤　誠		100		100		100		個人		奥田　京子		500

				個人 コジン		古山　末波		300		個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		伊藤　敏幸		100		100		100		個人		加賀美　香織		500

				個人 コジン		穂坂　弘治		300		個人 コジン		福田　勝		200		個人 コジン		伊藤　弘己		100		100		100		個人		加藤　泉		500

				個人 コジン		星川　義明		300		個人 コジン		福田　淳一		200		個人 コジン		伊藤　和廣		100		100		100		個人		加藤　太一		500

				個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		猪名川　正彦		100		100		100		個人		加藤　敬介		500

				個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		飯塚　規文		100		100		100		個人		加藤　哲也		500

				個人 コジン		堀内　法子		300		個人 コジン		藤田　雅弘		200		個人 コジン		池崎　裕介		100		100		100		個人		加藤　徳義		500

				個人 コジン		堀川　卓洋		300		個人 コジン		藤原　正也		200		個人 コジン		池田　嘉宏		100		100		100		個人		加藤　俊文		500

				個人 コジン		堀口　裕美		300		個人 コジン		藤本　哲朗		200		個人 コジン		池田　歩美		100		100		100		個人		加藤　博之		500

				個人 コジン		本田　岳昭		300		個人 コジン		船戸　繁代		200		個人 コジン		石井　照己		100		100		100		個人		加藤　美智子		500

				個人 コジン		本多　直哉		300		個人 コジン		古園　淳一		200		個人 コジン		石黒　慶一		100		100		100		個人		影山　啓五		500

				個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		古林　智		200		個人 コジン		石本　隆志		100		100		100		個人		風間　凌		500

				個人 コジン		前川　治		300		個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		市川　正巳		100		100		100		個人		片岡　真太郎		500

				個人 コジン		前川　晶代		300		個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		市川　昌博		100		100		100		個人		片倉　静子		500

				個人 コジン		前田　幸博		300		個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		市川　雅也		100		100		100		個人		勝又　雄一		500

				個人 コジン		前田　仁		300		個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		稲垣　利陽		100		100		100		個人		勝又　勇		500

				個人 コジン		前田　宣明		300		個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		稲田　昌彦		100		100		100		個人		金澤　峰子		500

				個人 コジン		前田　建		300		個人 コジン		前田　泰志		200		個人 コジン		稲田　怜		100		100		100		個人		金澤　良夫		500

				個人 コジン		前田　雅仁		300		個人 コジン		前原　正一		200		個人 コジン		稲葉　強		100		100		100		個人		金城　恵		500

				個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		稲本　周平		100		100		100		個人		兼子　啓		500

				個人 コジン		牧野　久晴		300		個人 コジン		増田　和久		200		個人 コジン		今井　理枝		100		100		100		個人		榧木　浩二		500

				個人 コジン		牧野　夏実		300		個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		今村　健一		100		100		100		個人		川上　秀樹		500

				個人 コジン		正　典克		300		個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		今村　徹也		100		100		100		個人		川神　智		500

				個人 コジン		益田　充教		300		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		岩井　啓		100		100		100		個人		川村　修介		500

				個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		松澤　博志		200		個人 コジン		岩本　直也		100		100		100		個人		河野　高伸		500

				個人 コジン		増田　和也		300		個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		岩村　菊江		100		100		100		個人		河本　則吉		500

				個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		松野　雅人		200		個人 コジン		上久保　豊		100		100		100		個人		木下　真実		500

				個人 コジン		松倉　光希		300		個人 コジン		松本　明男		200		個人 コジン		上田　尚志		100		100		100		個人		木村　一三		500

				個人 コジン		松下　浩二		300		個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		上田　和彦		100		100		100		個人		木村　友樹		500

				個人 コジン		松田　辰江		300		個人 コジン		三上　郁子		200		個人 コジン		上地　謙司		100		100		100		個人		紀伊　仁司		500

				個人 コジン		松原　花子		300		個人 コジン		三浦　康司		200		個人 コジン		上野　遵一		100		100		100		個人		北川　和哉		500

				個人 コジン		松原　炳吾		300		個人 コジン		三次　庸義		200		個人 コジン		上山　栄二		100		100		100		個人		北島　君子		500

				個人 コジン		松本　一彦		300		個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		植野　純吾		100		100		100		個人		邱　琳		500

				個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		水谷　和子		200		個人 コジン		牛田　叡		100		100		100		個人		清水　克彦		500

				個人 コジン		松本　昌裕		300		個人 コジン		水野　旭		200		個人 コジン		牛田　恭子		100		100		100		個人		清水　淳		500

				個人 コジン		松本　佑次		300		個人 コジン		南雲　義弘		200		個人 コジン		臼井　幸代		100		100		100		個人		桐本　貴啓		500

				個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		宮内　優		200		個人 コジン		内山　明		100		100		100		個人		久保田　彰		500

				個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		内山　香奈子		100		100		100		個人		久保田　泰弘		500

				個人 コジン		松村　城司		300		個人 コジン		村上　知行		200		個人 コジン		内山　隼人		100		100		100		個人		楠井　大地		500

				個人 コジン		松森　篤史		300		個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		梅野　孝雄		100		100		100		個人		窪田　徹		500

				個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		村松　又太郎		200		個人 コジン		梅宮　政俊		100		100		100		個人		窪田　博之		500

				個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		遠藤　佳代子		100		100		100		個人		隈部　征男		500

				個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		遠藤　悟		100		100		100		個人		熊谷　慶國		500

				個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		尾崎　啓一郎		100		100		100		個人		栗尾　正光		500

				個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		尾関　丈二		100		100		100		個人		栗原　恵		500

				個人 コジン		三塚　健次郎		300		個人 コジン		森岡　純子		200		個人 コジン		尾田　道徳		100		100		100		個人		車　昌鎬		500

				個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		森下　みか		200		個人 コジン		大内　裕基		100		100		100		個人		車谷　太佑		500

				個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		森田　富夫		200		個人 コジン		大木　茂		100		100		100		個人		黒田　極		500

				個人 コジン		水野　登美子		300		個人 コジン		森本　博海		200		個人 コジン		大京寺　淳		100		100		100		個人		黒部　智弘		500

				個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		大國　宏		100		100		100		個人		桑山　聡志		500

				個人 コジン		宮田　俊之		300		個人 コジン		安田　智子		200		個人 コジン		大隅　悠司		100		100		100		個人		小久保　久子		500

				個人 コジン		向井　隆		300		個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		大塚　利夫		100		100		100		個人		小島　安子		500

				個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		安藤　一徳		200		個人 コジン		大坪　督政		100		100		100		個人		小島　律志		500

				個人 コジン		村上　政明		300		個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		大西　眞博		100		100		100		個人		小野　康二		500

				個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		安藤　正純		200		個人 コジン		大橋　義彦		100		100		100		個人		小野島　洋樹		500

				個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		柳田　泰明		200		個人 コジン		大平　勇輝		100		100		100		個人		小畠　保		500

				個人 コジン		持田　昌己		300		個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		大村　隆浩		100		100		100		個人		小林　勝		500

				個人 コジン		望月　順朝		300		個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		大森　敏之		100		100		100		個人		小林　茂		500

				個人 コジン		森　洋明		300		個人 コジン		山岸　勝彦		200		個人 コジン		大山　あおい		100		100		100		個人		小林　宏		500

				個人 コジン		森下　健一		300		個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		岡　貴志		100		100		100		個人		小林　宏隆		500

				個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		岡　卓史		100		100		100		個人		小林　真希		500

				個人 コジン		森田　直文		300		個人 コジン		山口　政房		200		個人 コジン		岡　真梨恵		100		100		100		個人		小林　美穂		500

				個人 コジン		諸星　戍		300		個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		岡　芳雄		100		100		100		個人		小原　謙二		500

				個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		山崎　恵子		200		個人 コジン		岡崎　俊二		100		100		100		個人		小平　純一		500

				個人 コジン		八木澤　繁		300		個人 コジン		山下　賢二郎		200		個人 コジン		岡崎　昇		100		100		100		個人		五十嵐　紀之		500

				個人 コジン		八木橋　進		300		個人 コジン		山下　理起夫		200		個人 コジン		岡田　知子		100		100		100		個人		駒場　好夫		500

				個人 コジン		八田　幸雄		300		個人 コジン		山田　才治		200		個人 コジン		岡田　美秀子		100		100		100		個人		米川　博則		500

				個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		岡田　康		100		100		100		個人		近藤　英子		500

				個人 コジン		八野　聖子		300		個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		岡部　修也		100		100		100		個人		近藤　春子		500

				個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		岡部　理枝子		100		100		100		個人		近藤　正和		500

				個人 コジン		箭野　朝土		300		個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		岡村　慎也		100		100		100		個人		佐貫　真弓		500

				個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		荻野　宏司		100		100		100		個人		佐久間　務		500

				個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		奥脇　保秋		100		100		100		個人		佐野　美恵子		500

				個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		鬼頭　一善		100		100		100		個人		佐藤　伸也		500

				個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		温井　みち代		100		100		100		個人		佐藤　秀		500

				個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		加瀬　宏		100		100		100		個人		佐々木　雅大		500

				個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		吉竹　郁文		200		個人 コジン		加納　大暉		100		100		100		個人		齊木　公一		500

				個人 コジン		柳川　龍一		300		個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		加藤　亜津子		100		100		100		個人		齋藤　拓也		500

				個人 コジン		柳澤　隆治		300		個人 コジン		吉村　俊一		200		個人 コジン		加藤　剛		100		100		100		個人		坂部　啓太		500

				個人 コジン		柳原　直臣		300		個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		加藤　仙太郎		100		100		100		個人		坂本　隆		500

				個人 コジン		山上　俊之		300		個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		加藤　月江		100		100		100		個人		坂本　唯規子		500

				個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		劉　憲明		200		個人 コジン		會田　カツ子		100		100		100		個人		坂本　めぐみ		500

				個人 コジン		山口　明也		300		個人 コジン		和泉　誠		200		個人 コジン		柿崎　赳		100		100		100		個人		櫻井　健		500

				個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		篭橋　努		100		100		100		個人		酒井　克希		500

				個人 コジン		山口　佐代子		300		個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		笠原　嘉人		100		100		100		個人		酒井　信吾		500

				個人 コジン		山口　知広		300		個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		笠松　祐紀		100		100		100		個人		笹倉　圭太		500

				個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		柏崎　雄一		100		100		100		個人		沢田　和雪		500

				個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		柏崎　愼悟		100		100		100		個人		志田　扶		500

				個人 コジン		山口　弘城		300		個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		柏葉　洋子		100		100		100		個人		塩沢　史		500

				個人 コジン		山嵜　雄一郎		300		個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		梶原　敏博		100		100		100		個人		塩田　博人		500

				個人 コジン		山下　廣		300		個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		片野　秀司		100		100		100		個人		茂木　拓真		500

				個人 コジン		山下　泰弘		300		個人 コジン		渡邊　憲		200		個人 コジン		門脇　心平		100		100		100		個人		篠原　永紀		500

				個人 コジン		山田　一正		300		個人 コジン		中山　健二郎		120		個人 コジン		門脇　亮太		100		100		100		個人		芝岡　峻光		500

				個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		金子　喜則		100		100		100		個人		柴田　基之		500

				個人 コジン		山田　尚史		300		個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		金子　功		100		100		100		個人		柴田　晃宏		500

				個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		神川　千絵		100		100		100		個人		柴田　誠		500

				個人 コジン		山中　清司		300		個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		神凉　知昭		100		100		100		個人		嶋　優介		500

				個人 コジン		山西　健一		300		個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		亀井　章年		100		100		100		個人		島崎　克彦		500

				個人 コジン		山根　省二		300		個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		川口　貴文		100		100		100		個人		島津　寿一		500

				個人 コジン		山本　勇		300		個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		川田　亜友子		100		100		100		個人		白石　文生		500

				個人 コジン		山室　哲也		300		個人 コジン		青木　滋		100		個人 コジン		川西　知子		100		100		100		個人		白鳥　範子		500

				個人 コジン		山脇　武典		300		個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		川村　俊彦		100		100		100		個人		菅野　敦子		500

				個人 コジン		油谷　幸子		300		個人 コジン		青木　洋一		100		個人 コジン		河瀬　豊		100		100		100		個人		菅野　雄介		500

				個人 コジン		與那覇　奏蘭		300		個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		乾　隼人		100		100		100		個人		菅野　幸夫		500

				個人 コジン		横江　勇司		300		個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		寒河江　康文		100		100		100		個人		杉江　以津子		500

				個人 コジン		横田　英		300		個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		木村　太		100		100		100		個人		杉尾　健二		500

				個人 コジン		横山　正宏		300		個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		枳穀　美佐子		100		100		100		個人		杉尾　洋呑		500

				個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		赤木　房江		100		個人 コジン		喜多　剛		100		100		100		個人		鈴木　敦夫		500

				個人 コジン		吉田　雄太郎		300		個人 コジン		赤坂　利一		100		個人 コジン		儀間　光夫		100		100		100		個人		鈴木　啓義		500

				個人 コジン		吉田　国男		300		個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		菊井　昭子		100		100		100		個人		鈴木　富夫		500

				個人 コジン		吉田　純子		300		個人 コジン		秋岡　裕		100		個人 コジン		菊田　鈴子		100		100		100		個人		鈴木　眞有美		500

				個人 コジン		吉田　友紀		300		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		菊田　宗平		100		100		100		個人		鈴木　美砂		500

				個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		秋馬　宗則		100		個人 コジン		菊地原　末代		100		100		100		個人		鈴木　芳賢		500

				個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		秋原　紀子		100		個人 コジン		北林　勝義		100		100		100		個人		関　功太		500

				個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		北原　くるみ		100		100		100		個人		関口　知樹		500

				個人 コジン		和田　学士		300		個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		北村　進一		100		100		100		個人		善田　佳子		500

				個人 コジン		渡引　文男		300		個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		喬　新		100		100		100		個人		田中　里美		500

				個人 コジン		渡部　昭子		300		個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		切明　智美		100		100		100		個人		田邊　基樹		500

				個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		浅間　祐一		100		個人 コジン		工藤　文		100		100		100		個人		田村　明彦		500

				個人 コジン		渡邉　大輔		300		個人 コジン		浅見　俊雄		100		個人 コジン		工藤　玲司		100		100		100		個人		田村　千尋		500

				個人 コジン		渡邉　茂喜		300		個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		楠　時恵		100		100		100		個人		高貝　昌弘		500

				個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		國繁　治史		100		100		100		個人		高木　真一郎		500

				個人 コジン		渡邊　亮太		300		個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		熊谷　瞬		100		100		100		個人		高瀬　知史		500

				個人 コジン		石井　祐子		250		個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		蔵薗　俊明		100		100		100		個人		高橋　一花		500

				個人 コジン		阿蘇　豊		200		個人 コジン		足立　守		100		個人 コジン		栗岡　久雄		100		100		100		個人		高橋　克典		500

				個人 コジン		阿部　宏史		200		個人 コジン		味藤　浩		100		個人 コジン		栗本　規昭		100		100		100		個人		高橋　誠		500

				個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		黒木　洋一		100		100		100		個人		高屋　満		500

				個人 コジン		赤尾　文男		200		個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		黒須　博道		100		100		100		個人		高山　慎一郎		500

				個人 コジン		赤澤　真一		200		個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		黒田　幸浩		100		100		100		個人		竹尾　佳智		500

				個人 コジン		赤星　慶子		200		個人 コジン		網野　陽介		100		個人 コジン		黒沼　史宜		100		100		100		個人		竹澤　尚美		500

				個人 コジン		秋田　昇		200		個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		黒豆　昭彦		100		100		100		個人		武山　健太郎		500

				個人 コジン		秋月　勝治		200		個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		桑名　佳明		100		100		100		個人		谷上　元康		500

				個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		荒木　満		100		個人 コジン		桑原　正史		100		100		100		個人		谷川　範享		500

				個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		荒谷　太郎		100		個人 コジン		桑山　敦司		100		100		100		個人		津留崎　亨		500

				個人 コジン		淺賀　晴美		200		個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		鍬　拓晃		100		100		100		個人		塚本　直樹		500

				個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		新井　眞智子		100		個人 コジン		郡　美雄		100		100		100		個人		辻　真		500

				個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		新田　美奈		100		個人 コジン		毛利　司		100		100		100		個人		辻本　誠		500

				個人 コジン		浅野　幸枝		200		個人 コジン		新谷　将央		100		個人 コジン		剣持　麻紀		100		100		100		個人		土井　正之		500

				個人 コジン		足立　勇樹		200		個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		小泉　治徳		100		100		100		個人		土方　芳生		500

				個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		小泉　俊次		100		100		100		個人		常田　康夫		500

				個人 コジン		天間　忠信		200		個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		小島　亜沙美		100		100		100		個人		常保　徳也		500

				個人 コジン		荒川　渉		200		個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		小城　智寿		100		100		100		個人		鶴田　きく		500

				個人 コジン		荒木　正明		200		個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		小菅　直人		100		100		100		個人		鶴留　大輔		500

				個人 コジン		荒木　美衣		200		個人 コジン		井上　明		100		個人 コジン		小菅　正吾		100		100		100		個人		寺内　実		500

				個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		井上　郁		100		個人 コジン		小瀧　歩		100		100		100		個人		寺澤　則行		500

				個人 コジン		荒谷　啓太郎		200		個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		小西　祥且		100		100		100		個人		寺島　はる子		500

				個人 コジン		新井　勉		200		個人 コジン		井上　礁		100		個人 コジン		小西　秀彦		100		100		100		個人		寺山　卓朗		500

				個人 コジン		新川　修		200		個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		小野　圭亮		100		100		100		個人		堂本　篤史		500

				個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		個人 コジン		小野　広之		100		100		100		個人		徳山　博士		500

				個人 コジン		新谷　文雄		200		個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		小野　勇		100		100		100		個人		富樫　竜一		500

				個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		小林　大介		100		100		100		個人		名城　政保		500

				個人 コジン		新美　和孝		200		個人 コジン		伊達　喬哉		100		個人 コジン		小林　直樹		100		100		100		個人		中尾　拓也		500

				個人 コジン		有賀　克吉		200		個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		小林　玲子		100		100		100		個人		中切　幸子		500

				個人 コジン		有坂　敏弘		200		個人 コジン		伊部　厚子		100		個人 コジン		小原　文男		100		100		100		個人		中里　孝		500

				個人 コジン		有薗　憲一		200		個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		小森　実		100		100		100		個人		中澤　和英		500

				個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		小柳　峯夫		100		100		100		個人		中島　志彦		500

				個人 コジン		井上　凱雄		200		個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		小山　尊路		100		100		100		個人		中嶋　晋一		500

				個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		小山　信宏		100		100		100		個人		中島　實		500

				個人 コジン		井上　洋子		200		個人 コジン		伊藤　博文		100		個人 コジン		小和田　幹雄		100		100		100		個人		中西　洋子		500

				個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		伊藤　隼		100		個人 コジン		五十嵐　晴香		100		100		100		個人		中根　大偉輝		500

				個人 コジン		伊澤　勝喜		200		個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		五十川　良仁		100		100		100		個人		中村　誠		500

				個人 コジン		伊澤　勇気		200		個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		五所　栄太郎		100		100		100		個人		中村　知佳子		500

				個人 コジン		伊藤　克巳		200		個人 コジン		伊藤　光枝		100		個人 コジン		後藤　教之		100		100		100		個人		中村　豊		500

				個人 コジン		伊藤　彰一		200		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		甲斐　健一郎		100		100		100		個人		中森　健		500

				個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		伊藤　良直		100		個人 コジン		合田　美帆		100		100		100		個人		永井　三夫		500

				個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		越智　邦男		100		100		100		個人		永野　由巳		500

				個人 コジン		伊藤　岳文		200		個人 コジン		居垣　梢		100		個人 コジン		米谷　俊彦		100		100		100		個人		長尾　伸二		500

				個人 コジン		伊藤　敏裕		200		個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		米村　浩司		100		100		100		個人		長谷川　繁雄		500

				個人 コジン		伊藤　暢洋		200		個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		近藤　雄助		100		100		100		個人		長濱　英朗		500

				個人 コジン		伊藤　弘子		200		個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		佐久間　和子		100		100		100		個人		長峰　妙子		500

				個人 コジン		飯島　慶太郎		200		個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		佐藤　修		100		100		100		個人		波多野　信也		500

				個人 コジン		飯塚　兆弘		200		個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		佐藤　直喜		100		100		100		個人		成井　薫		500

				個人 コジン		飯塚　義澄		200		個人 コジン		飯塚　兆弘		100		個人 コジン		佐藤　道子		100		0		0		個人		成田　素		500

				個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		佐用　裕一		100		100		100		個人		縄稚　尚子		500

				個人 コジン		生水　利明		200		個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		佐々　寛太		100		100		100		個人		縄村　隆弘		500

				個人 コジン		石井　寿彦		200		個人 コジン		池　強志		100		個人 コジン		佐々木　歩		100		100		100		個人		西　美保		500

				個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		齊藤　禎夫		100		100		100		個人		西浦　義博		500

				個人 コジン		石川　健二		200		個人 コジン		池上　和宏		100		個人 コジン		坂口　順一		100		100		100		個人		西尾　攝子		500

				個人 コジン		石田　新三		200		個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		坂下　時生		100		100		100		個人		西川　直宏		500

				個人 コジン		石田　徳男		200		個人 コジン		池田　秋比古		100		個人 コジン		坂本　貴史		100		100		100		個人		西之園　洋佑		500

				個人 コジン		石田　利明		200		個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		坂本　君枝		100		100		100		個人		西田　憲生		500

				個人 コジン		石田　泰裕		200		個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		境　翔太		100		100		100		個人		西田　孝雄		500

				個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		池田　幸広		100		個人 コジン		榊　正明		100		100		100		個人		西田　庸平		500

				個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		池田　昌広		100		個人 コジン		崎田　千佳子		100		100		100		個人		西袋　剛史		500

				個人 コジン		石塚　治		200		個人 コジン		池長　秀享		100		個人 コジン		崎山　英博		100		100		100		個人		西村　亜子		500

				個人 コジン		石橋　征洋		200		個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		櫻井　典之		100		100		100		個人		西村　正人		500

				個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		酒井　史彦		100		100		100		個人		野崎　一文		500

				個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		酒上　肇		100		100		100		個人		野村　心		500

				個人 コジン		石丸　嘉昭		200		個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		笹野　智裕		100		100		100		個人		乗上　真智子		500

				個人 コジン		石山　洋一		200		個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		笹部　豊		100		100		100		個人		馬瀬　礼子		500

				個人 コジン		泉口　信一		200		個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		澤田　純子		100		100		100		個人		萩原　純輝		500

				個人 コジン		磯崎　邦彦		200		個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		讃野　等		100		100		100		個人		橋口　雅		500

				個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		四ノ原　弘一郎		100		100		100		個人		橋本　貴志		500

				個人 コジン		礒部　猛也		200		個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		塩野谷　茂		100		100		100		個人		橋本　早由利		500

				個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		塩野谷　宣子		100		100		100		個人		橋本　浩晃		500

				個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		鹿島　鴻		100		100		100		個人		浜田　忠志		500

				個人 コジン		市川　人		200		個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		柴田　晃宏		100		100		100		個人		林　精応		500

				個人 コジン		市川　芳伸		200		個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		島田　一彦		100		100		100		個人		原　幸弘		500

				個人 コジン		市丸　隆二郎		200		個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		島田　尚典		100		100		100		個人		原口　峯子		500

				個人 コジン		今川　裕章		200		個人 コジン		石田　浩		100		個人 コジン		島本　健		100		100		100		個人		日野　智仁		500

				個人 コジン		今田　忠夫		200		個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		嶋村　幸治		100		100		100		個人		日比野　豊		500

				個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		下窪　健二		100		100		100		個人		樋口　徳男		500

				個人 コジン		今野　幸男		200		個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		下郷　祐司		100		100		100		個人		樋ケ　文子		500

				個人 コジン		今野　聡一郎		200		個人 コジン		石橋　征洋		100		個人 コジン		下野　靖洋		100		100		100		個人		東　孝子		500

				個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		周　賢偉		100		100		100		個人		人見　敦		500

				個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		白石　武		100		100		100		個人		平井　佑典		500

				個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		石原　正教		100		個人 コジン		白鳥　久美子		100		100		100		個人		平尾　大樹		500

				個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		白濱　美津恵		100		100		100		個人		平田　慶樹		500

				個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		石本　朱里		100		個人 コジン		須藤　浩明		100		100		100		個人		平野　正造		500

				個人 コジン		岩渕　満		200		個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		菅野　晋也		100		100		100		個人		平林　和美		500

				個人 コジン		因幡　一磯		200		個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		杉本　勝馬		100		100		100		個人		深尾　典久		500

				個人 コジン		宇田川　明男		200		個人 コジン		石森　英実		100		個人 コジン		杉本　匡弘		100		100		100		個人		服部　文一		500

				個人 コジン		宇都宮　喬		200		個人 コジン		石山　宣則		100		個人 コジン		杉山　登志郎		100		100		100		個人		福嶋　まり子		500

				個人 コジン		上田　幸子		200		個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		助川　恵子		100		100		100		個人		藤井　愛子		500

				個人 コジン		上田　三明		200		個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		鈴木　勝利		100		100		100		個人		藤井　英樹		500

				個人 コジン		上野　知美		200		個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		鈴木　久美子		100		100		100		個人		藤田　定巳		500

				個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		鈴木　健		100		100		100		個人		藤沼　豊壽		500

				個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		鈴木　聡史		100		100		100		個人		藤原　秀明		500

				個人 コジン		植木　俊樹		200		個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		鈴木　宏治		100		100		100		個人		舟橋　敏雄		500

				個人 コジン		植田　賢二		200		個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		鈴木　裕明		100		100		100		個人		古川　朝巳		500

				個人 コジン		植田　貞子		200		個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		砂邉　松司		100		100		100		個人		古川　和朗		500

				個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		瀬瀬　考平		100		100		100		個人		古沢　則夫		500

				個人 コジン		臼井　大介		200		個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		関　朋子		100		100		100		個人		古谷　昌喜		500

				個人 コジン		臼井　昭稔		200		個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		関　美知夫		100		100		100		個人		別宮　直貴		500

				個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		関野　武良		100		100		100		個人		朴　春禹		500

				個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		仙波　務		100		100		100		個人		堀　真通		500

				個人 コジン		内田　厚子		200		個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		曽我部　幹男		100		100		100		個人		堀内　理津子		500

				個人 コジン		内田　信一		200		個人 コジン		糸谷　みどり		100		個人 コジン		田口　麻里		100		100		100		個人		本城　邦晃		500

				個人 コジン		内藤　勝政		200		個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		田中　英明		100		100		100		個人		本田　烈		500

				個人 コジン		内藤　寛之		200		個人 コジン		稲葉　義治		100		個人 コジン		田中　静代		100		100		100		個人		本橋　由利香		500

				個人 コジン		内堀　明彦		200		個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		田中　努		100		100		100		個人		本藤　将也		500

				個人 コジン		内山　愛二		200		個人 コジン		犬飼　芳子		100		個人 コジン		田中　博史		100		100		100		個人		真部　誠司		500

				個人 コジン		内山　明		200		個人 コジン		犬飼　和浩		100		個人 コジン		田中　秀明		100		100		100		個人		前田　卓也		500

				個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		田中　秀一		100		100		100		個人		前橋　康裕		500

				個人 コジン		梅木　英雄		200		個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		田中　正國		100		100		100		個人		牧野　吉朗		500

				個人 コジン		占部　正義		200		個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		田中　美穂子		100		100		100		個人		正岡　研二		500

				個人 コジン		浦壁　伸子		200		個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		田場　盛徳		100		100		100		個人		町山　賢司		500

				個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		田畑　克敏		100		100		100		個人		松井　宏樹		500

				個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		田町　一真		100		100		100		個人		松井　優汰		500

				個人 コジン		遠地　謙介		200		個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		田村　誠		100		100		100		個人		松岡　聰江		500

				個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		高木　美和子		100		100		100		個人		松岡　拓郎		500

				個人 コジン		遠藤　繁和		200		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		高久　政勝		100		100		100		個人		松岡　利彦		500

				個人 コジン		遠藤　建		200		個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		高須　雅規		100		100		100		個人		松下　隆行		500

				個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		今村　明治		100		個人 コジン		高塚　肇		100		100		100		個人		松田　京人		500

				個人 コジン		尾身　正司		200		個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		高橋　英		100		100		100		個人		松田　圭介		500

				個人 コジン		及川　茂		200		個人 コジン		巖　良明		100		個人 コジン		高橋　勝則		100		100		100		個人		松本　圭祐		500

				個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		高橋　宜行		100		100		100		個人		松村　麻也		500

				個人 コジン		大井　強		200		個人 コジン		岩井　昌弘		100		個人 コジン		高橋　繁基		100		100		100		個人		松村　治徳		500

				個人 コジン		大石　勲		200		個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		高橋　渉		100		100		100		個人		松村　典亮		500

				個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		岩木　清則		100		個人 コジン		高橋　博文		100		100		100		個人		丸尾　晃一		500

				個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		高橋　文雄		100		100		100		個人		三上　智		500

				個人 コジン		大黒　秀樹		200		個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		高橋　優美		100		100		100		個人		三浦　直樹		500

				個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		岩永　力		100		個人 コジン		高橋　律雄		100		100		100		個人		三ヶ尻　勇太		500

				個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		岩鼻　康之		100		個人 コジン		高橋　和行		100		100		100		個人		三島　浩一		500

				個人 コジン		大曽根　博人		200		個人 コジン		岩見谷　章子		100		個人 コジン		高見　敏之		100		100		100		個人		三宅　唯夫		500

				個人 コジン		太田　仁志		200		個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		高柳　祥一		100		100		100		個人		三好　佐代子		500

				個人 コジン		太田　夕美恵		200		個人 コジン		宇井　利行		100		個人 コジン		高山　智也		100		100		100		個人		水島　暖菜		500

				個人 コジン		大竹　一郎		200		個人 コジン		宇貝　俊昭		100		個人 コジン		滝沢　文弥		100		100		100		個人		水野　智之		500

				個人 コジン		大津　洋人		200		個人 コジン		宇川　佳希		100		個人 コジン		竹内　弘樹		100		100		100		個人		水野　浩幸		500

				個人 コジン		大塚　桂		200		個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		武内　博隆		100		100		100		個人		水本　達也		500

				個人 コジン		大塚　哲雄		200		個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		武田　聖美		100		100		100		個人		南　進		500

				個人 コジン		大塚　祐司		200		個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		只隈　鎮		100		100		100		個人		宮田　祥司		500

				個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		辰巳　雪路		100		100		100		個人		宮永　雄也		500

				個人 コジン		大林　力		200		個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		龍口　正		100		100		100		個人		宮永　駿也		500

				個人 コジン		大東　弘志		200		個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		棚橋　正人		100		100		100		個人		宮原　慶介		500

				個人 コジン		大室　昌夫		200		個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		谷本　正己		100		100		100		個人		宮脇　悠矢		500

				個人 コジン		大森　貴志		200		個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		谷本　康典		100		100		100		個人		向井　亨		500

				個人 コジン		大屋　博義		200		個人 コジン		上田　雅弘		100		個人 コジン		玉井　俊一		100		100		100		個人		森　眞由美		500

				個人 コジン		大藪　勲		200		個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		玉田　理絵		100		100		100		個人		森國　俊充		500

				個人 コジン		大山　健二		200		個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		反保　雅貴		100		100		100		個人		森本　昌清		500

				個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		地村　誠		100		100		100		個人		諸墨　伸一		500

				個人 コジン		岡　英則		200		個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		趙　娜		100		100		100		個人		八木巻　俊治		500

				個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		津田　誠		100		100		100		個人		八島　宣征		500

				個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		上山　享介		100		個人 コジン		塚田　浩二		100		100		100		個人		矢袋　文朗		500

				個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		塚原　桂子		100		100		100		個人		安藤　翔子		500

				個人 コジン		岡部　光男		200		個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		辻　雄希		100		100		100		個人		安藤　洋		500

				個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		辻　修		100		100		100		個人		保津　真人		500

				個人 コジン		岡棟　建二郎		200		個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		土居　壽之		100		100		100		個人		柳本　五郎		500

				個人 コジン		奥澤　崇人		200		個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		土居　靖範		100		100		100		個人		山川　潔		500

				個人 コジン		奥野　光博		200		個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		土古　将輝		100		100		100		個人		山口　武		500

				個人 コジン		カワタ　イトコ		200		個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		土屋　智子		100		100		100		個人		山口　朋子		500

				個人 コジン		加藤　修一		200		個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		手塚　勲		100		100		100		個人		山崎　公義		500

				個人 コジン		加藤　正美		200		個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		寺澤　里菜		100		100		100		個人		山崎　雪風		500

				個人 コジン		加藤　光雄		200		個人 コジン		内田　厚子		100		個人 コジン		寺田　智浩		100		100		100		個人		山崎　陽子		500

				個人 コジン		加藤　洋子		200		個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		戸田　未帆		100		100		100		個人		山下　淳		500

				個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		唐澤　弘成		100		100		100		個人		山下　智弘		500

				個人 コジン		柿本　英生		200		個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		唐津　靖司		100		100		100		個人		山下　雅也		500

				個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		堂崎　幸伸		100		100		100		個人		山田　恵子		500

				個人 コジン		影山　恵		200		個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		徳嵩　孝大		100		100		100		個人		山田　信三		500

				個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		利根川　惇		100		100		100		個人		山田　妙子		500

				個人 コジン		粕谷　洋二		200		個人 コジン		内田　和隆		100		個人 コジン		飛高　雄二		100		100		100		個人		山中　和樹		500

				個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		飛松　裕子		100		0		0		個人		山本　悦二		500

				個人 コジン		片野　雄司		200		個人 コジン		内藤　勝政		100		個人 コジン		冨永　将嗣		100		100		100		個人		山本　幸司		500

				個人 コジン		片山　乃韻		200		個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		豊枡　正英		100		100		100		個人		山本　甫		500

				個人 コジン		片山　信二		200		個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		名越　幸基		100		100		100		個人		行木　孝雄		500

				個人 コジン		片山　元司		200		個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		中尾　輝男		100		100		100		個人		指宿　彭存		500

				個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		中島　功		100		100		100		個人		横井　和雄		500

				個人 コジン		金子　信男		200		個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		中島　哲		100		100		100		個人		横川　崇史		500

				個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		梅村　雄士		100		個人 コジン		中島　浩		100		100		100		個人		横塚　清和		500

				個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		梅森　文彰		100		個人 コジン		中条　ひろみ		100		100		100		個人		吉田　勝重		500

				個人 コジン		神行　国博		200		個人 コジン		江海　雄介		100		個人 コジン		中田　恵		100		100		100		個人		吉田　泰彦		500

				個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		中村　光男		100		100		100		個人		吉田　和寿		500

				個人 コジン		川上　英明		200		個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		中村　優菜		100		100		100		個人		吉塚　弘		500

				個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		永井　亘		100		100		100		個人		吉村　隆幸		500

				個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		榎本　涼		100		個人 コジン		永岡　弘		100		100		100		個人		吉良　雄二		500

				個人 コジン		川野　祥平		200		個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		永島　涼		100		100		100		個人		李　撼宇		500

				個人 コジン		川本　武司		200		個人 コジン		遠地　謙介		100		個人 コジン		永田　恭子		100		100		100		個人		和田　育子		500

				個人 コジン		川村　國治		200		個人 コジン		遠藤　健二		100		個人 コジン		永野　美千子		100		100		100		個人		和田　享		500

				個人 コジン		河田　美枝		200		個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		仲　昇		100		100		100		個人		和田　雅浩		500

				個人 コジン		河野　良介		200		個人 コジン		遠藤　勇策		100		個人 コジン		長井　義		100		100		100		個人		鷲田　真一		500

				個人 コジン		河原　寛志		200		個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		長田　一浩		100		100		100		個人		渡部　啓人		500

				個人 コジン		河又　世津子		200		個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		長友　昌弘		100		100		100		個人		渡部　吉則		500

				個人 コジン		乾　吉伸		200		個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		長野　篤史		100		100		100		個人		渡辺　一哉		500

				個人 コジン		寒川　裕之		200		個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		波山　明		100		100		100		個人		渡辺　清孝		500

				個人 コジン		木下　英介		200		個人 コジン		尾崎　文信		100		個人 コジン		西岡　かず江		100		100		100		個人		渡邉　隆		500

				個人 コジン		木下　大輔		200		個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		西島　正人		100		100		100		個人		渡邉　幹男		500

				個人 コジン		木下　貴文		200		個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		西田　秀夫		100		100		100		個人		渡辺　裕士		500

				個人 コジン		木下　敬介		200		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		西林　晃信		100		100		100		個人		渡辺　良馬		500

				個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		尾藤　悦代		100		個人 コジン		西林　はるみ		100		100		100		個人		ＺＨＡＮＧ　ＸＩＮＲＵＩ		500

				個人 コジン		木塚　伸一郎		200		個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		西村　創		100		100		100		個人		フィリップ　厚子		500

				個人 コジン		木戸　一夫		200		個人 コジン		緒方　研哉		100		個人 コジン		西森　有紀		100		100		100		個人		登嶋　勇		465

				個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		織田　智子		100		個人 コジン		西山　晃		100		100		100		個人		白根　暁		410

				個人 コジン		木村　晃一		200		個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		西山　真吾		100		100		100		個人		隅田　成		410

				個人 コジン		木村　博光		200		個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		根来　和昭		100		100		100		個人		赤坂　神		400

				個人 コジン		木村　元俊		200		個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		根本　祐輔		100		100		100		個人		秋本　祐子		400

				個人 コジン		木村　陽一		200		個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		野本　直子		100		100		100		個人		秋吉　賢		400

				個人 コジン		紀　正敬		200		個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		野本　雪子		100		100		100		個人		浅尾　正幸		400

				個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		野間　憲吾		100		100		100		個人		浅野　幸二郎		400

				個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		箱石　潤		100		100		100		個人		浅野　博昭		400

				個人 コジン		岸間　美佐子		200		個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		橋田　昌道		100		100		100		個人		新開　直子		400

				個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		橋本　拓也		100		100		100		個人		在原　憲		400

				個人 コジン		北川　勝也		200		個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		畑澤　清司		100		100		100		個人		井上　俊		400

				個人 コジン		北田　直久		200		個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		畠山　良		100		100		100		個人		井上　弘		400

				個人 コジン		清成　哲朗		200		個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		花田　賢介		100		100		100		個人		井上　正則		400

				個人 コジン		清水　記代子		200		個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		濱地　みら		100		100		100		個人		井上　康子		400

				個人 コジン		清水　昭二		200		個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		林　英治		100		100		100		個人		井上　好夫		400

				個人 コジン		久冨　昭子		200		個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		林　美知雄		100		100		100		個人		井上　芳則		400

				個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		原　章		100		100		100		個人		井村　澄季		400

				個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		伴野　雅樹		100		100		100		個人		伊藤　大貴		400

				個人 コジン		楠　伸輔		200		個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		日下　幸		100		100		100		個人		伊藤　朋子		400

				個人 コジン		栗田　勳		200		個人 コジン		太田　祥平		100		個人 コジン		日比野　慎二		100		100		100		個人		飯村　啓治		400

				個人 コジン		黒木　惠子		200		個人 コジン		大田　たかね		100		個人 コジン		東方　優次郎		100		100		100		個人		家泉　恵		400

				個人 コジン		黒瀬　研二		200		個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		東山　繁		100		100		100		個人		池田　宗一郎		400

				個人 コジン		桑原　惠子		200		個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		人見　隆行		100		100		100		個人		石井　太郎		400

				個人 コジン		桑原　政彦		200		個人 コジン		大滝　修		100		個人 コジン		平　耕志郎		100		100		100		個人		石井　小枝		400

				個人 コジン		毛塚　光浩		200		個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		平井　健一		100		100		100		個人		石井　泰弘		400

				個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		平井　拓夫		100		100		100		個人		石見　誠子		400

				個人 コジン		小泉　隆雄		200		個人 コジン		大谷　和之		100		個人 コジン		平岡　るみ		100		100		100		個人		市澤　和枝		400

				個人 コジン		小笠原　寛治		200		個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		平葉　啓介		100		100		100		個人		市場　雅也		400

				個人 コジン		小笠原　透		200		個人 コジン		大戸　孝雄		100		個人 コジン		廣川　満哉		100		100		100		個人		稲垣　友里		400

				個人 コジン		小島　京太郎		200		個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		広瀬　美香		100		100		100		個人		稲垣　豊		400

				個人 コジン		小島　誠		200		個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		深谷　哲生		100		100		100		個人		稲川　友里香		400

				個人 コジン		小園　智寛		200		個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		服部　幸男		100		100		100		個人		稲川　泰裕		400

				個人 コジン		小田　奉文		200		個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		福井　篤		100		100		100		個人		稲葉　正蘭		400

				個人 コジン		小高　晃		200		個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		福岡　正洋		100		100		100		個人		今井　貴仁		400

				個人 コジン		小谷　京子		200		個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		福寿　健一		100		100		100		個人		今岡　正一		400

				個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		大橋　孝子		100		個人 コジン		福壽　弘子		100		100		100		個人		今久留主　健		400

				個人 コジン		小西　敏治		200		個人 コジン		大橋　隆一		100		個人 コジン		福田　岳彦		100		100		100		個人		岩崎　誠		400

				個人 コジン		小西　康之		200		個人 コジン		大橋　亘		100		個人 コジン		福田　和弘		100		100		100		個人		宇垣　純平		400

				個人 コジン		小沼　智恵子		200		個人 コジン		大峯　茂		100		個人 コジン		福本　浩平		100		100		100		個人		鵜之家　輔		400

				個人 コジン		小野寺　貴幸		200		個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		藤井　浩司		100		100		100		個人		上田　壽		400

				個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		大村　弘文		100		個人 コジン		藤井　保浩		100		100		100		個人		上田　康正		400

				個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		大村　睦		100		個人 コジン		藤原　哲嗣		100		100		100		個人		上原　顕		400

				個人 コジン		小林　祥衣		200		個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		藤間　孝三		100		100		100		個人		植松　秋彦		400

				個人 コジン		小林　武司		200		個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		藤村　昌稔		100		100		100		個人		内田　一城		400

				個人 コジン		小林　秀行		200		個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		舟橋　智史		100		100		100		個人		織野　さき		400

				個人 コジン		小林　正明		200		個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		古賀　清隆		100		100		100		個人		及川　浩		400

				個人 コジン		小林　正太郎		200		個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		古沢　英人		100		100		100		個人		大久保　出		400

				個人 コジン		小林　正平		200		個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		古澤　正樹		100		100		100		個人		大竹　康平		400

				個人 コジン		小林　優子		200		個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		古城　洋子		100		100		100		個人		大津　達也		400

				個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		古谷　ありさ		100		100		100		個人		大槻　太郎		400

				個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		兵頭　真理子		100		100		100		個人		大野　智章		400

				個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		蛇見　拓斗		100		100		100		個人		大場　裕也		400

				個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		穂坂　信司		100		100		100		個人		大畑　貴裕		400

				個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		細井　啓視		100		100		100		個人		大藤　祥平		400

				個人 コジン		小山　要次		200		個人 コジン		岡田　美沙子		100		個人 コジン		細川　拓		100		100		100		個人		大路　進		400

				個人 コジン		五島　剛洋		200		個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		細田　亜希		100		100		100		個人		岡田　光一		400

				個人 コジン		五十嵐　環		200		個人 コジン		岡本　明博		100		個人 コジン		細田　麻菜		100		100		100		個人		岡本　真規子		400

				個人 コジン		五十嵐　亮太		200		個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		堀川　裕樹		100		100		100		個人		岡村　愼一		400

				個人 コジン		児玉　陽子		200		個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		堀口　佑		100		100		100		個人		加賀谷　諒		400

				個人 コジン		呉　強		200		個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		本間　圭一		100		100		100		個人		加藤　愛子		400

				個人 コジン		後藤　秀司		200		個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		本間　文代		100		100		100		個人		加藤　正博		400

				個人 コジン		胡内　春輝		200		個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		眞木　玉代		100		100		100		個人		香村　篤史		400

				個人 コジン		甲斐　琢磨		200		個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		前川　敏郎		100		100		100		個人		掛札　貴行		400

				個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		奥野　浩之		100		個人 コジン		前田　成彦		100		100		100		個人		笠原　智大		400

				個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		蒔苗　友紀		100		100		100		個人		柏崎　公美		400

				個人 コジン		米澤　仁士		200		個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		正木　秀男		100		100		100		個人		梶原　敏弘		400

				個人 コジン		是清　八重子		200		個人 コジン		奥村　雅代		100		個人 コジン		桝谷　知行		100		100		100		個人		片岡　祐治		400

				個人 コジン		近藤　一成		200		個人 コジン		桶作　敏之		100		個人 コジン		増井　真紀		100		100		100		個人		金子　憲司		400

				個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		増元　由紀		100		100		100		個人		金田　敏彦		400

				個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		松石　佳織		100		100		100		個人		金森　康晴		400

				個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		松川　純平		100		100		100		個人		神谷　美雪		400

				個人 コジン		佐藤　誠		200		個人 コジン		乙部　真悟		100		個人 コジン		松田　弘和		100		100		100		個人		神鳥　亜希子		400

				個人 コジン		佐藤　隆		200		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		松竹　一三		100		100		100		個人		川口　力		400

				個人 コジン		佐藤　隆裕		200		個人 コジン		カワタ　イトコ		100		個人 コジン		松原　亜美		100		100		100		個人		川合　大造		400

				個人 コジン		佐藤　文之		200		個人 コジン		カワニシ　ユミコ		100		個人 コジン		松原　英恵		100		100		100		個人		川路　宏美		400

				個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		松原　未菜		100		100		100		個人		河野　恭介		400

				個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		加嶌　敬子		100		個人 コジン		松本　大		100		100		100		個人		河村　陽介		400

				個人 コジン		佐藤　遼三郎		200		個人 コジン		加藤　英雄		100		個人 コジン		松本　怜奈		100		100		100		個人		木川田　修		400

				個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		松村　実		100		100		100		個人		菊地　成朝		400

				個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		三井　龍史		100		100		100		個人		絹田　龍一		400

				個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		三井寺　麻衣		100		100		100		個人		久野　和広		400

				個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		三上　祐希		100		100		100		個人		久保井　裕貴		400

				個人 コジン		斉藤　孝子		200		個人 コジン		加藤　修		100		個人 コジン		三村　尚		100		100		100		個人		久保木　達郎		400

				個人 コジン		斉藤　俊博		200		個人 コジン		加藤　千家子		100		個人 コジン		三村　多香子		100		100		100		個人		久保田　茂樹		400

				個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		加藤　聡		100		個人 コジン		三好　敦史		100		100		100		個人		久保田　創		400

				個人 コジン		坂上　裕樹		200		個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		美濃　かおり		100		100		100		個人		楜澤　圭亮		400

				個人 コジン		阪中　通男		200		個人 コジン		加藤　泰司		100		個人 コジン		道祖　博		100		100		100		個人		黒崎　俊		400

				個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		加藤　由樹		100		個人 コジン		満塩　耕史		100		100		100		個人		桑原　優		400

				個人 コジン		櫻井　賢一		200		個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		南條　瞳		100		100		100		個人		小泉　潤		400

				個人 コジン		酒井　明彦		200		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		宮崎　正子		100		100		100		個人		小笠原　翔		400

				個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		宮澤　舞子		100		100		100		個人		小川　晃正		400

				個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		宮島　優子		100		100		100		個人		小口　茜		400

				個人 コジン		定方　重明		200		個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		宮本　飛鳥		100		100		100		個人		小田　直美		400

				個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		向瀬　直美		100		100		100		個人		小林　由美		400

				個人 コジン		汐満　八郎		200		個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		村上　剛		100		100		100		個人		小山　真吾		400

				個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		村上　和也		100		100		100		個人		小山　泰子		400

				個人 コジン		塩塚　理恵		200		個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		村瀬　尚之		100		100		100		個人		児嶋　義幸		400

				個人 コジン		塩野　寿子		200		個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		元橋　美香		100		100		100		個人		後藤　哲		400

				個人 コジン		塩原　宏治		200		個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		森内　浩二		100		100		100		個人		後藤　智子		400

				個人 コジン		鹿嶋　覚		200		個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		森下　幸実		100		100		100		個人		粉川　直樹		400

				個人 コジン		篠木　賢一		200		個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		森田　孝子		100		100		100		個人		近藤　大也		400

				個人 コジン		篠田　雄一		200		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		森本　英徳		100		100		100		個人		佐野　幸代		400

				個人 コジン		篠塚　源明		200		個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		諸星　照夫		100		100		100		個人		佐野　徳也		400

				個人 コジン		篠原　貴代		200		個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		八野　聖子		100		100		100		個人		佐藤　拓馬		400

				個人 コジン		柴田　あかり		200		個人 コジン		風間　三千代		100		個人 コジン		矢作　晃		100		100		100		個人		佐藤　正明		400

				個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		矢立　実		100		100		100		個人		佐藤　悠香		400

				個人 コジン		島野　直敏		200		個人 コジン		片野　雄司		100		個人 コジン		安居　大輔		100		100		100		個人		佐藤　涼子		400

				個人 コジン		嶋村　奏子		200		個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		安田　宙夫		100		100		100		個人		佐々木　正二		400

				個人 コジン		下　理也		200		個人 コジン		片山　恒		100		個人 コジン		安達　重治		100		100		100		個人		齋藤　実咲		400

				個人 コジン		下田　秀之		200		個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		安藤　聡		100		100		100		個人		坂田　幸恵		400

				個人 コジン		情野　長一		200		個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		保田　幸子		100		100		100		個人		坂田　隆俊		400

				個人 コジン		白井　寿一		200		個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		柳原　朋英		100		100		100		個人		坂手　元		400

				個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		形野　元彦		100		個人 コジン		柳本　順子		100		100		100		個人		定方　映士		400

				個人 コジン		須藤　正敏		200		個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		山岡　裕介		100		100		100		個人		志賀　弘元		400

				個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		叶　貴寿		100		個人 コジン		山岸　晃司		100		100		100		個人		四宮　幹代		400

				個人 コジン		末房　正徳		200		個人 コジン		叶田　幸久		100		個人 コジン		山岸　瑞江		100		100		100		個人		七瀬　望		400

				個人 コジン		末吉　幸徳		200		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		山口　一男		100		100		100		個人		篠塚　将志		400

				個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		山口　佳朗		100		100		100		個人		柴田　将志		400

				個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		山口　現		100		100		100		個人		白石　邦子		400

				個人 コジン		杉田　克彦		200		個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		山口　淳一		100		100		100		個人		菅原　敦		400

				個人 コジン		杉田　達哉		200		個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		山口　信男		100		100		100		個人		杉浦　秀子		400

				個人 コジン		杉本　辰夫		200		個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		山口　由加		100		100		100		個人		杉浦　優一		400

				個人 コジン		杉本　陽子		200		個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		山口　和人		100		100		100		個人		鈴　恵		400

				個人 コジン		杉山　嘉一		200		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		山崎　哲		100		100		100		個人		鈴木　慶作		400

				個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		山田　将大		100		100		100		個人		鈴木　彗之		400

				個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		山田　美世子		100		100		100		個人		住江　昭啓		400

				個人 コジン		助川　恵子		200		個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		山梨　靖行		100		100		100		個人		瀬島　徹		400

				個人 コジン		鈴木　明		200		個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		山根　勲		100		100		100		個人		田崎　隆宣		400

				個人 コジン		鈴木　英一郎		200		個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		山野井　健		100		100		100		個人		田島　和子		400

				個人 コジン		鈴木　勝己		200		個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		山本　知史		100		100		100		個人		田頭　巖		400

				個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		山本　哲也		100		100		100		個人		田中　麻里奈		400

				個人 コジン		鈴木　健		200		個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		山本　雅史		100		100		100		個人		田中　敦子		400

				個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		山本　美香		100		100		100		個人		田中　裕明		400

				個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		山本　芳暢		100		100		100		個人		高木　香織		400

				個人 コジン		鈴木　豊		200		個人 コジン		金谷　晃子		100		個人 コジン		湯浅　克行		100		100		100		個人		高島　圭太		400

				個人 コジン		鈴木　三樹男		200		個人 コジン		金谷　吉政		100		個人 コジン		雪本　徹		100		100		100		個人		高橋　昌弘		400

				個人 コジン		鈴木　光男		200		個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		横山　木美代		100		100		100		個人		高橋　類		400

				個人 コジン		鈴木　和史		200		個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		横山　元気		100		100		100		個人		高橋　礼子		400

				個人 コジン		砂崎　紅美		200		個人 コジン		兼田　充		100		個人 コジン		吉岡　照子		100		100		100		個人		滝内　一博		400

				個人 コジン		角谷　文彦		200		個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		吉川　忠久		100		100		100		個人		竹内　真弓		400

				個人 コジン		瀬見　幸男		200		個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		吉川　正男		100		100		100		個人		竹内　正義		400

				個人 コジン		芹澤　圭美		200		個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		吉川　裕二		100		100		100		個人		竹葉　晴美		400

				個人 コジン		曽根　護		200		個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		吉田　大三		100		100		100		個人		竹本　大祐		400

				個人 コジン		曽原　凌		200		個人 コジン		神行　国博		100		個人 コジン		吉田　貴博		100		100		100		個人		立石　奨		400

				個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		吉田　長次		100		100		100		個人		橘　雅司		400

				個人 コジン		田井　秀明		200		個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		吉田　博俊		100		100		100		個人		玉造　誠		400

				個人 コジン		田上　鮎		200		個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		吉田　美佳		100		100		100		個人		檀浦　孝信		400

				個人 コジン		田浦　實		200		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		吉田　亮		100		100		100		個人		塚田　智道		400

				個人 コジン		田口　修司		200		個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		吉村　誠一		100		100		100		個人		辻　祐次		400

				個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		良知　秀久		100		100		100		個人		辻森　貴大		400

				個人 コジン		田下　謙二		200		個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		李　睿棟		100		100		100		個人		坪島　悦子		400

				個人 コジン		田宗　道弘		200		個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		脇本　真吾		100		100		100		個人		積田　太樹		400

				個人 コジン		田所　礼子		200		個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		渡部　勝		100		100		100		個人		手塚　俊樹		400

				個人 コジン		田中　恵崇		200		個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		渡辺　明		100		100		100		個人		寺本　収		400

				個人 コジン		田中　寿史		200		個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		渡邉　利幸		100		100		100		個人		寺村　行雄		400

				個人 コジン		田中　武彦		200		個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		阿部　要子		100		0		0		個人		唐澤　弘成		400

				個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		阿部　俊彦		100		0		0		個人		陶山　強		400

				個人 コジン		田中　由美子		200		個人 コジン		川島　秀一		100		個人 コジン		相川　智弘		100		0		0		個人		徳久　健一		400

				個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		川田　敦士		100		個人 コジン		相園　泰寛		100		0		0		個人		栃尾　義文		400

				個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		相場　光男		100		0		0		個人		友光　正明		400

				個人 コジン		田村　大輔		200		個人 コジン		川原　忠彦		100		個人 コジン		青木　滋		100		0		100		個人		豊島　保博		400

				個人 コジン		田村　喬		200		個人 コジン		川本　成子		100		個人 コジン		青木　康将		100		0		0		個人		豊田　雄也		400

				個人 コジン		田村　寿朗		200		個人 コジン		川本　真司		100		個人 コジン		青田　義雄		100		0		0		個人		中川　美代子		400

				個人 コジン		田村　義行		200		個人 コジン		川又　さおり		100		個人 コジン		青野　みどり		100		0		0		個人		中島　聡		400

				個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		青山　敬		100		0		0		個人		中島　博文		400

				個人 コジン		高尾　博子		200		個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		0		0		個人		中田　恵子		400

				個人 コジン		高尾　ゆかり		200		個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		秋山　誠		100		0		0		個人		中司　正実		400

				個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		秋山　卓也		100		0		0		個人		中野　壽喚		400

				個人 コジン		高木　康夫		200		個人 コジン		河田　美枝		100		個人 コジン		秋山　丈		100		0		0		個人		中野　史彦		400

				個人 コジン		高田　武久		200		個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		麻野　由布子		100		0		0		個人		中野　亮		400

				個人 コジン		高野　操		200		個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		芦野　義弘		100		0		0		個人		中橋　稔		400

				個人 コジン		高野　敏行		200		個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		味藤　浩		100		0		100		個人		中林　栄治		400

				個人 コジン		高橋　一寿		200		個人 コジン		河野　眞理子		100		個人 コジン		天野　健		100		0		0		個人		中村　正樹		400

				個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		河野　由雅		100		個人 コジン		網代　眞佐子		100		0		0		個人		中村　美澄		400

				個人 コジン		高橋　直也		200		個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		網野　陽介		100		0		100		個人		中山　誠二		400

				個人 コジン		高橋　亮		200		個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		荒木　道宏		100		0		0		個人		永井　美紀		400

				個人 コジン		高畑　諭		200		個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		荒谷　章弘		100		-400		0		個人		永岡　弘		400

				個人 コジン		高林　辰男		200		個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		新堀　光夫		100		-200		-200		個人		永宗　洋		400

				個人 コジン		高原　宏貴		200		個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		嵐　洋史		100		0		0		個人		長岡　祐美子		400

				個人 コジン		高比良　智仁		200		個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		有留　四郎		100		0		0		個人		長門　衣里		400

				個人 コジン		高松　一茂		200		個人 コジン		木暮　真二		100		個人 コジン		粟野　猛		100		0		0		個人		長嶋　良子		400

				個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		木下　英介		100		個人 コジン		井上　礁		100		0		100		個人		波田　文子		400

				個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		井上　征典		100		-400		100		個人		成田　景子		400

				個人 コジン		瀧本　拓之		200		個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		井上　和彦		100		0		0		個人		鳴海　雅文		400

				個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		木野　隆史		100		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		0		100		個人		西浦　裕介		400

				個人 コジン		竹田　俊幸		200		個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		井出　亜紀子		100		0		0		個人		野村　治樹		400

				個人 コジン		竹原　広一		200		個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		伊藤　けい子		100		0		0		個人		橋本　幸大		400

				個人 コジン		竹山　潤		200		個人 コジン		木村　晃一		100		個人 コジン		伊藤　慎一		100		0		0		個人		濱田　真輝		400

				個人 コジン		武内　英則		200		個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		伊藤　隼		100		0		100		個人		濱中　義久		400

				個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		木村　成暁		100		個人 コジン		伊藤　正		100		0		0		個人		早川　義人		400

				個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		伊藤　美香		100		0		0		個人		林　久子		400

				個人 コジン		辰己　由紀子		200		個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		0		0		個人		林　倹一		400

				個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		飯岡　広子		100		0		0		個人		林　誠		400

				個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		飯田　由香		100		0		0		個人		林　晴良		400

				個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		菊池　淳		100		個人 コジン		飯田　和久		100		0		0		個人		春藤　明		400

				個人 コジン		玉井　淑子		200		個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		飯塚　隆子		100		0		0		個人		平尾　弘巳		400

				個人 コジン		玉垣　航		200		個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		飯山　貴弘		100		-100		-100		個人		平野　進一郎		400

				個人 コジン		勅使川原　強		200		個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		飯山　剛大		100		0		0		個人		広瀬　航志		400

				個人 コジン		津志田　功司		200		個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		池　強志		100		0		100		個人		深尾　進		400

				個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		池上　和宏		100		0		-200		個人		深町　匠		400

				個人 コジン		柘植　和夫		200		個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		池田　秋比古		100		0		100		個人		服部　和浩		400

				個人 コジン		塚島　順一		200		個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		池田　一昭		100		0		0		個人		福長　淳		400

				個人 コジン		佃　誠治		200		個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		池田　貴臣		100		0		0		個人		藤　朝子		400

				個人 コジン		辻　智也		200		個人 コジン		北浦　裕輝		100		個人 コジン		池長　秀享		100		0		100		個人		藤井　康生		400

				個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		石井　恵美		100		0		0		個人		藤嶋　正人		400

				個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		石井　久光		100		0		0		個人		藤田　昌隆		400

				個人 コジン		出口　信行		200		個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		石川　学		100		0		0		個人		藤原　雅美		400

				個人 コジン		寺田　尊紀		200		個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		石川　眞		100		0		0		個人		渕上　栄治		400

				個人 コジン		照屋　大規		200		個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		石川　諭		100		0		0		個人		古川　雅裕		400

				個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		石川　優希		100		0		0		個人		古村　茂樹		400

				個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		石川　和代		100		0		0		個人		星野　宏充		400

				個人 コジン		戸田　真一		200		個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		石黒　雅隆		100		0		0		個人		本位田　華代		400

				個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		北村　留美		100		個人 コジン		石坂　明義		100		0		0		個人		真栄田　真司		400

				個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		石澤　美佳子		100		0		0		個人		前島　康介		400

				個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		石田　浩		100		0		100		個人		前田　和也		400

				個人 コジン		時重　弘		200		個人 コジン		君嶋　祐司		100		個人 コジン		石塚　郁夫		100		0		0		個人		牧　江里		400

				個人 コジン		冨田　由美		200		個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		石原　寛巳		100		0		0		個人		増田　重城		400

				個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		石原　忍		100		0		0		個人		町田　由香		400

				個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		清水　孝一郎		100		個人 コジン		石原　光太郎		100		0		0		個人		松井　健		400

				個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		石本　朱里		100		0		100		個人		松浦　仁志		400

				個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		石本　みえ		100		0		0		個人		松尾　建二		400

				個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		石山　宣則		100		0		100		個人		松島　昂史		400

				個人 コジン		中上　昇		200		個人 コジン		清水　智彦		100		個人 コジン		石渡　達郎		100		0		0		個人		松田　英敏		400

				個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		磯田　朱音		100		0		0		個人		松田　升男		400

				個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		磯田　実里		100		0		0		個人		松橋　晃司		400

				個人 コジン		中島　隆哉		200		個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		礒沼　義明		100		0		0		個人		松本　奈菜		400

				個人 コジン		中島　富士夫		200		個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		板坂　サヨ子		100		-100		-100		個人		松本　博章		400

				個人 コジン		中嶋　秀麿		200		個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		板東　和仁		100		0		0		個人		丸山　文子		400

				個人 コジン		中園　淳一		200		個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		市川　大輔		100		0		0		個人		三森　勉		400

				個人 コジン		中楯　昌志		200		個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		市川　沙織		100		0		0		個人		溝口　万律子		400

				個人 コジン		中西　和也		200		個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		市原　崇之		100		0		0		個人		光安　裕二		400

				個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		糸川　直裕		100		0		0		個人		満吉　智浩		400

				個人 コジン		中原　章博		200		個人 コジン		久岡　俊之		100		個人 コジン		糸谷　みどり		100		0		100		個人		宮崎　晴子		400

				個人 コジン		中村　恵子		200		個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		稲田　高明		100		0		0		個人		宮田　貴信		400

				個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		稲葉　和子		100		0		0		個人		宮本　唱起		400

				個人 コジン		中村　真久		200		個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		犬飼　芳子		100		0		100		個人		宮前　洋子		400

				個人 コジン		中村　和行		200		個人 コジン		久保田　雪美		100		個人 コジン		犬飼　和浩		100		0		100		個人		村井　勘彌		400

				個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		今井　明子		100		0		0		個人		村松　立城		400

				個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		工藤　晃		100		個人 コジン		今井　一史		100		0		0		個人		室脇　崇宏		400

				個人 コジン		中山　秀昭		200		個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		今井　務津大		100		0		0		個人		元恒　敏幸		400

				個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		今泉　吉洋		100		0		0		個人		森　貴澄		400

				個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		0		0		個人		森島　基之		400

				個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		今村　明治		100		0		100		個人		森田　篤志		400

				個人 コジン		永野　勢子		200		個人 コジン		楠瀬　圭規		100		個人 コジン		色川　学		100		0		0		個人		森田　健太郎		400

				個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		個人 コジン		岩井　昌弘		100		0		100		個人		森山　秀憲		400

				個人 コジン		長尾　政和		200		個人 コジン		国領　俊雄		100		個人 コジン		岩尾　初美		100		0		0		個人		八浦　雄二		400

				個人 コジン		長澤　利広		200		個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		岩切　啓二		100		0		0		個人		矢澤　祐美		400

				個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		隈部　大輔		100		個人 コジン		岩崎　久生		100		0		0		個人		矢代　学		400

				個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		宇田　誠		100		0		0		個人		矢野　寛大		400

				個人 コジン		長冨　久子		200		個人 コジン		熊代　正生		100		個人 コジン		宇野　紀史		100		0		0		個人		矢吹　隆彦		400

				個人 コジン		長冨　洋二		200		個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		上田　克彦		100		0		0		個人		安田　美紀		400

				個人 コジン		長弓　佳代子		200		個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		上野　眞二		100		0		0		個人		安藤　満恵		400

				個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		倉知　宏治		100		個人 コジン		上村　欣司		100		0		0		個人		柳沢　惠一		400

				個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		上村　健		100		0		0		個人		柳平　武紀		400

				個人 コジン		二村　元康		200		個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		上村　菜々子		100		0		0		個人		山内　恵子		400

				個人 コジン		贄田　昭彦		200		個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		植田　貴彦		100		0		0		個人		山口　浩一		400

				個人 コジン		西井　恒子		200		個人 コジン		栗島　勝二		100		個人 コジン		浮田　泰秀		100		0		0		個人		山田　英夫		400

				個人 コジン		西尾　功司		200		個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		氏家　美智子		100		0		0		個人		山田　賢一		400

				個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		栗林　千恵		100		個人 コジン		内田　大輔		100		0		0		個人		山根　明久		400

				個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		栗原　栞菜		100		個人 コジン		内田　貴		100		0		0		個人		山本　友貴		400

				個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		栗原　浩幸		100		個人 コジン		内田　憲一		100		0		0		個人		山森　実		400

				個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		栗原　泰		100		個人 コジン		内田　洋治		100		0		0		個人		勇田　勇		400

				個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		来住野　文雄		100		個人 コジン		内田　朗久郎		100		0		0		個人		弓場　裕幸		400

				個人 コジン		西平　一男		200		個人 コジン		黒川　綾子		100		個人 コジン		内藤　勝政		100		0		-100		個人		誉田　喜之		400

				個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		黒川　直広		100		個人 コジン		内藤　裕之		100		0		0		個人		横田　剛		400

				個人 コジン		西村　拓朗		200		個人 コジン		黒澤　淳也		100		個人 コジン		内村　一隆		100		-300		-300		個人		横山　正二		400

				個人 コジン		西山　哲生		200		個人 コジン		黒田　鈴幸		100		個人 コジン		海野　信幸		100		0		0		個人		由井　伯秀		400

				個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		黒田　知宏		100		個人 コジン		梅森　文彰		100		0		100		個人		吉岡　明美		400

				個人 コジン		野村　洋一		200		個人 コジン		黒田　智生		100		個人 コジン		江口　幸治		100		0		0		個人		吉岡　和男		400

				個人 コジン		野村　和司		200		個人 コジン		黒谷　憲一		100		個人 コジン		江野　和人		100		0		0		個人		吉田　彬人		400

				個人 コジン		能田　絵理子		200		個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		江原　正好		100		0		0		個人		吉武　佑基		400

				個人 コジン		馬場　孝明		200		個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		榎本　涼		100		0		100		個人		吉本　一弘		400

				個人 コジン		馬場　真澄		200		個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		尾崎　健児		100		0		0		個人		吉村　馨人		400

				個人 コジン		馬場　稔正		200		個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		尾崎　富三		100		0		0		個人		和田　福一		400

				個人 コジン		萩原　鴻平		200		個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		0		0		個人		若松　勝寿		400

				個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		螢原　純		100		個人 コジン		尾藤　悦代		100		0		100		個人		渡部　一輝		400

				個人 コジン		橋本　たま枝		200		個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		尾山　健司		100		0		0		個人		綿能　優子		400

				個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		王　暁麗		100		-100		-300		個人		宮田　克広		375

				個人 コジン		蓮池　徹		200		個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		大井　ゆかり		100		0		0		個人		伊藤　克明		333

				個人 コジン		畑中　聡良		200		個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		大賀　一郎		100		0		0		個人		合田　和弘		312

				個人 コジン		蜂谷　晃		200		個人 コジン		小池　祐一		100		個人 コジン		大北　聡		100		0		0		個人		日高　卓哉		310

				個人 コジン		早船　健史		200		個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		大久保　友紀子		100		0		0		個人		小柴　由広		308

				個人 コジン		林　真弘		200		個人 コジン		小石　保		100		個人 コジン		大熊　珠理香		100		0		0		個人		足海　洋史		301

				個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		大越　聰子		100		0		0		個人		井村　悠人		301

				個人 コジン		原　ゆか		200		個人 コジン		小泉　隆雄		100		個人 コジン		大島　康臣		100		0		0		個人		青木　雄一		300

				個人 コジン		原田　倫行		200		個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		太田　賢治		100		0		0		個人		青木　貴宏		300

				個人 コジン		比留間　久夫		200		個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		大田　たかね		100		0		100		個人		青崎　健		300

				個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		小笠原　茂		100		個人 コジン		太田　竜児		100		0		0		個人		青手木　加恵		300

				個人 コジン		東　愛		200		個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		太田　良朋		100		0		0		個人		赤沼　知侑		300

				個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		大滝　修		100		0		100		個人		赤星　玄		300

				個人 コジン		東条　美智子		200		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		大竹　克宜		100		0		0		個人		秋山　圭一		300

				個人 コジン		東山　貴幸		200		個人 コジン		小島　京太郎		100		個人 コジン		大友　由臣		100		0		0		個人		淺井　季晴		300

				個人 コジン		匹田　陽子		200		個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		大庭　好喜		100		0		0		個人		麻生　裕貴		300

				個人 コジン		左向　栄二郎		200		個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		大根田　秀明		100		0		0		個人		朝川　炯徹		300

				個人 コジン		平塚　徹也		200		個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		大野　広人		100		0		0		個人		足立　進		300

				個人 コジン		平野　宏		200		個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		大塲　保之		100		0		0		個人		天野　二三男		300

				個人 コジン		平山　修		200		個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		大橋　孝子		100		0		100		個人		荒井　一人		300

				個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		大松　雄次		100		-400		100		個人		荒井　十四巳		300

				個人 コジン		広田　利幸		200		個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		大松　雄次		100		100		100		個人		荒川　徳仁		300

				個人 コジン		廣谷　元徳		200		個人 コジン		小林　英里子		100		個人 コジン		大村　弘文		100		0		100		個人		荒木　美保		300

				個人 コジン		廣中　隼人		200		個人 コジン		小林　久美子		100		個人 コジン		大山　裕美		100		0		0		個人		荒木　貢二		300

				個人 コジン		深谷　昌英		200		個人 コジン		小林　佳代		100		個人 コジン		大和田　英弥		100		0		0		個人		新開　裕之		300

				個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		小林　敬司		100		個人 コジン		大鷲　勝正		100		0		0		個人		新田　郁		300

				個人 コジン		福井　淳		200		個人 コジン		小林　達也		100		個人 コジン		岡田　明美		100		0		0		個人		在原　栄子		300

				個人 コジン		福岡　清紹		200		個人 コジン		小林　奈々		100		個人 コジン		岡田　慧美		100		0		0		個人		有馬　亨		300

				個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		小林　秀樹		100		個人 コジン		岡田　啓介		100		0		0		個人		井上　幹夫		300

				個人 コジン		福島　由恵		200		個人 コジン		小林　兵寿		100		個人 コジン		岡田　健一		100		0		0		個人		井上　洋一		300

				個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		小林　正子		100		個人 コジン		岡田　雅恵		100		0		0		個人		井川　直美		300

				個人 コジン		福山　大志		200		個人 コジン		小林　正平		100		個人 コジン		岡田　容子		100		0		0		個人		井尻　敏夫		300

				個人 コジン		福山　道和		200		個人 コジン		小林　稔		100		個人 コジン		岡本　明博		100		0		100		個人		井勢　昌志		300

				個人 コジン		藤井　椋太		200		個人 コジン		小林　泰弘		100		個人 コジン		岡本　光		100		0		0		個人		井関　啓人		300

				個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		小林　洋一		100		個人 コジン		岡村　研治		100		0		0		個人		井出　真二		300

				個人 コジン		藤田　映輝		200		個人 コジン		小林　洋子		100		個人 コジン		荻原　柊羽		100		0		0		個人		伊藤　恭子		300

				個人 コジン		藤田　武志		200		個人 コジン		小林　洋平		100		個人 コジン		奥村　節子		100		0		0		個人		伊藤　行子		300

				個人 コジン		藤谷　厚慈		200		個人 コジン		小平　義明		100		個人 コジン		桶作　敏之		100		0		100		個人		伊藤　好平		300

				個人 コジン		藤原　寛人		200		個人 コジン		小松　顕史		100		個人 コジン		落合　秋人		100		0		0		個人		猪瀬　幸男		300

				個人 コジン		藤原　隆雄		200		個人 コジン		小柳　敬右		100		個人 コジン		落部　厚志		100		0		0		個人		飯田　静子		300

				個人 コジン		藤原　正也		200		個人 コジン		小山　志穂		100		個人 コジン		乙部　真悟		100		0		100		個人		飯田　竜一		300

				個人 コジン		藤本　正雄		200		個人 コジン		五十嵐　健		100		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		0		0		個人		飯塚　誠		300

				個人 コジン		藤丸　洋優		200		個人 コジン		五十嵐　淳		100		個人 コジン		加茂　章		100		0		0		個人		池貝　久美子		300

				個人 コジン		藤光　真一		200		個人 コジン		五十嵐　利行		100		個人 コジン		加藤　英雄		100		0		-300		個人		池田　英		300

				個人 コジン		古村　公久		200		個人 コジン		五十嵐　直人		100		個人 コジン		加藤　桂子		100		0		0		個人		池田　稿		300

				個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		五反田　肇		100		個人 コジン		加藤　寛		100		0		0		個人		池田　匡		300

				個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		吾藤　広夫		100		個人 コジン		加藤　亨		100		0		0		個人		池田　典代		300

				個人 コジン		堀田　友美		200		個人 コジン		後藤　大輔		100		個人 コジン		加藤　修		100		0		100		個人		池田　裕真		300

				個人 コジン		本田　充孝		200		個人 コジン		後藤　国博		100		個人 コジン		加藤　正智		100		0		0		個人		池滝　純一		300

				個人 コジン		本多　昭彦		200		個人 コジン		後藤　哲也		100		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		0		0		個人		石井　雄二		300

				個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		後藤　俊英		100		個人 コジン		笠原　実		100		0		0		個人		石井　孝		300

				個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		後藤　長蔵		100		個人 コジン		柏木　孝夫		100		0		0		個人		石井　耕平		300

				個人 コジン		本間　瑞基		200		個人 コジン		後藤　ひさ子		100		個人 コジン		楫　喜博		100		0		0		個人		石井　晶子		300

				個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		後藤　満寿子		100		個人 コジン		樫村　尚		100		0		0		個人		石井　誠		300

				個人 コジン		本山　精司		200		個人 コジン		後藤　守男		100		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		0		0		個人		石川　敬子		300

				個人 コジン		真柄　博		200		個人 コジン		後藤　康信		100		個人 コジン		樫村　和香		100		0		0		個人		石川　秀樹		300

				個人 コジン		間野　むつみ		200		個人 コジン		合田　悟		100		個人 コジン		風間　三千代		100		0		100		個人		石川　弘起		300

				個人 コジン		前田　真由子		200		個人 コジン		合田　保彦		100		個人 コジン		片山　直樹		100		0		0		個人		石黒　貴都		300

				個人 コジン		前田　和輝		200		個人 コジン		鴻原　茉子		100		個人 コジン		片山　裕史		100		0		0		個人		石坂　智		300

				個人 コジン		升谷　正己		200		個人 コジン		越川　敏治		100		個人 コジン		形野　元彦		100		0		100		個人		石舘　洋二		300

				個人 コジン		益田　雅生		200		個人 コジン		駒井　大輔		100		個人 コジン		勝山　公貴		100		0		0		個人		石原　伸治		300

				個人 コジン		増田　英次郎		200		個人 コジン		米倉　宏昭		100		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		0		0		個人		石原　光太郎		300

				個人 コジン		増田　毅		200		個人 コジン		米田　昇市		100		個人 コジン		金井　紀雄		100		0		0		個人		石丸　海里		300

				個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		米田　和子		100		個人 コジン		金岡　麻美		100		0		0		個人		石丸　裕史		300

				個人 コジン		増田　浩		200		個人 コジン		近藤　維志		100		個人 コジン		金岡　京平		100		0		0		個人		泉　陽子		300

				個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		近藤　紀子		100		個人 コジン		金岡　真央		100		0		0		個人		磯　睦雄		300

				個人 コジン		松井　滋人		200		個人 コジン		近藤　基了		100		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		0		0		個人		磯崎　剛		300

				個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		近藤　啓司		100		個人 コジン		金子　順子		100		0		0		個人		市川　政人		300

				個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		近藤　尚子		100		個人 コジン		金子　富久栄		100		0		0		個人		市場　幹之		300

				個人 コジン		松阪　考		200		個人 コジン		近藤　善一		100		個人 コジン		金子　政弘		100		0		0		個人		岩井　敦		300

				個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		近藤　友也		100		個人 コジン		金澤　竜也		100		-300		-300		個人		岩井　聡知		300

				個人 コジン		松永　圭祐		200		個人 コジン		近藤　秀明		100		個人 コジン		金沢　信幸		100		0		0		個人		岩附　英史		300

				個人 コジン		松原　達哉		200		個人 コジン		近藤　正国		100		個人 コジン		金田　耕市		100		-100		-200		個人		宇美　房政		300

				個人 コジン		松本　英晃		200		個人 コジン		佐川　雅之		100		個人 コジン		兼田　充		100		0		100		個人		上杉　卓也		300

				個人 コジン		松本　貴大		200		個人 コジン		佐久間　照哉		100		個人 コジン		鎌田　雅史		100		0		0		個人		上田　亮太		300

				個人 コジン		松本　彰		200		個人 コジン		佐久間　弘典		100		個人 コジン		鎌田　和郎		100		-100		-100		個人		上地　謙司		300

				個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		佐孝　修		100		個人 コジン		神田　和政		100		0		0		個人		上村　亮		300

				個人 コジン		丸山　千代子		200		個人 コジン		佐野　恵洋		100		個人 コジン		神鳥　勝則		100		0		0		個人		植田　芳文		300

				個人 コジン		丸山　文哉		200		個人 コジン		佐野　賀与		100		個人 コジン		神行　国博		100		0		-100		個人		氏家　栄宏		300

				個人 コジン		三上　新一		200		個人 コジン		佐野　民三		100		個人 コジン		亀井　慎治		100		0		0		個人		内藤　大		300

				個人 コジン		三澤　忠男		200		個人 コジン		佐野　利一		100		個人 コジン		亀井　友廣		100		0		0		個人		内藤　丈裕		300

				個人 コジン		三橋　保宏		200		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		個人 コジン		萱野　政紀		100		0		0		個人		内山　隼人		300

				個人 コジン		三好　延由		200		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		0		0		個人		海老根　道昭		300

				個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		佐藤　大輔		100		個人 コジン		川上　隆三		100		0		0		個人		瓜ヶ平　学		300

				個人 コジン		水野　清二		200		個人 コジン		佐藤　憲司		100		個人 コジン		川崎　清人		100		0		0		個人		江崎　孝		300

				個人 コジン		水野　滋		200		個人 コジン		佐藤　賢治		100		個人 コジン		川崎　孝宏		100		0		0		個人		江盛　美鈴		300

				個人 コジン		水野　晋一		200		個人 コジン		佐藤　功		100		個人 コジン		川崎　優史		100		0		0		個人		衛　涛		300

				個人 コジン		溝口　伸一		200		個人 コジン		佐藤　心乃介		100		個人 コジン		川島　秀一		100		0		100		個人		遠藤　秀昭		300

				個人 コジン		溝手　眞美子		200		個人 コジン		佐藤　譲		100		個人 コジン		川田　敦士		100		0		100		個人		尾崎　俊哉		300

				個人 コジン		光富　藤則		200		個人 コジン		佐藤　誠恒		100		個人 コジン		川本　成子		100		0		100		個人		王　从舜		300

				個人 コジン		南　安代		200		個人 コジン		佐藤　千乃		100		個人 コジン		川本　真司		100		0		100		個人		大石　和敏		300

				個人 コジン		南谷　美智子		200		個人 コジン		佐藤　文美		100		個人 コジン		川俣　和博		100		0		0		個人		大植　康司		300

				個人 コジン		耳塚　忠幸		200		個人 コジン		佐藤　真由美		100		個人 コジン		河内　洋海		100		0		0		個人		大江　正男		300

				個人 コジン		宮川　隆英		200		個人 コジン		佐藤　正治		100		個人 コジン		河合　良成		100		0		0		個人		大城　歌奈子		300

				個人 コジン		宮崎　哲志		200		個人 コジン		佐藤　実		100		個人 コジン		河野　健太郎		100		0		0		個人		大隅　玲緒		300

				個人 コジン		宮崎　正三		200		個人 コジン		佐藤　美冬		100		個人 コジン		河本　英明		100		0		0		個人		大関　陽介		300

				個人 コジン		宮地　亮吉		200		個人 コジン		佐藤　裕大		100		個人 コジン		河村　慎司		100		0		0		個人		大曽根　博人		300

				個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		佐藤　優希		100		個人 コジン		乾　旭秀		100		0		0		個人		大田　武士		300

				個人 コジン		宮本　幸一		200		個人 コジン		佐々木　一平		100		個人 コジン		木賀　みゆき		100		0		0		個人		大田　美沙		300

				個人 コジン		宮本　尚季		200		個人 コジン		佐々木　大介		100		個人 コジン		木川　共代		100		0		0		個人		太田　充俊		300

				個人 コジン		向井　康		200		個人 コジン		佐々木　順一		100		個人 コジン		木下　利之		100		0		0		個人		大竹　英二		300

				個人 コジン		村上　伸浩		200		個人 コジン		佐々木　翔真		100		個人 コジン		木谷　幸枝		100		0		0		個人		大谷　孝子		300

				個人 コジン		村上　陽平		200		個人 コジン		佐々木　駿		100		個人 コジン		木本　千里		100		0		0		個人		大谷　将晴		300

				個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		佐々木　正記		100		個人 コジン		木村　啓一		100		0		0		個人		大友　淳		300

				個人 コジン		村島　弘知		200		個人 コジン		佐々木　裕之		100		個人 コジン		木村　茂		100		0		0		個人		大野　昭博		300

				個人 コジン		村田　宏一		200		個人 コジン		齊田　和宏		100		個人 コジン		木村　成暁		100		0		100		個人		大野　のり子		300

				個人 コジン		村田　美弥		200		個人 コジン		齋藤　有紀		100		個人 コジン		木村　稔		100		0		0		個人		大野　雅史		300

				個人 コジン		村田　幹雄		200		個人 コジン		齋藤　貴志		100		個人 コジン		木村　陽一		100		0		0		個人		大橋　邦康		300

				個人 コジン		望月　勇一郎		200		個人 コジン		齋藤　純子		100		個人 コジン		樹森　正		100		0		0		個人		大橋　儒一		300

				個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		齋藤　純平		100		個人 コジン		菊池　俊之		100		0		0		個人		大畑　美能留		300

				個人 コジン		守本　節子		200		個人 コジン		斎藤　岳央		100		個人 コジン		菊田　幸		100		0		0		個人		大濱　貴之		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		齊藤　利光		100		個人 コジン		岸下　昇平		100		0		0		個人		大原　眞理子		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		齋藤　正明		100		個人 コジン		北川　セツ子		100		0		0		個人		大見　俊司		300

				個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		齋藤　雅男		100		個人 コジン		北川　智子		100		0		0		個人		大矢知　章		300

				個人 コジン		森　美紀		200		個人 コジン		齊藤　美紀		100		個人 コジン		北島　靖久		100		0		0		個人		大山　哲		300

				個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		齋藤　庸子		100		個人 コジン		北村　滋規		100		0		0		個人		岡　徹		300

				個人 コジン		森川　龍男		200		個人 コジン		斎藤　義弘		100		個人 コジン		北村　芳之		100		0		0		個人		岡井　一郎		300

				個人 コジン		森澤　弘一		200		個人 コジン		坂井　宏子		100		個人 コジン		北守　久美子		100		0		0		個人		岡崎　真治		300

				個人 コジン		森田　真也		200		個人 コジン		坂井　理佳		100		個人 コジン		清原　幸江		100		0		0		個人		岡嶋　圭介		300

				個人 コジン		諸　雄治		200		個人 コジン		坂口　瑠理子		100		個人 コジン		清水　京三郎		100		0		0		個人		岡田　太郎		300

				個人 コジン		八木　啓		200		個人 コジン		坂崎　友章		100		個人 コジン		清水　茂勇		100		0		0		個人		岡本　拓人		300

				個人 コジン		八木　奈都美		200		個人 コジン		坂田　英樹		100		個人 コジン		清水　昭美		100		0		0		個人		岡村　強		300

				個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		坂田　恭子		100		個人 コジン		清水　智行		100		0		0		個人		荻谷　透		300

				個人 コジン		矢部　健一		200		個人 コジン		坂田　龍太		100		個人 コジン		清水　秀男		100		0		0		個人		荻原　宏是		300

				個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		坂出　宜隆		100		個人 コジン		清水　吉則		100		0		0		個人		奥田　明年		300

				個人 コジン		安部　章夫		200		個人 コジン		坂本　光信		100		個人 コジン		桐野　雅弘		100		0		0		個人		奥田　淡海子		300

				個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		坂本　森男		100		個人 コジン		桐原　理		100		0		0		個人		奥田　浩太郎		300

				個人 コジン		安藤　洋子		200		個人 コジン		坂本　良一		100		個人 コジン		九鬼　大樹		100		0		0		個人		奥村　元博		300

				個人 コジン		保坂　吉輝		200		個人 コジン		坂元　博		100		個人 コジン		久岡　俊之		100		0		100		個人		押田　元樹		300

				個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		坂寄　和弘		100		個人 コジン		久保　克人		100		0		0		個人		落合　幸恵		300

				個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		坂和　祐子		100		個人 コジン		久保田　守		100		0		0		個人		鬼頭　裕喜		300

				個人 コジン		薮内　清範		200		個人 コジン		阪井　洋平		100		個人 コジン		久保田　雪美		100		0		100		個人		加藤　恵子		300

				個人 コジン		山内　敏司		200		個人 コジン		阪本　寿明		100		個人 コジン		久我　久義		100		0		0		個人		加藤　貞和		300

				個人 コジン		山内　康恵		200		個人 コジン		先崎　辰明		100		個人 コジン		工藤　晃		100		0		100		個人		加藤　拓磨		300

				個人 コジン		山口　勝江		200		個人 コジン		崎本　壮		100		個人 コジン		工藤　由美		100		0		0		個人		加藤　信之		300

				個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		崎本　真由美		100		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		0		100		個人		貝淵　文彦		300

				個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		崎山　勝		100		個人 コジン		倉橋　敬		100		0		0		個人		柿村　不二夫		300

				個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		作田　大樹		100		個人 コジン		倉持　繁雄		100		0		0		個人		篭橋　努		300

				個人 コジン		山嵜　哲也		200		個人 コジン		櫻井　恵里奈		100		個人 コジン		栗島　大輔		100		0		0		個人		柏崎　佳世		300

				個人 コジン		山下　さとみ		200		個人 コジン		櫻井　君子		100		個人 コジン		栗林　千恵		100		0		0		個人		梶　政広		300

				個人 コジン		山城　宏和		200		個人 コジン		櫻井　健晴		100		個人 コジン		栗原　浩幸		100		0		0		個人		梶本　正資		300

				個人 コジン		山城　雪江		200		個人 コジン		櫻井　康隆		100		個人 コジン		栗原　泰		100		0		100		個人		片桐　雅		300

				個人 コジン		山添　直幸		200		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		個人 コジン		来住野　文雄		100		0		0		個人		門川　章吾		300

				個人 コジン		山田　春樹		200		個人 コジン		酒井　裕行		100		個人 コジン		黒川　綾子		100		0		100		個人		門川　美穂		300

				個人 コジン		山田　浩		200		個人 コジン		酒井　優樹		100		個人 コジン		黒田　智生		100		0		0		個人		門倉　広樹		300

				個人 コジン		山田　稔		200		個人 コジン		定成　保志		100		個人 コジン		黒谷　憲一		100		0		0		個人		蟹江　教文		300

				個人 コジン		山地　聰		200		個人 コジン		定森　哲男		100		個人 コジン		桑田　芳子		100		0		0		個人		蟹江　泰之		300

				個人 コジン		山中　保弘		200		個人 コジン		澤　有香里		100		個人 コジン		郡司　啓子		100		0		0		個人		金子　芳男		300

				個人 コジン		山本　秋子		200		個人 コジン		澤井　啓一		100		個人 コジン		玄海　外之		100		0		0		個人		鎌田　元彦		300

				個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		澤田　潤		100		個人 コジン		権藤　正則		100		0		0		個人		神農　武洪		300

				個人 コジン		山本　泰教		200		個人 コジン		澤田　拓二		100		個人 コジン		小池　英人		100		0		0		個人		亀井　清一		300

				個人 コジン		山本　靖雄		200		個人 コジン		志柿　賢太		100		個人 コジン		小池　正伸		100		0		0		個人		亀田　圭介		300

				個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		志田　太利夫		100		個人 コジン		小石　隆子		100		0		0		個人		川勝　惠子		300

				個人 コジン		山村　芳伸		200		個人 コジン		志村　和久		100		個人 コジン		小石　好美		100		0		0		個人		川頭　進矢		300

				個人 コジン		湯浅　和彦		200		個人 コジン		四方　裕輝		100		個人 コジン		小泉　隆雄		100		0		-100		個人		川渕　健志郎		300

				個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		椎名　隆行		100		個人 コジン		小板　英男		100		0		0		個人		川村　紀子		300

				個人 コジン		行正　俊章		200		個人 コジン		椎名　康弘		100		個人 コジン		小尾　和人		100		0		0		個人		河内　伸介		300

				個人 コジン		与座　美穂		200		個人 コジン		塩崎　順也		100		個人 コジン		小形　昌樹		100		0		0		個人		河田　隆良		300

				個人 コジン		横井　賢造		200		個人 コジン		塩田　博明		100		個人 コジン		小川　泰史		100		0		0		個人		河野　勝則		300

				個人 コジン		横尾　貴之		200		個人 コジン		塩出　有希		100		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		0		0		個人		河原　慶一		300

				個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		塩野谷　政伸		100		個人 コジン		小関　学		100		0		0		個人		河辺　信雄		300

				個人 コジン		横野　義雄		200		個人 コジン		鹿島　真理		100		個人 コジン		小田　伸寛		100		0		0		個人		河本　紘昭		300

				個人 コジン		横山　直之		200		個人 コジン		鹿取　剛		100		個人 コジン		小西　美貴		100		0		0		個人		木本　貴也		300

				個人 コジン		横山　力		200		個人 コジン		軸屋　久恵		100		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		0		0		個人		木村　敏樹		300

				個人 コジン		吉岡　貴史		200		個人 コジン		軸屋　省三		100		個人 コジン		小林　潤		100		0		0		個人		木村　ミヨ		300

				個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		重田　良明		100		個人 コジン		小林　英里子		100		0		0		個人		喜多　洸介		300

				個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		七尾　英也		100		個人 コジン		小林　佳代		100		0		0		個人		菊田　真紀子		300

				個人 コジン		吉岡　照子		200		個人 コジン		篠原　香里		100		個人 コジン		小林　達也		100		0		0		個人		菊谷　美幸		300

				個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		芝山　昌臣		100		個人 コジン		小林　奈々		100		0		0		個人		岸田　卓也		300

				個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		柴田　清博		100		個人 コジン		小林　秀樹		100		0		0		個人		岸野　桃江		300

				個人 コジン		吉田　孝		200		個人 コジン		柴田　穣		100		個人 コジン		小林　兵寿		100		0		0		個人		岸本　隆		300

				個人 コジン		吉田　純一		200		個人 コジン		柴田　真妃		100		個人 コジン		小柳　敬右		100		0		0		個人		北川　誠彦		300

				個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		柴田　万紀子		100		個人 コジン		五十嵐　健		100		0		100		個人		清水　憲之		300

				個人 コジン		吉田　保博		200		個人 コジン		渋田見　好美		100		個人 コジン		五十嵐　淳		100		0		0		個人		清水　しおり		300

				個人 コジン		吉野　晴彦		200		個人 コジン		島岡　忠弘		100		個人 コジン		五十嵐　利行		100		0		0		個人		清水　俊貴		300

				個人 コジン		吉本　孝彦		200		個人 コジン		島岡　宏明		100		個人 コジン		五反田　肇		100		0		0		個人		久保田　金次		300

				個人 コジン		吉本　弘		200		個人 コジン		島田　克敏		100		個人 コジン		後藤　大輔		100		0		0		個人		久保田　文子		300

				個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		嶋田　美惠子		100		個人 コジン		後藤　国博		100		0		0		個人		草野　芳枝		300

				個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		島田　和紀		100		個人 コジン		後藤　哲也		100		0		0		個人		草場　裕		300

				個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		島村　幸子		100		個人 コジン		後藤　俊英		100		0		0		個人		熊沢　豊		300

				個人 コジン		吉村　和平		200		個人 コジン		下桶　佑知		100		個人 コジン		後藤　守男		100		0		0		個人		熊田　耕成		300

				個人 コジン		力武　雅弘		200		個人 コジン		下木　和敏		100		個人 コジン		合田　保彦		100		0		0		個人		倉田　知枝		300

				個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		下田　美帆		100		個人 コジン		鴻原　茉子		100		0		0		個人		倉田　泰英		300

				個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		下牧　伸子		100		個人 コジン		越前谷　伸二		100		-100		-100		個人		倉本　康弘		300

				個人 コジン		若狭　誠		200		個人 コジン		徐　智源		100		個人 コジン		駒井　大輔		100		0		0		個人		栗原　雄一		300

				個人 コジン		若林　兼光		200		個人 コジン		白井　宏和		100		個人 コジン		米倉　宏昭		100		0		0		個人		栗原　晴夫		300

				個人 コジン		若林　丈裕		200		個人 コジン		白土　茂和		100		個人 コジン		米田　和子		100		0		0		個人		黒岩　宏樹		300

				個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		甚田　行雄		100		個人 コジン		近藤　基了		100		0		0		個人		黒河内　由佳		300

				個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		須賀　雅子		100		個人 コジン		近藤　善一		100		0		0		個人		桑園　淳		300

				個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		須賀　裕二		100		個人 コジン		近藤　友也		100		0		0		個人		玄海　外之		300

				個人 コジン		脇川　正昭		200		個人 コジン		須賀　遥奈		100		個人 コジン		近藤　秀明		100		0		0		個人		阮　佩穎		300

				個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		須田　聡		100		個人 コジン		近藤　正国		100		0		0		個人		小池　雅子		300

				個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		須永　崇春		100		個人 コジン		佐川　雅之		100		0		0		個人		小泉　敏弥		300

				個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		須藤　恵司		100		個人 コジン		佐久間　弘典		100		0		0		個人		小笠原　悟		300

				個人 コジン		石川　昌平		130		個人 コジン		須藤　秀和		100		個人 コジン		佐野　賀与		100		0		0		個人		小久保　操		300

				個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		鄒　紅岩		100		個人 コジン		佐伯　謙太郎		100		-200		0		個人		小杉　麻樹		300

				個人 コジン		阿部　克功		100		個人 コジン		末長　延子		100		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		0		100		個人		小田　智久		300

				個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		末吉　賢伍		100		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		0		0		個人		小田垣　直弥		300

				個人 コジン		阿部　久美子		100		個人 コジン		菅　英憲		100		個人 コジン		佐藤　美冬		100		0		0		個人		小田嶋　勝也		300

				個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		菅野　幸夫		100		個人 コジン		齊田　和宏		100		0		100		個人		小谷野　幸夫		300

				個人 コジン		阿部　直樹		100		個人 コジン		菅原　哲也		100		個人 コジン		齋藤　雅男		100		0		0		個人		小手　健裕		300

				個人 コジン		阿良　満寿男		100		個人 コジン		菅原　敏明		100		個人 コジン		齊藤　美紀		100		0		100		個人		小寺　国嘉		300

				個人 コジン		相浦　謙児		100		個人 コジン		杉浦　太		100		個人 コジン		齋藤　庸子		100		0		0		個人		小畑　恵子		300

				個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		杉浦　尚美		100		個人 コジン		斎藤　義弘		100		0		0		個人		小林　栄子		300

				個人 コジン		相須　啓吾		100		個人 コジン		杉田　隆		100		個人 コジン		坂田　恭子		100		0		0		個人		小林　淳一		300

				個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		杉田　哲		100		個人 コジン		坂出　宜隆		100		0		0		個人		小林　伸治		300

				個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		杉田　年男		100		個人 コジン		坂本　光信		100		0		0		個人		小林　鉄也		300

				個人 コジン		相馬　松夫		100		個人 コジン		杉原　天哉		100		個人 コジン		坂本　良一		100		0		0		個人		小原　文男		300

				個人 コジン		相馬　由佳		100		個人 コジン		杉本　辰夫		100		個人 コジン		坂和　祐子		100		0		0		個人		小八木　康正		300

				個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		杉本　初代		100		個人 コジン		阪井　洋平		100		0		0		個人		児嶋　広		300

				個人 コジン		愛甲　隆広		100		個人 コジン		杉山　篤		100		個人 コジン		崎本　壮		100		0		0		個人		兒玉　巧実		300

				個人 コジン		青井　勝茂		100		個人 コジン		杉山　有司		100		個人 コジン		崎本　真由美		100		0		0		個人		後藤　英夫		300

				個人 コジン		青木　貴之		100		個人 コジン		杉山　慶子		100		個人 コジン		崎山　勝		100		0		0		個人		後藤　敏文		300

				個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		杉山　和孝		100		個人 コジン		櫻井　健晴		100		0		0		個人		米田　明代		300

				個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		助川　伸人		100		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		0		0		個人		米田　達也		300

				個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		個人 コジン		酒井　優樹		100		0		100		個人		米山　勝博		300

				個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		鈴木　堅司		100		個人 コジン		定成　保志		100		0		100		個人		近藤　勝樹		300

				個人 コジン		青山　伸昭		100		個人 コジン		鈴木　克巳		100		個人 コジン		定森　哲男		100		0		0		個人		近藤　栄治		300

				個人 コジン		青山　秀奐		100		個人 コジン		鈴木　記代子		100		個人 コジン		澤田　潤		100		0		0		個人		近藤　文彦		300

				個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		鈴木　清夫		100		個人 コジン		志田　太利夫		100		0		0		個人		佐野　憲作		300

				個人 コジン		赤尾　尚志		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		個人 コジン		志水　正治		100		-100		0		個人		佐野　敏朗		300

				個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		個人 コジン		志村　和久		100		0		0		個人		佐復　信夫		300

				個人 コジン		赤出川　鈴子		100		個人 コジン		鈴木　千鶴子		100		個人 コジン		四宮　重樹		100		-100		-100		個人		佐藤　魁		300

				個人 コジン		赤沼　正副		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		個人 コジン		椎名　隆行		100		0		0		個人		佐藤　貴志		300

				個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		鈴木　武		100		個人 コジン		塩崎　順也		100		0		0		個人		佐藤　啓吉		300

				個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		鈴木　利奈		100		個人 コジン		鹿島　真理		100		0		0		個人		佐藤　真衣		300

				個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		個人 コジン		鹿取　剛		100		0		0		個人		佐藤　雅子		300

				個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		個人 コジン		篠原　香里		100		0		0		個人		佐藤　康光		300

				個人 コジン		秋山　武康		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		個人 コジン		柴田　万紀子		100		0		0		個人		佐藤　和彦		300

				個人 コジン		秋山　真佐子		100		個人 コジン		鈴木　まゆみ		100		個人 コジン		渋田見　好美		100		0		100		個人		佐々木　孝		300

				個人 コジン		秋山　正道		100		個人 コジン		鈴木　真人		100		個人 コジン		島田　克敏		100		0		0		個人		佐々木　晋也		300

				個人 コジン		浅井　寿江		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		個人 コジン		島田　和紀		100		0		0		個人		佐々木　美菜		300

				個人 コジン		浅井　誠		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		個人 コジン		島村　幸子		100		0		0		個人		齋木　清太郎		300

				個人 コジン		浅井　勇斗		100		個人 コジン		鈴木　勇二		100		個人 コジン		下木　和敏		100		0		0		個人		斎場　彩芽		300

				個人 コジン		浅田　力也		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		個人 コジン		下田　美帆		100		0		0		個人		齋藤　知宏		300

				個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		鈴木　義行		100		個人 コジン		下牧　伸子		100		0		0		個人		斎藤　正樹		300

				個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		住友　雅代		100		個人 コジン		徐　智源		100		0		0		個人		斉藤　政治		300

				個人 コジン		浅見　和夫		100		個人 コジン		角野　章之		100		個人 コジン		白井　宏和		100		0		0		個人		斉藤　三四郎		300

				個人 コジン		浅見　和子		100		個人 コジン		世良　寛子		100		個人 コジン		城福　宏吉		100		-100		0		個人		斉藤　道雄		300

				個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		世良　耕一		100		個人 コジン		甚田　行雄		100		0		0		個人		齋藤　義人		300

				個人 コジン		朝倉　哲雄		100		個人 コジン		瀬尾　公彦		100		個人 コジン		鄒　紅岩		100		0		0		個人		斎藤　義弘		300

				個人 コジン		芦田　伸一郎		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		個人 コジン		菅　英憲		100		0		100		個人		坂内　清江		300

				個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		瀬筒　美帆		100		個人 コジン		菅原　哲也		100		0		100		個人		坂東　愼二		300

				個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		個人 コジン		杉本　初代		100		0		0		個人		阪本　貴志		300

				個人 コジン		足立　隆		100		個人 コジン		瀬戸　洋子		100		個人 コジン		杉山　有司		100		0		0		個人		櫻井　克彦		300

				個人 コジン		穴澤　広昭		100		個人 コジン		関　和範		100		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		0		0		個人		桜庭　義明		300

				個人 コジン		穴水　昌徳		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		個人 コジン		鈴木　克巳		100		0		0		個人		酒井　大		300

				個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		0		0		個人		笹島　優希		300

				個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		千葉　正美		100		個人 コジン		鈴木　誠		100		100		100		個人		笹本　芳邦		300

				個人 コジン		天野　輝司		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		0		0		個人		四竈　由紀子		300

				個人 コジン		天野　裕之		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		0		0		個人		塩崎　喜久子		300

				個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		曽根　君子		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		0		0		個人		塩山　芳規		300

				個人 コジン		網野　美郷		100		個人 コジン		惣部　勝美		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		0		0		個人		茂木　久		300

				個人 コジン		綾野　成記		100		個人 コジン		添川　泰大		100		個人 コジン		鈴木　豊		100		100		100		個人		渋谷　泉		300

				個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		添田　安彦		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		0		0		個人		渋谷　宜礼		300

				個人 コジン		荒井　謙三		100		個人 コジン		袖澤　純		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		0		0		個人		島田　功一		300

				個人 コジン		荒石　高志		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		0		0		個人		島田　淳		300

				個人 コジン		荒川　学		100		個人 コジン		外山　健一		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		0		100		個人		島田　光春		300

				個人 コジン		荒川　達也		100		個人 コジン		染谷　秀樹		100		個人 コジン		角野　章之		100		0		0		個人		嶋野　朋子		300

				個人 コジン		荒木　剛		100		個人 コジン		田口　民子		100		個人 コジン		世良　寛子		100		0		0		個人		徐　明潔		300

				個人 コジン		荒木　茂徳		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		個人 コジン		世良　耕一		100		0		0		個人		徐　鈴華		300

				個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		0		100		個人		白川　勝也		300

				個人 コジン		荒木関　司		100		個人 コジン		田島　のり子		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		0		100		個人		白田　麻衣		300

				個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		田島　典泰		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		0		100		個人		進士　克英		300

				個人 コジン		荒谷　章弘		100		個人 コジン		田島　裕士		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		0		0		個人		須藤　恵美子		300

				個人 コジン		荒谷　直俊		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		個人 コジン		千葉　正美		100		0		0		個人		菅井　洋平		300

				個人 コジン		新井　茂		100		個人 コジン		田代　清		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		0		0		個人		菅沼　聡		300

				個人 コジン		新田　侑子		100		個人 コジン		田代　直秀		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		0		0		個人		杉井　康子		300

				個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		田代　雅門		100		個人 コジン		袖澤　純		100		0		0		個人		鈴木　一之		300

				個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		田立　知路		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		0		0		個人		鈴木　一志		300

				個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		個人 コジン		田口　民子		100		0		0		個人		鈴木　英子		300

				個人 コジン		有井　直樹		100		個人 コジン		田中　一成		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		0		0		個人		鈴木　英和		300

				個人 コジン		有ケ谷　光宏		100		個人 コジン		田中　樹希		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		0		0		個人		鈴木　克巳		300

				個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		田中　久治		100		個人 コジン		田子森　賢一		100		-1000		-1000		個人		鈴木　喜光		300

				個人 コジン		有馬　和哉		100		個人 コジン		田中　公太		100		個人 コジン		田島　のり子		100		0		0		個人		鈴木　智也		300

				個人 コジン		有村　俊宏		100		個人 コジン		田中　孝司		100		個人 コジン		田島　裕士		100		0		0		個人		鈴木　広大		300

				個人 コジン		淡路　卓臣		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		0		0		個人		鈴木　光明		300

				個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		田中　茂		100		個人 コジン		田代　雅門		100		0		0		個人		鈴木　康平		300

				個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		田中　修司		100		個人 コジン		田立　知路		100		0		0		個人		鈴木　亮		300

				個人 コジン		井上　健治		100		個人 コジン		田中　早乙女		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		0		0		個人		住田　意知		300

				個人 コジン		井上　里沙		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		個人 コジン		田中　樹希		100		0		0		個人		住吉　翔元		300

				個人 コジン		井上　征則		100		個人 コジン		田中　広志		100		個人 コジン		田中　久治		100		0		0		個人		瀬畑　元子		300

				個人 コジン		井上　利樹		100		個人 コジン		田中　やす子		100		個人 コジン		田中　公太		100		0		0		個人		関　厚志		300

				個人 コジン		井上　真宏		100		個人 コジン		田中　由美子		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		0		0		個人		関　正和		300

				個人 コジン		井上　松雄		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		個人 コジン		田中　茂		100		0		0		個人		関　充夫		300

				個人 コジン		井上　祐子		100		個人 コジン		田端　睦毅		100		個人 コジン		田中　修司		100		0		0		個人		千葉　厚生		300

				個人 コジン		井上　和幸		100		個人 コジン		田伐　智		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		0		0		個人		善理　愛子		300

				個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		田原　豊治		100		個人 コジン		田中　秀和		100		100		100		個人		曽我　栄		300

				個人 コジン		井川　道朗		100		個人 コジン		田部　順		100		個人 コジン		田中　広志		100		0		100		個人		田倉　規雄		300

				個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		0		0		個人		田中　勝		300

				個人 コジン		井口　啓子		100		個人 コジン		田辺　基益		100		個人 コジン		田伐　智		100		0		0		個人		田中　創太		300

				個人 コジン		井尻　康紀		100		個人 コジン		田村　昂大		100		個人 コジン		田原　豊治		100		0		0		個人		田中　宏樹		300

				個人 コジン		井田　眞治		100		個人 コジン		田村　直樹		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		0		0		個人		田中　貢		300

				個人 コジン		井龍　健一郎		100		個人 コジン		田村　義弘		100		個人 コジン		多賀　善治		100		0		0		個人		田中　勇也		300

				個人 コジン		井谷　忠雄		100		個人 コジン		多賀　善治		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		0		100		個人		田畑　雅光		300

				個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		0		0		個人		田原　誠		300

				個人 コジン		井本　将美		100		個人 コジン		多部田　健司		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		0		0		個人		田原　司		300

				個人 コジン		伊関　博一		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		個人 コジン		高風　和代		100		0		0		個人		田村　史子		300

				個人 コジン		伊地知　直美		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		0		100		個人		高岡　直樹		300

				個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		高岡　浩子		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		0		0		個人		高貝　忠良		300

				個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		高風　和代		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		0		0		個人		高貝　好永		300

				個人 コジン		伊藤　あけみ		100		個人 コジン		高木　弘道		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		0		0		個人		高木　俊一		300

				個人 コジン		伊藤　郁夫		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		個人 コジン		高城　尚久		100		0		0		個人		高崎　彩花		300

				個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		個人 コジン		高田　忠司		100		0		100		個人		高橋　昭雄		300

				個人 コジン		伊藤　嘉高		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		個人 コジン		高田　光一		100		0		0		個人		高橋　拓也		300

				個人 コジン		伊藤　君代		100		個人 コジン		高崎　守		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		0		0		個人		高橋　利工		300

				個人 コジン		伊藤　久恵		100		個人 コジン		高島　考司		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		0		0		個人		高橋　典子		300

				個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		0		100		個人		高橋　雅昭		300

				個人 コジン		伊藤　憲昭		100		個人 コジン		高城　尚久		100		個人 コジン		高橋　典良		100		0		0		個人		高橋　雅己		300

				個人 コジン		伊藤　剛		100		個人 コジン		高瀬　晋三		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		0		0		個人		高見　隆一		300

				個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		高田　佳正		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		0		0		個人		高安　博之		300

				個人 コジン		伊藤　善太郎		100		個人 コジン		高田　晋司		100		個人 コジン		高橋　洋		100		0		0		個人		滝内　健		300

				個人 コジン		伊藤　長三郎		100		個人 コジン		高田　宗典		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		0		0		個人		瀧川　幸雄		300

				個人 コジン		伊藤　典子		100		個人 コジン		高田　忠司		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		0		100		個人		滝川　哲也		300

				個人 コジン		伊藤　博夫		100		個人 コジン		高田　晴貴		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		0		0		個人		瀧口　敬之		300

				個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		高田　光一		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		0		0		個人		竹内　明		300

				個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		高野　章		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		0		100		個人		竹内　やよい		300

				個人 コジン		伊藤　裕一		100		個人 コジン		高野　操		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		0		100		個人		竹之内　学		300

				個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		高野　辰二		100		個人 コジン		武井　賢一		100		0		0		個人		竹村　梅之介		300

				個人 コジン		伊藤　玲子		100		個人 コジン		高野　和代		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		0		100		個人		竹村　仁孝		300

				個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		0		0		個人		武田　清人		300

				個人 コジン		猪飼　君香		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		個人 コジン		立川　義彦		100		0		100		個人		立石　ヤス子		300

				個人 コジン		猪口　敏一		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		個人 コジン		巽　英司		100		0		0		個人		立木　耀		300

				個人 コジン		猪瀬　育子		100		個人 コジン		高橋　君子		100		個人 コジン		谷川　英二		100		0		0		個人		立花　清光		300

				個人 コジン		飯泉　昇三		100		個人 コジン		高橋　幸子		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		0		0		個人		立古　雅明		300

				個人 コジン		飯尾　達也		100		個人 コジン		高橋　誠		100		個人 コジン		谷山　輝		100		0		0		個人		立松　芳枝		300

				個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		高橋　典良		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		0		0		個人		達　尚子		300

				個人 コジン		飯島　順		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		0		0		個人		巽　健二		300

				個人 コジン		飯島　武		100		個人 コジン		高橋　正明		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		0		100		個人		谷口　恵一		300

				個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		0		0		個人		種中　純子		300

				個人 コジン		飯田　悠貴		100		個人 コジン		高橋　洋		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		0		0		個人		丹野　健一郎		300

				個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		個人 コジン		津田　麻里子		100		-200		-200		個人		丹羽　理栄		300

				個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		個人 コジン		津田　敏夫		100		-200		-200		個人		筑後　一徳		300

				個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		0		0		個人		辻　泰崇		300

				個人 コジン		飯塚　俊夫		100		個人 コジン		滝沢　豪		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		0		0		個人		土居　吾郎		300

				個人 コジン		飯塚　智亮		100		個人 コジン		滝沢　敏夫		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		0		100		個人		土方　純子		300

				個人 コジン		飯塚　幹子		100		個人 コジン		瀧脇　宏		100		個人 コジン		辻　直樹		100		0		0		個人		堤　真理		300

				個人 コジン		飯沼　康宏		100		個人 コジン		竹内　誠治		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		0		0		個人		恒川　幸久		300

				個人 コジン		飯野　努		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		個人 コジン		土田　美代子		100		0		0		個人		常盤　淳平		300

				個人 コジン		飯室　聡		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		個人 コジン		土館　公衛		100		-100		-100		個人		常藤　進之介		300

				個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		0		0		個人		鶴来　孝史		300

				個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		竹田　恵子		100		個人 コジン		土屋　翔		100		0		0		個人		寺尾　俊洋		300

				個人 コジン		生田　慎二		100		個人 コジン		竹田　千代子		100		個人 コジン		堤　健史		100		0		100		個人		寺島　良太		300

				個人 コジン		生田　秀巳		100		個人 コジン		竹原　一貴		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		0		100		個人		戸田　薫		300

				個人 コジン		幾田　いおり		100		個人 コジン		竹藤　秀人		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		0		0		個人		徳山　榮男		300

				個人 コジン		池上　豊隆		100		個人 コジン		竹本　治		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		0		0		個人		富塚　恵		300

				個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		竹村　昌司		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		0		0		個人		冨永　将嗣		300

				個人 コジン		池内　俊夫		100		個人 コジン		竹森　知		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		0		0		個人		富永　直人		300

				個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		武井　賢一		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		0		0		個人		友井　圭佑		300

				個人 コジン		池垣　昇		100		個人 コジン		武川　和美		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		0		0		個人		中　裕之		300

				個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		武田　冬彦		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		0		0		個人		中垣　忠司		300

				個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		個人 コジン		寺門　直		100		0		100		個人		中島　絵美		300

				個人 コジン		池田　清		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		0		100		個人		中島　千鶴		300

				個人 コジン		池田　亨		100		個人 コジン		立川　裕子		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		0		0		個人		中島　瞳		300

				個人 コジン		池田　順一		100		個人 コジン		立川　義彦		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		0		0		個人		中田　智		300

				個人 コジン		池田　哲		100		個人 コジン		立花　幸代		100		個人 コジン		都築　修一		100		0		100		個人		中田　智治		300

				個人 コジン		池田　秀行		100		個人 コジン		巽　英司		100		個人 コジン		當真　聖也		100		-100		-100		個人		中塚　哲夫		300

				個人 コジン		池田　正之		100		個人 コジン		谷　佳久雄		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		0		0		個人		中司　美枝子		300

				個人 コジン		池田　泰啓		100		個人 コジン		谷池　徹		100		個人 コジン		通阪　純也		100		0		0		個人		中西　佑太		300

				個人 コジン		池野　暉		100		個人 コジン		谷川　英二		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		0		100		個人		中野　清弘		300

				個人 コジン		池部　幸雄		100		個人 コジン		谷崎　久仁子		100		個人 コジン		冨岡　要		100		0		0		個人		中野　達郎		300

				個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		谷崎　尊志		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		0		0		個人		中馬　秀明		300

				個人 コジン		石井　清和		100		個人 コジン		谷西　延行		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		0		0		個人		中本　伊知郎		300

				個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		個人 コジン		豊田　治男		100		0		0		個人		中村　一彦		300

				個人 コジン		石井　昭夫		100		個人 コジン		谷山　輝		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		0		0		個人		中村　潔春		300

				個人 コジン		石井　敏朗		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		個人 コジン		那須野　亮		100		0		100		個人		中山　茂夫		300

				個人 コジン		石井　まつ		100		個人 コジン		玉井　亨		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		0		0		個人		永井　栄理奈		300

				個人 コジン		石井　政雄		100		個人 コジン		玉井　哲		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		0		100		個人		永井　浩子		300

				個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		個人 コジン		中川　英樹		100		0		0		個人		永宗　佳代		300

				個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		玉澤　禎顕		100		個人 コジン		中島　啓		100		0		100		個人		永田　久美子		300

				個人 コジン		石川　輝子		100		個人 コジン		地曳　多三郎		100		個人 コジン		中島　孔志		100		0		0		個人		永田　裕人		300

				個人 コジン		石川　俊		100		個人 コジン		知野見　恵美		100		個人 コジン		中島　直樹		100		0		0		個人		永野　択		300

				個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		個人 コジン		中園　将弥		100		0		0		個人		永峯　康生		300

				個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		陳　登		100		個人 コジン		中園　輝子		100		0		0		個人		仲谷　明准		300

				個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		個人 コジン		中田　理成		100		0		0		個人		仲村　則俊		300

				個人 コジン		石川　容子		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		個人 コジン		中田　和永		100		0		0		個人		長内　人志		300

				個人 コジン		石川　由美子		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		個人 コジン		中田　和彦		100		0		0		個人		長江　高洋		300

				個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		0		0		個人		長野　啓子		300

				個人 コジン		石倉　順子		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		個人 コジン		中西　康代		100		0		0		個人		難波　宏一		300

				個人 コジン		石黒　眞		100		個人 コジン		塚本　進		100		個人 コジン		中野　一憲		100		0		0		個人		二丹田　スミ子		300

				個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		辻　直樹		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		0		0		個人		西　義久		300

				個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		辻井　啓裕		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		0		0		個人		西川　俊輔		300

				個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		0		0		個人		西川　泰弘		300

				個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		土井　慎治		100		個人 コジン		中野　正之		100		0		100		個人		西崎　義明		300

				個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		土澤　康之		100		個人 コジン		中村　明彦		100		0		0		個人		西澤　樹生		300

				個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		土田　美代子		100		個人 コジン		中村　佳代		100		0		0		個人		西田　定子		300

				個人 コジン		石田　勝江		100		個人 コジン		土屋　大助		100		個人 コジン		中村　茂		100		0		0		個人		西谷　竜二		300

				個人 コジン		石田　義則		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		個人 コジン		中村　司		100		0		0		個人		西野　邦雄		300

				個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		土屋　孝		100		個人 コジン		中村　等		100		0		100		個人		西林　真		300

				個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		土屋　翔		100		個人 コジン		中山　誠三		100		0		0		個人		西村　仁志		300

				個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		筒井　恵美		100		個人 コジン		中山　智裕		100		0		0		個人		沼田　義典		300

				個人 コジン		石塚　真由子		100		個人 コジン		堤　健史		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		0		0		個人		野上　勉		300

				個人 コジン		石中　八重子		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		0		0		個人		野口　一浩		300

				個人 コジン		石波　慎一郎		100		個人 コジン		常川　猛		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		0		0		個人		野口　慶太		300

				個人 コジン		石野　壽雄		100		個人 コジン		椿　眞由美		100		個人 コジン		永戸　光生		100		0		0		個人		野澤　雅彦		300

				個人 コジン		石橋　將年		100		個人 コジン		坪田　彰三		100		個人 コジン		永山　恒誉		100		-100		0		個人		野田　亜由美		300

				個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		詰坂　信敏		100		個人 コジン		長迫　君代		100		0		0		個人		延原　克幸		300

				個人 コジン		石原　佳奈		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		個人 コジン		長島　芳子		100		0		0		個人		馬淵　俊輔		300

				個人 コジン		石原　將永		100		個人 コジン		鶴子　正明		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		0		0		個人		橋本　一仁		300

				個人 コジン		石原　慎一		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		0		0		個人		橋本　貴至		300

				個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		0		0		個人		橋本　光治		300

				個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		手錢　孝介		100		個人 コジン		長幡　勝		100		-200		0		個人		橋本　裕子		300

				個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		0		0		個人		畑中　一成		300

				個人 コジン		石政　祐介		100		個人 コジン		出口　広美		100		個人 コジン		鍋島　賛郎		100		-1000		100		個人		初芝　ヒサ子		300

				個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		出口　勉		100		個人 コジン		並木　秀行		100		0		0		個人		花井　秀勝		300

				個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		梯　安雄		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		0		0		個人		花嶋　薫		300

				個人 コジン		泉　俊介		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		個人 コジン		難波　祐二		100		0		0		個人		花園　治郎		300

				個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		0		0		個人		濱比嘉　満		300

				個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		個人 コジン		二宮　健次		100		0		0		個人		早川　康子		300

				個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		寺門　直		100		個人 コジン		西　康栄		100		0		0		個人		林　一郎		300

				個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		寺本　洋		100		個人 コジン		西岡　一美		100		0		0		個人		林　徳雄		300

				個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		個人 コジン		西川　徹		100		0		100		個人		林　美樹子		300

				個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		個人 コジン		西田　まり子		100		0		0		個人		林　義明		300

				個人 コジン		一井　英樹		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		個人 コジン		西野　泰正		100		0		0		個人		林　義裕		300

				個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		都築　修一		100		個人 コジン		西野　陽子		100		0		0		個人		林田　晃佳		300

				個人 コジン		市　善介		100		個人 コジン		刀祢　定一		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		0		0		個人		原　啓介		300

				個人 コジン		市岡　正基		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		個人 コジン		西本　正英		100		0		0		個人		原　義彦		300

				個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		陶山　圭史		100		個人 コジン		西村　一峰		100		0		100		個人		原川　謙		300

				個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		通阪　純也		100		個人 コジン		西村　聡		100		0		0		個人		原田　健司		300

				個人 コジン		市田　晃佑		100		個人 コジン		徳木　英真		100		個人 コジン		西山　英二		100		0		0		個人		原田　康暉		300

				個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		徳野　健一郎		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		0		0		個人		張本　昭人		300

				個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		飛田　翔		100		個人 コジン		布　美香子		100		0		0		個人		日高　聡史		300

				個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		0		0		個人		樋口　潤		300

				個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		冨岡　要		100		個人 コジン		根岸　良実		100		0		0		個人		樋口　拓也		300

				個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		冨田　将典		100		個人 コジン		根本　剛		100		0		0		個人		東　利樹		300

				個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		富田　和枝		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		0		0		個人		疋田　順彦		300

				個人 コジン		稲森　創		100		個人 コジン		冨永　直彦		100		個人 コジン		野中　孝子		100		0		0		個人		平井　重人		300

				個人 コジン		犬童　博和		100		個人 コジン		富室　修一		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		0		0		個人		平岡　美樹子		300

				個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		冨山　亮太		100		個人 コジン		野村　貞子		100		0		0		個人		平栗　宗世		300

				個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		個人 コジン		野村　優子		100		0		100		個人		平澤　寿子		300

				個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		豊島　隆		100		個人 コジン		信森　達也		100		0		0		個人		平田　将洋		300

				個人 コジン		今井　香織		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		0		100		個人		平田　祥子		300

				個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		豊田　治男		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		0		0		個人		平野　圭子		300

				個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		虎尾　榮一		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		0		100		個人		廣江　竜二郎		300

				個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		鳥井　雅之		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		0		0		個人		廣瀬　健		300

				個人 コジン		今井　優		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		0		0		個人		深沢　樹寿		300

				個人 コジン		今泉　英樹		100		個人 コジン		那須　慎一		100		個人 コジン		畑田　猛		100		0		100		個人		深堀　美樹		300

				個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		那須野　亮		100		個人 コジン		畠中　修		100		0		0		個人		福井　徳司		300

				個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		0		0		個人		福江　智之		300

				個人 コジン		今里　精基		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		個人 コジン		花内　洋		100		0		0		個人		福島　俊一郎		300

				個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		中　宗一郎		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		0		0		個人		福田　俊幸		300

				個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		中川　英樹		100		個人 コジン		花園　治郎		100		0		0		個人		藤井　勝規		300

				個人 コジン		今中　章弘		100		個人 コジン		中川　忍		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		0		0		個人		藤井　奈津美		300

				個人 コジン		今野　信一郎		100		個人 コジン		中川　浩		100		個人 コジン		花輪　誠		100		0		0		個人		藤井　まさ子		300

				個人 コジン		今屋　睦男		100		個人 コジン		中川　佑香		100		個人 コジン		濱口　岳		100		0		0		個人		藤井　康治		300

				個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		中込　公裕		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		0		0		個人		藤尾　直樹		300

				個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		中沢　威明		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		0		0		個人		藤木　孝弘		300

				個人 コジン		岩井田　照夫		100		個人 コジン		中澤　雅明		100		個人 コジン		速水　俊一		100		0		0		個人		藤澤　和繁		300

				個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		中島　一貴		100		個人 コジン		速水　延子		100		0		0		個人		藤代　直樹		300

				個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		中嶋　圭輔		100		個人 コジン		林　貴博		100		0		0		個人		藤関　健正		300

				個人 コジン		岩佐　寿郎		100		個人 コジン		中島　啓		100		個人 コジン		林　晃一		100		0		0		個人		藤田　雄一郎		300

				個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		中島　孔志		100		個人 コジン		林　祥介		100		0		0		個人		藤田　峻輔		300

				個人 コジン		岩崎　容子		100		個人 コジン		中島　耕二		100		個人 コジン		林　竜		100		0		100		個人		藤田　由佳		300

				個人 コジン		岩瀬　幸恵		100		個人 コジン		中島　茂夫		100		個人 コジン		林　稔		100		0		0		個人		藤原　毅		300

				個人 コジン		岩垂　武		100		個人 コジン		中島　直樹		100		個人 コジン		林　祐葵		100		0		0		個人		藤本　有香		300

				個人 コジン		岩戸　孝史		100		個人 コジン		中島　光男		100		個人 コジン		林　和子		100		0		0		個人		藤本　飛鳥		300

				個人 コジン		岩渕　和夫		100		個人 コジン		中下　信子		100		個人 コジン		原　健太郎		100		0		0		個人		文岩　敏彦		300

				個人 コジン		岩本　一志		100		個人 コジン		中園　将弥		100		個人 コジン		原　康城		100		0		0		個人		古澤　伸承		300

				個人 コジン		尹　祥律		100		個人 コジン		中園　輝子		100		個人 コジン		原　和美		100		0		0		個人		古田　利彦		300

				個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		中田　理成		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		0		0		個人		古谷　博文		300

				個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		中田　和永		100		個人 コジン		原田　恭子		100		0		0		個人		古野　将志		300

				個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		中田　和彦		100		個人 コジン		原田　豊		100		0		100		個人		古山　晃代		300

				個人 コジン		鵜飼　将成		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		個人 コジン		原田　光司		100		0		100		個人		朴　泰憲		300

				個人 コジン		鵜篭　基		100		個人 コジン		中西　英之		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		0		0		個人		星　顕		300

				個人 コジン		上奥　毅		100		個人 コジン		中西　真奈美		100		個人 コジン		日下　耕三		100		0		0		個人		星　栄一郎		300

				個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		中西　康代		100		個人 コジン		日比　文博		100		0		0		個人		星川　壽美江		300

				個人 コジン		上川　亘		100		個人 コジン		中野　一憲		100		個人 コジン		肥田　正志		100		0		0		個人		細川　和真		300

				個人 コジン		上島　規男		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		0		0		個人		細谷　英司		300

				個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		中野　勝弘		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		0		0		個人		堀内　拓		300

				個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		0		0		個人		堀内　浩		300

				個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		中野　久雄		100		個人 コジン		東良　正人		100		0		0		個人		堀越　長榮		300

				個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		0		0		個人		堀山　友之		300

				個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		中野　高旭		100		個人 コジン		百木　薫		100		0		0		個人		本田　温		300

				個人 コジン		上田　雅治		100		個人 コジン		中野　晴生		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		0		0		個人		本多　祐子		300

				個人 コジン		上野　惠央		100		個人 コジン		中野　正之		100		個人 コジン		平田　道晃		100		0		0		個人		本橋　公治		300

				個人 コジン		上野　敬		100		個人 コジン		中野　昌晴		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		0		0		個人		本間　剛		300

				個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		中村　明彦		100		個人 コジン		平松　茂之		100		0		0		個人		前田　秀司郎		300

				個人 コジン		上野　真裕		100		個人 コジン		中村　佳代		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		0		0		個人		曲渕　景昌		300

				個人 コジン		上林　重紀		100		個人 コジン		中村　さよ子		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		0		0		個人		牧野　宏行		300

				個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		中村　茂		100		個人 コジン		深谷　周史		100		0		0		個人		牧野　正彦		300

				個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		中村　司		100		個人 コジン		深原　一晃		100		0		0		個人		桝井　大彰		300

				個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		中村　哲朗		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		0		0		個人		松井　親		300

				個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		中村　等		100		個人 コジン		深山　泰三		100		0		0		個人		松井　泰子		300

				個人 コジン		上山　孝		100		個人 コジン		中村　真吾		100		個人 コジン		服部　克也		100		0		100		個人		松浦　杏奈		300

				個人 コジン		植杉　博		100		個人 コジン		中村　美穂子		100		個人 コジン		福井　竹師		100		0		0		個人		松浦　卓寿		300

				個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		中山　一弘		100		個人 コジン		福井　朋子		100		0		0		個人		松浦　美晴		300

				個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		中山　誠三		100		個人 コジン		福井　光治		100		0		0		個人		松江　勇		300

				個人 コジン		植本　安哉子		100		個人 コジン		中山　智晴		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		0		0		個人		松枝　剛		300

				個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		中山　智裕		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		0		0		個人		松尾　淳史		300

				個人 コジン		植山　実		100		個人 コジン		中山　浩太郎		100		個人 コジン		福田　武司		100		0		0		個人		松下　栄作		300

				個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		中山　光一		100		個人 コジン		福田　康次		100		0		0		個人		松下　展子		300

				個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		中山　泰成		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		0		0		個人		松田　映子		300

				個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		個人 コジン		福本　好史		100		0		0		個人		松原　由美子		300

				個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		個人 コジン		福森　清子		100		0		0		個人		松本　健太		300

				個人 コジン		氏原　浩一		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		個人 コジン		伏原　資典		100		0		0		個人		松本　航樹		300

				個人 コジン		牛田　光彦		100		個人 コジン		永戸　光生		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		0		0		個人		松本　信一		300

				個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		長井　勝治		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		0		100		個人		松本　和久		300

				個人 コジン		臼井　秀司		100		個人 コジン		長迫　君代		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		0		0		個人		松村　眞公		300

				個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		長澤　仁志		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		0		0		個人		松山　加耶子		300

				個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		長島　健二		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		0		0		個人		松山　亮		300

				個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		長島　芳子		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		0		100		個人		丸山　太三		300

				個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		長谷　善樹		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		0		0		個人		万木　哲朗		300

				個人 コジン		内田　節子		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		0		0		個人		三枝　晴陽		300

				個人 コジン		内田　敏巳		100		個人 コジン		長谷川　益夫		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		0		0		個人		三箇　直宏		300

				個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		個人 コジン		古川　勝也		100		0		100		個人		三崎　遼		300

				個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		長谷川　芳典		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		0		100		個人		三島　弘通		300

				個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		個人 コジン		古澤　幸		100		0		0		個人		三宅　茂仁		300

				個人 コジン		内永　麻里子		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		個人 コジン		古谷　健一		100		0		0		個人		三宅　宮子		300

				個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		鍋谷　哲		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		0		0		個人		三戸　礼代		300

				個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		並木　秀行		100		個人 コジン		古村　公久		100		0		-100		個人		三苫　賢児		300

				個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		波多野　裕友		100		個人 コジン		穂坂　弘治		100		-500		-200		個人		水口　鐘昭		300

				個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		個人 コジン		細川　恵多		100		0		0		個人		水野　梢		300

				個人 コジン		海老原　裕子		100		個人 コジン		難波　祐二		100		個人 コジン		細木　榮一		100		0		0		個人		溝口　哲郎		300

				個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		個人 コジン		細野　友孝		100		0		0		個人		光藤　勲		300

				個人 コジン		梅澤　やよい		100		個人 コジン		二宮　健次		100		個人 コジン		細野　晴通		100		0		0		個人		宮川　ゆき江		300

				個人 コジン		梅田　俊一		100		個人 コジン		二宮　稔		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		0		100		個人		宮島　与吉		300

				個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		西　康栄		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		0		0		個人		宮地　文子		300

				個人 コジン		梅本　修平		100		個人 コジン		西井　恒子		100		個人 コジン		堀本　修		100		0		0		個人		宮原　竜也		300

				個人 コジン		梅村　正		100		個人 コジン		西岡　一美		100		個人 コジン		本田　利彦		100		0		100		個人		宮本　敦史		300

				個人 コジン		卜部　朋之		100		個人 コジン		西川　徹		100		個人 コジン		真野　徳之		100		0		0		個人		牟田　真秀		300

				個人 コジン		浦田　修		100		個人 コジン		西川　弘毅		100		個人 コジン		間山　文昭		100		0		100		個人		村井　志津子		300

				個人 コジン		浦田　俊哉		100		個人 コジン		西沢　茂子		100		個人 コジン		前田　武徳		100		0		0		個人		村上　有賀里		300

				個人 コジン		浦出　佳吾		100		個人 コジン		西澤　淳		100		個人 コジン		前田　達也		100		0		0		個人		村上　義男		300

				個人 コジン		浦西　琢也		100		個人 コジン		西科　勝行		100		個人 コジン		前田　道治		100		0		100		個人		村橋　真美		300

				個人 コジン		瓜生　大輔		100		個人 コジン		西島　美代子		100		個人 コジン		前原　正一		100		-100		100		個人		村本　佑太		300

				個人 コジン		江川　裕一		100		個人 コジン		西条　佳憲		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		0		100		個人		村山　優子		300

				個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		西田　圭吾		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		0		0		個人		室井　智有		300

				個人 コジン		江坂　茂		100		個人 コジン		西田　彰吾		100		個人 コジン		益田　雅生		100		0		-100		個人		持田　壮司		300

				個人 コジン		江坂　真直		100		個人 コジン		西田　まり子		100		個人 コジン		増田　義男		100		0		0		個人		望月　基史		300

				個人 コジン		江田　昌弘		100		個人 コジン		西野　泰正		100		個人 コジン		増平　善信		100		0		0		個人		望月　卓		300

				個人 コジン		江波　仁		100		個人 コジン		西野　陽子		100		個人 コジン		松岡　整		100		0		100		個人		元樋　俊介		300

				個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		0		0		個人		森　敦		300

				個人 コジン		江端　祐貴		100		個人 コジン		西本　剛		100		個人 コジン		松坂　肇		100		0		0		個人		森川　翔平		300

				個人 コジン		江原　一志		100		個人 コジン		西本　正英		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		0		0		個人		森沢　信勝		300

				個人 コジン		江原　弘隆		100		個人 コジン		西本　良子		100		個人 コジン		松崎　浩		100		0		0		個人		森本　登志男		300

				個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		西村　一峰		100		個人 コジン		松田　浩一		100		0		0		個人		森本　智弘		300

				個人 コジン		江部　優合		100		個人 コジン		西村　聡		100		個人 コジン		松谷　元気		100		-700		0		個人		矢嶋　大輔		300

				個人 コジン		江藤　佳高		100		個人 コジン		西山　英二		100		個人 コジン		松原　輝博		100		0		0		個人		矢部　千景		300

				個人 コジン		江渡　大悟		100		個人 コジン		西山　嘉彦		100		個人 コジン		松原　文雄		100		0		0		個人		矢部　俊之		300

				個人 コジン		榎　千枝子		100		個人 コジン		西山　貴博		100		個人 コジン		松原　由美子		100		0		0		個人		安井　甲次		300

				個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		西山　統		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		0		0		個人		安井　裕美		300

				個人 コジン		遠地　三寧		100		個人 コジン		錦野　亮		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		0		100		個人		安川　文夫		300

				個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		0		0		個人		安田　伸一郎		300

				個人 コジン		遠藤　利枝		100		個人 コジン		布　美香子		100		個人 コジン		松本　佳代		100		0		0		個人		安田　浩二		300

				個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		個人 コジン		松本　賢一		100		0		0		個人		安部　久光		300

				個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		根岸　良実		100		個人 コジン		松本　智子		100		0		0		個人		安部　貞子		300

				個人 コジン		尾上　欣也		100		個人 コジン		根本　剛		100		個人 コジン		松本　弘人		100		0		0		個人		安藤　さちみ		300

				個人 コジン		尾形　恵美		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		0		0		個人		安藤　秀信		300

				個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		野口　誉成		100		個人 コジン		松本　義明		100		0		0		個人		安藤　靖子		300

				個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		野田　明美		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		0		0		個人		安丸　輝		300

				個人 コジン		尾関　啓介		100		個人 コジン		野田　祥恵		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		0		0		個人		保木本　達也		300

				個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		野田　朗		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		0		0		個人		柳沼　孝治		300

				個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		野中　孝子		100		個人 コジン		三井　修次		100		0		100		個人		柳林　広人		300

				個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		野仲　文子		100		個人 コジン		三島　融		100		0		0		個人		籔本　康之		300

				個人 コジン		尾畑　光哉		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		個人 コジン		三角　秀一		100		0		0		個人		山上　俊之		300

				個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		野村　公盛		100		個人 コジン		三宅　君近		100		0		0		個人		山内　義成		300

				個人 コジン		翁長　隆之		100		個人 コジン		野村　貞子		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		0		100		個人		山浦　英次郎		300

				個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		野村　忠勝		100		個人 コジン		三好　隼平		100		0		100		個人		山川　智美		300

				個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		野村　優子		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		0		0		個人		山岸　幸一		300

				個人 コジン		大石　一穂		100		個人 コジン		信森　達也		100		個人 コジン		道下　秀男		100		0		100		個人		山岸　益男		300

				個人 コジン		大内　康敬		100		個人 コジン		羽鳥　さやか		100		個人 コジン		道下　正志		100		0		0		個人		山口　アツ子		300

				個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		羽鳥　隼人		100		個人 コジン		光安　裕二		100		0		0		個人		山口　久美子		300

				個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		0		0		個人		山口　雅弘		300

				個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100		0		0		個人		山下　紘宜		300

				個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		馬場　一樹		100		個人 コジン		宮崎　純子		100		0		100		個人		山下　智大		300

				個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		個人 コジン		宮島　邦江		100		0		100		個人		山下　陽子		300

				個人 コジン		大木　啓太郎		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100		0		0		個人		山城　一郎		300

				個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		橋本　一生		100		個人 コジン		宮田　幸一		100		0		0		個人		山田　勲		300

				個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		橋本　絵里		100		個人 コジン		宮永　暁生		100		0		0		個人		山田　斎毅		300

				個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		個人 コジン		宮野　弘之		100		0		0		個人		山田　茂雄		300

				個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		橋本　知幸		100		個人 コジン		宮前　洋子		100		-1000		100		個人		山田　慎治		300

				個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		蓮野　善紀		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100		0		100		個人		山田　宙		300

				個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		畑田　猛		100		個人 コジン		村上　友洋		100		0		0		個人		山田　昌弘		300

				個人 コジン		大澤　明		100		個人 コジン		畑中　圭介		100		個人 コジン		村上　正治		100		0		0		個人		山田　政臣		300

				個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		畠中　修		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100		0		0		個人		山田　祐二		300

				個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		個人 コジン		村松　かお利		100		0		0		個人		山中　克彦		300

				個人 コジン		大澤　侑子		100		個人 コジン		秦　悦子		100		個人 コジン		村山　直史		100		0		0		個人		山根　充弘		300

				個人 コジン		大塩　章夫		100		個人 コジン		花内　洋		100		個人 コジン		室山　亜希子		100		0		0		個人		山本　幸司		300

				個人 コジン		大島　悦郎		100		個人 コジン		花崎　文子		100		個人 コジン		望月　一司		100		0		100		個人		山本　展裕		300

				個人 コジン		大島　千鶴子		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		個人 コジン		望月　智之		100		0		0		個人		山本　博基		300

				個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		花園　治郎		100		個人 コジン		元森　幹夫		100		-300		-300		個人		山本　晴一		300

				個人 コジン		大仁　健嗣		100		個人 コジン		花田　仁美		100		個人 コジン		守屋　正敏		100		0		100		個人		山本　真由美		300

				個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		花谷　泰良		100		個人 コジン		森　有理		100		0		100		個人		山元　勝悟		300

				個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		個人 コジン		森　恵美		100		0		0		個人		横江　良純		300

				個人 コジン		太田　孝男		100		個人 コジン		花房　正子		100		個人 コジン		森　教安		100		0		0		個人		横川　一貴		300

				個人 コジン		大田　誠		100		個人 コジン		花輪　誠		100		個人 コジン		森　健彰		100		0		0		個人		横橋　学		300

				個人 コジン		太田　千菜美		100		個人 コジン		濱口　岳		100		個人 コジン		森　幸子		100		0		0		個人		由木　泰隆		300

				個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		浜口　真吾		100		個人 コジン		森　典男		100		0		0		個人		吉岡　敦子		300

				個人 コジン		大田　竜也		100		個人 コジン		濱崎　勝		100		個人 コジン		森岡　純子		100		-100		100		個人		吉岡　照夫		300

				個人 コジン		太田　信行		100		個人 コジン		浜砂　弘敏		100		個人 コジン		森崎　晃		100		0		0		個人		吉岡　秀明		300

				個人 コジン		太田　弘子		100		個人 コジン		浜田　普史		100		個人 コジン		森田　久美子		100		0		0		個人		吉川　順子		300

				個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		濱野　芳紀		100		個人 コジン		森野　喜義		100		0		0		個人		吉川　昭彦		300

				個人 コジン		大高　万喜子		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		個人 コジン		森本　啓二		100		0		0		個人		吉澤　秀郎		300

				個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		個人 コジン		矢倉　淳		100		0		0		個人		吉田　明弘		300

				個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		速水　俊一		100		個人 コジン		矢島　晃		100		0		0		個人		吉田　大和		300

				個人 コジン		大谷　恵子		100		個人 コジン		速水　延子		100		個人 コジン		矢代　操		100		0		0		個人		吉水　俊浩		300

				個人 コジン		大谷　彰		100		個人 コジン		林　貴博		100		個人 コジン		矢田　六夫		100		0		0		個人		好川　智也		300

				個人 コジン		大谷　展央		100		個人 コジン		林　健一		100		個人 コジン		矢野　江里		100		0		0		個人		両角　正揮		300

				個人 コジン		大谷　豊子		100		個人 コジン		林　晃一		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100		0		100		個人		和田　正行		300

				個人 コジン		大谷　真由美		100		個人 コジン		林　祥介		100		個人 コジン		安生　啓子		100		0		100		個人		若松　智宏		300

				個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		林　武		100		個人 コジン		安田　伸矢		100		0		0		個人		渡部　勝吉		300

				個人 コジン		大塚　道宏		100		個人 コジン		林　竜		100		個人 コジン		安田　智子		100		-100		100		個人		渡部　正教		300

				個人 コジン		大槻　卓		100		個人 コジン		林　成典		100		個人 コジン		安達　弘		100		0		100		個人		渡辺　剛行		300

				個人 コジン		大槻　博幸		100		個人 コジン		林　秀徳		100		個人 コジン		安達　祐輔		100		0		0		個人		渡辺　浩子		300

				個人 コジン		大槻　広行		100		個人 コジン		林　稔		100		個人 コジン		安藤　恵		100		0		100		個人		渡邊　文子		300

				個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		林　祐葵		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100		0		0		個人		渡邉　良治		300

				個人 コジン		大仲　有佳		100		個人 コジン		林　和子		100		個人 コジン		安藤　正純		100		-100		100		個人		マナーズ　謙蔵		300

				個人 コジン		大西　雄三		100		個人 コジン		原　健太郎		100		個人 コジン		安保　克実		100		0		0		個人		井上　和也		271

				個人 コジン		大西　孝雄		100		個人 コジン		原　那美加		100		個人 コジン		保上　貴幸		100		0		0		個人		石田　良太		250

				個人 コジン		大西　晴雄		100		個人 コジン		原　正人		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100		0		100		個人		北　真実		246

				個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		原　康城		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100		0		0		個人		武下　真典		227

				個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		原　和美		100		個人 コジン		山口　トミエ		100		0		0		個人		西本　正徳		225

				個人 コジン		大野　尚		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		個人 コジン		山口　陽平		100		0		0		個人		石川　昭都		214

				個人 コジン		大野　仁久		100		個人 コジン		原田　恭子		100		個人 コジン		山崎　薫		100		0		100		個人		加納　武		209

				個人 コジン		大野　忠義		100		個人 コジン		原田　隆徳		100		個人 コジン		山里　憲一		100		0		0		個人		尾上　泰啓		206

				個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		原田　豊		100		個人 コジン		山下　博史		100		0		0		個人		幸重　天		204

				個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		原田　光司		100		個人 コジン		山下　秀博		100		0		100		個人		星本　祐貴		204

				個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100		個人 コジン		山田　欣徳		100		0		0		個人		秋山　俊介		202

				個人 コジン		大橋　亮		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		個人 コジン		山田　繁由		100		0		0		個人		平工　直武		202

				個人 コジン		大原　嘉昭		100		個人 コジン		半谷　絵美		100		個人 コジン		山田　昌宏		100		0		0		個人		今井　陽子		201

				個人 コジン		大平　卓弥		100		個人 コジン		伴　貞俊		100		個人 コジン		山田　裕貴		100		0		0		個人		津曲　佑輔		201

				個人 コジン		大平　雅輝		100		個人 コジン		日浅　雅人		100		個人 コジン		山田　類		100		0		0		個人		橋本　佳苗		201

				個人 コジン		大藤　博美		100		個人 コジン		日下　耕三		100		個人 コジン		山中　健夫		100		0		0		個人		阿部　貴文		200

				個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		日比　文博		100		個人 コジン		山中　修		100		0		0		個人		阿部　匠		200

				個人 コジン		大森　一太郎		100		個人 コジン		肥田　正志		100		個人 コジン		山根　省二		100		0		-200		個人		阿部　崇		200

				個人 コジン		大八木　寿美		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100		0		0		個人		相澤　美佳		200

				個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		個人 コジン		山根　和明		100		0		0		個人		相馬　裕		200

				個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		個人 コジン		山本　雄大		100		0		0		個人		青木　智哉		200

				個人 コジン		大和　寛		100		個人 コジン		東　洋子		100		個人 コジン		山本　治		100		0		0		個人		青木　宏		200

				個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		東谷　秀憲		100		個人 コジン		山本　渉		100		0		0		個人		青木　美穗子		200

				個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		東良　正人		100		個人 コジン		山本　丈人		100		0		0		個人		青島　良輔		200

				個人 コジン		岡井　克明		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		個人 コジン		山本　秀雄		100		0		0		個人		青柳　一明		200

				個人 コジン		岡内　誠治		100		個人 コジン		百木　薫		100		個人 コジン		山本　勉		100		0		100		個人		青柳　理奈		200

				個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		平　水美		100		個人 コジン		山路　智		100		0		0		個人		青山　徹夫		200

				個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		平岩　由紀雄		100		個人 コジン		山村　哲也		100		0		0		個人		赤松　裕樹		200

				個人 コジン		岡崎　宣治		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		個人 コジン		山脇　美香		100		0		0		個人		秋田　総理		200

				個人 コジン		岡嶋　光悦		100		個人 コジン		平形　悦子		100		個人 コジン		湯本　義昭		100		-100		-100		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		平川　奈々子		100		個人 コジン		指野　俊浩		100		0		0		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		平川　良和		100		個人 コジン		横田　文昭		100		0		0		個人		秋山　正一		200

				個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		平澤　亮		100		個人 コジン		横田　裕昭		100		0		100		個人		秋山　容平		200

				個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		平田　道晃		100		個人 コジン		吉岡　隆		100		0		0		個人		秋山　榕晶		200

				個人 コジン		岡田　宣弥		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100		0		0		個人		浅田　浩史		200

				個人 コジン		岡田　匡史		100		個人 コジン		平松　茂之		100		個人 コジン		吉川　佳之		100		0		100		個人		浅田　祐作		200

				個人 コジン		岡田　知之		100		個人 コジン		平山　大介		100		個人 コジン		吉澤　満治		100		0		0		個人		淺野　洋次		200

				個人 コジン		岡田　博		100		個人 コジン		平山　芳信		100		個人 コジン		吉田　哲也		100		0		100		個人		朝井　博之		200

				個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		広田　準		100		個人 コジン		吉田　直子		100		0		0		個人		朝隈　卓郎		200

				個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		広武　賢一		100		個人 コジン		吉田　典義		100		0		0		個人		朝原　秀太		200

				個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100		0		0		個人		朝村　一馬		200

				個人 コジン		岡野　拓也		100		個人 コジン		広畑　聡		100		個人 コジン		吉田　好惠		100		0		0		個人		旭　希佳		200

				個人 コジン		岡野　武士		100		個人 コジン		廣見　剛志		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100		0		0		個人		足立　邦仁		200

				個人 コジン		岡部　功		100		個人 コジン		不破　修		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100		0		100		個人		足立　武志		200

				個人 コジン		岡本　一光		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		個人 コジン		吉永　誠		100		0		0		個人		味田村　一也		200

				個人 コジン		岡本　勝		100		個人 コジン		深谷　周史		100		個人 コジン		吉見　浩子		100		0		0		個人		味村　嘉崇		200

				個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		深原　一晃		100		個人 コジン		吉村　世子		100		0		100		個人		跡上　剛		200

				個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		個人 コジン		吉村　俊一		100		-100		0		個人		天野　雄介		200

				個人 コジン		岡村　政紘		100		個人 コジン		深山　泰三		100		個人 コジン		吉村　洋平		100		-100		-100		個人		甘利　太希裕		200

				個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		服部　亜紀子		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100		0		100		個人		雨宮　武仁		200

				個人 コジン		岡安　幸男		100		個人 コジン		服部　克也		100		個人 コジン		和田　幸三		100		0		0		個人		荒井　千鶴		200

				個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		福井　重男		100		個人 コジン		和田　進		100		0		0		個人		荒木　正司		200

				個人 コジン		荻野　清子		100		個人 コジン		福井　竹師		100		個人 コジン		和田　晴美		100		0		0		個人		新　徹夫		200

				個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		福井　朋子		100		個人 コジン		若林　一之		100		0		0		個人		新井　一男		200

				個人 コジン		奥　真吾		100		個人 コジン		福井　光治		100		個人 コジン		若松　加代子		100		0		0		個人		新井　功		200

				個人 コジン		奥田　圭朗		100		個人 コジン		福喜多　守嘉		100		個人 コジン		脇　政雄		100		0		0		個人		新井　忠市		200

				個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100		0		0		個人		新倉　英男		200

				個人 コジン		奥野　雄一		100		個人 コジン		福島　美貴		100		個人 コジン		脇田　雅代		100		0		100		個人		新谷　榮		200

				個人 コジン		奥野　浩一		100		個人 コジン		福田　鐘子		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100		0		0		個人		新野　貴史		200

				個人 コジン		奥村　亜理沙		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100		0		0		個人		新野　栄一		200

				個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		福田　武司		100		個人 コジン		渡邊　亮		100		0		0		個人		新本　一行		200

				個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		福田　雅澄		100		個人 コジン		渡邉　亮		100		0		100		個人		新元　圭子		200

				個人 コジン		奥村　直哉		100		個人 コジン		福田　充宏		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100		0		100		個人		新元　啓文		200

				個人 コジン		奥村　保夫		100		個人 コジン		福田　光男		100		個人 コジン		宮田　三佳		75		75		75		個人		有方　一之		200

				個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		福田　康次		100		個人 コジン		天野　賢一		36		36		36		個人		有川　俊朗		200

				個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		個人 コジン		田中　淳一		33		13		33		個人		有年　克浩		200

				個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		福富　勝夫		100		個人 コジン		大平　正規		25		13		25		個人		有馬　明治		200

				個人 コジン		鬼塚　こゆき		100		個人 コジン		福留　純一		100		個人 コジン		中西　勝美		25		0		25		個人		有福　誠和		200

				個人 コジン		鬼塚　チヅル		100		個人 コジン		福野　芳枝		100		個人 コジン		柴原　康		20		20		20		個人		粟生田　佳奈子		200

				個人 コジン		鬼塚　義文		100		個人 コジン		福本　正博		100		個人 コジン		渡邉　明也		20		20		20		個人		粟生田　俊彦		200

				個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		福本　好史		100		個人 コジン		宮本　学		15		10		15		個人		井上　一大		200

				個人 コジン		鬼原　史行		100		個人 コジン		福森　清子		100		個人 コジン		伊藤　康裕		13		13		13		個人		井上　将志		200

				個人 コジン		加賀美　賢次		100		個人 コジン		伏原　資典		100		個人 コジン		金城　純一		11		2		11		個人		井上　晶斗		200

				個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		藤井　貴之		100		個人 コジン		市原　正幸		10		10		10		個人		井上　日出夫		200

				個人 コジン		加納　英子		100		個人 コジン		藤井　孝子		100		個人 コジン		鵜沼　雅幸		10		0		10		個人		井上　陽公		200

				個人 コジン		加納　照之		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		個人 コジン		梅田　善之		10		10		10		個人		井上　良平		200

				個人 コジン		加納　政之		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		個人 コジン		岡本　正彦		10		10		10		個人		井口　英雄		200

				個人 コジン		加納　万里子		100		個人 コジン		藤川　孝夫		100		個人 コジン		山本　啓一		10		10		10		個人		井之口　慶太		200

				個人 コジン		加藤　太郎		100		個人 コジン		藤崎　勉		100		個人 コジン		亀井　文夫		10		0		0		個人		井澤　康哲		200

				個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		個人 コジン		清水　敬三		10		0		10		個人		井出　一晃		200

				個人 コジン		加藤　兼三		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		個人 コジン		竹下　智代		10		0		10		個人		井波　久直		200

				個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		藤田　文		100		個人 コジン		糸山　博		8		-12		8		個人		井原　優一		200

				個人 コジン		加藤　清二		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		個人 コジン		足立　勝則		7		7		7		個人		井村　幸市		200

				個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		個人 コジン		原　泰之		7		0		2		個人		井村　俊之		200

				個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		個人 コジン		宮崎　一泰		6		6		6		個人		伊熊　喜久子		200

				個人 コジン		加藤　修一		100		個人 コジン		藤原　雅宏		100		個人 コジン		紙田　春夫		6		-1495		6		個人		伊熊　睦博		200

				個人 コジン		加藤　匠		100		個人 コジン		藤原　源二		100		個人 コジン		佐藤　佑樹		5		5		5		個人		伊澤　早希		200

				個人 コジン		加藤　隆史		100		個人 コジン		藤本　朱美		100		個人 コジン		田所　信幸		5		5		5		個人		伊敷　周次郎		200

				個人 コジン		加藤　隆彦		100		個人 コジン		藤本　順一		100		個人 コジン		伊藤　高広		5		0		2		個人		伊東　一博		200

				個人 コジン		加藤　辰巳		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		個人 コジン		田中　美幸		5		0		5		個人		伊藤　香代子		200

				個人 コジン		加藤　智洋		100		個人 コジン		藤巻　直也		100		個人 コジン		濱田　正已		5		0		5		個人		伊藤　健		200

				個人 コジン		加藤　晴嗣		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		個人 コジン		田中　敏夫		4		4		4		個人		伊藤　幸子		200

				個人 コジン		加藤　平原		100		個人 コジン		古市　久幸		100		個人 コジン		森岡　茂		4		0		0		個人		伊藤　誠		200

				個人 コジン		加藤　眞一		100		個人 コジン		古賀　和雄		100		個人 コジン		古川　春樹		3		3		3		個人		伊藤　誠子		200

				個人 コジン		加藤　真弓		100		個人 コジン		古川　勝也		100		個人 コジン		佐瀬　保		3		0		3		個人		伊藤　崇		200

				個人 コジン		加藤　正純		100		個人 コジン		古川　修一		100		個人 コジン		大橋　昌之		2		2		2		個人		伊藤　匡輝		200

				個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		個人 コジン		田中　裕子		2		2		2		個人		伊藤　司		200

				個人 コジン		加藤　美奈		100		個人 コジン		古澤　幸		100		個人 コジン		圓谷　真		2		2		2		個人		伊藤　寧彦		200

				個人 コジン		加藤　行孝		100		個人 コジン		古田　慎一		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2		0		2		個人		伊藤　博之		200

				個人 コジン		加藤　芳尚		100		個人 コジン		古谷　健一		100		個人 コジン		三村　晃平		2		0		0		個人		伊藤　浩司		200

				個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		個人 コジン		阿部　弘		1		1		1		個人		伊藤　保好		200

				個人 コジン		香取　孝		100		個人 コジン		古橋　孝子		100		個人 コジン		赤塚　紀彦		1		1		1		個人		伊藤　勇二		200

				個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		古村　公久		100		個人 コジン		天河　和士		1		1		1		個人		伊豆　正弘		200

				個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		別所　和音		100		個人 コジン		井村　豪		1		1		1		個人		衣笠　学		200

				個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		紅田　泰		100		個人 コジン		飯田　剛志		1		1		1		個人		衣奈　敬史		200

				個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		星　清貴		100		個人 コジン		磯野　晋太郎		1		1		1		個人		猪口　剛志		200

				個人 コジン		垣内　雷太		100		個人 コジン		星野　まどか		100		個人 コジン		惠美須　淳二		1		1		1		個人		猪原　弘子		200

				個人 コジン		覚野　博		100		個人 コジン		細川　恵多		100		個人 コジン		蛯名　政之		1		1		1		個人		飯島　有理		200

				個人 コジン		笠井　功		100		個人 コジン		細川　博史		100		個人 コジン		尾迫　篤		1		1		1		個人		飯田　彰子		200

				個人 コジン		笠木　雅和		100		個人 コジン		細木　榮一		100		個人 コジン		太田　武司		1		1		1		個人		飯田　琢斗		200

				個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		細谷　信幸		100		個人 コジン		荻野　元大		1		1		1		個人		飯田　由美子		200

				個人 コジン		笠原　麻子		100		個人 コジン		細野　友孝		100		個人 コジン		押渕　利康		1		1		1		個人		飯塚　貴之		200

				個人 コジン		笠原　亨		100		個人 コジン		細野　晴通		100		個人 コジン		神藏　隆樹		1		1		1		個人		家田　潤一		200

				個人 コジン		笠原　昌宏		100		個人 コジン		細本　翼		100		個人 コジン		榧下　翔太		1		1		1		個人		生方　豊		200

				個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		堀　秀行		100		個人 コジン		川村　光		1		1		1		個人		生田　浩一		200

				個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		堀内　千夏		100		個人 コジン		北本　英司		1		1		1		個人		幾谷　直也		200

				個人 コジン		柏岡　和子		100		個人 コジン		堀内　勇		100		個人 コジン		佐藤　史章		1		1		1		個人		池内　成彦		200

				個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		堀江　敏文		100		個人 コジン		崎田　美和		1		1		1		個人		池内　裕治		200

				個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		個人 コジン		静　浩太		1		1		1		個人		池田　純		200

				個人 コジン		柏木　貞昭		100		個人 コジン		堀越　孝		100		個人 コジン		杉山　逸未		1		1		1		個人		池田　俊治		200

				個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		個人 コジン		高野　直樹		1		1		1		個人		池田　文香		200

				個人 コジン		梶川　喜久枝		100		個人 コジン		堀本　修		100		個人 コジン		竹内　佑弥		1		1		1		個人		池田　令和		200

				個人 コジン		梶山　祥一		100		個人 コジン		本田　利彦		100		個人 コジン		館山　清彦		1		1		1		個人		石井　富久子		200

				個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		本多　克典		100		個人 コジン		出井　あずさ		1		1		1		個人		石井　務		200

				個人 コジン		樫木　栄		100		個人 コジン		本間　信雄		100		個人 コジン		中島　紀伊知		1		1		1		個人		石井　祐介		200

				個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		本間　信弘		100		個人 コジン		中野　正章		1		1		1		個人		石王　育美		200

				個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		真野　徳之		100		個人 コジン		日比野　芽		1		1		1		個人		石川　桂子		200

				個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		眞道　妙子		100		個人 コジン		堀川　航平		1		1		1		個人		石川　晋一朗		200

				個人 コジン		粕谷　浩一		100		個人 コジン		間山　文昭		100		個人 コジン		増田　剛		1		1		1		個人		石川　隆		200

				個人 コジン		風間　逸子		100		個人 コジン		前田　武徳		100		個人 コジン		松村　哲好		1		1		1		個人		石川　文子		200

				個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		前田　達也		100		個人 コジン		宮川　満		1		1		1		個人		石倉　祐成		200

				個人 コジン		片　崇		100		個人 コジン		前田　真澄		100		個人 コジン		森田　大介		1		1		1		個人		石崎　輝美		200

				個人 コジン		片岡　時雄		100		個人 コジン		前田　道治		100		個人 コジン		矢田　孝介		1		1		1		個人		石沢　美幸		200

				個人 コジン		片岡　真也		100		個人 コジン		前田　理		100		個人 コジン		横川　広幸		1		1		1		個人		石澤　義崇		200

				個人 コジン		片岡　力也		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		個人 コジン		渡邉　英明		1		1		1		個人		石田　英介		200

				個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		牧野　國男		100		個人 コジン		相馬　康人		1		0		1		個人		石田　学		200

				個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		個人 コジン		犬飼　理		1		-1		1		個人		石田　喜博		200

				個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		益田　雅生		100		個人 コジン		岩見　達磨		1		0		1		個人		石田　恭嗣		200

				個人 コジン		片山　宏二		100		個人 コジン		増田　久寿		100		個人 コジン		上野　智		1		0		1		個人		石津　宜大		200

				個人 コジン		片山　三紀		100		個人 コジン		増田　義男		100		個人 コジン		大西　康嗣		1		0		1		個人		石津　慎太郎		200

				個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		増平　善信		100		個人 コジン		川端　明		1		-9		1		個人		石塚　剛史		200

				個人 コジン		片山　洋子		100		個人 コジン		町井　吉彦		100		個人 コジン		合田　悟		1		-99		-99		個人		石塚　常男		200

				個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		松浦　慶太		100		個人 コジン		茂木　大樹		1		0		1		個人		石橋　美江		200

				個人 コジン		勝俣　誠子		100		個人 コジン		松浦　行高		100		個人 コジン		篠原　徹		1		0		1		個人		石原　大和		200

				個人 コジン		勝俣　直樹		100		個人 コジン		松尾　有祐		100		個人 コジン		高澤　周示		1		0		1		個人		石松　宏一郎		200

				個人 コジン		勝俣　和男		100		個人 コジン		松岡　整		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1		0		0		個人		石村　崇雅		200

				個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		個人 コジン		仲川　清隆		1		0		1		個人		泉　貴智		200

				個人 コジン		桂山　和男		100		個人 コジン		松坂　肇		100		個人 コジン		野村　崇		1		0		1		個人		磯田　聡		200

				個人 コジン		叶　茂盛		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		個人 コジン		信江　道弘		1		0		1		個人		磯部　裕和		200

				個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		松崎　浩		100		個人 コジン		松中　剛		1		-1		1		個人		磯前　達也		200

				個人 コジン		蟹江　吉正		100		個人 コジン		松島　守男		100		個人 コジン		松葉　吉行		1		0		1		個人		板坂　サヨ子		200

				個人 コジン		金　孝貞		100		個人 コジン		松下　桂子		100		個人 コジン		宮本　政毅		1		0		1		個人		板野　貴宏		200

				個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		松田　浩一		100		個人 コジン		湯原　悠太		1		0		0		個人		市岡　大		200

				個人 コジン		金井　久幸		100		個人 コジン		松谷　省吾		100		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		0		0		個人		市川　案理		200

				個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		松永　郁夫		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		0		0		個人		市川　久		200

				個人 コジン		金井　成雄		100		個人 コジン		松原　一也		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		0		0		個人		市川　雅也		200

				個人 コジン		金井　弘行		100		個人 コジン		松原　輝博		100		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		0		0		個人		市川　康一		200

				個人 コジン		金井　政之		100		個人 コジン		松原　文雄		100		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		19,000		-1000		-7200		個人		糸井　玲子		200

				個人 コジン		金井　理和		100		個人 コジン		松原　勉		100		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		0		0		個人		稲垣　貴裕		200

				個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		松原　由美子		100		個人 コジン		大塚　至高		358,500		0		91900		個人		今井　周作		200

				個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		個人 コジン		服部　茂夫		15,000		0		0		個人		今井　令子		200

				個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		0		0		個人		今泉　真理		200

				個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400		0		-39400		個人		今岡　悦子		200

				個人 コジン		金久保　泰士		100		個人 コジン		松本　佳代		100		個人 コジン		山城　祐也		10,500		0		0		個人		今田　善之		200

				個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		松本　賢一		100		個人 コジン		石津　知英子		8,000		0		0		個人		今野　裕仁		200

				個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		松本　智子		100		個人 コジン		松永　良輔		6,500		0		-2500		個人		今野　良樹		200

				個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		松本　直子		100		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		300,000		168500		300000		個人		今村　健一		200

				個人 コジン		金子　弘子		100		個人 コジン		松本　弘人		100		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		30,000		4800		30000		個人		今村　美紀		200

				個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		法人 ホウジン		有限会社プラサムジャパン		20,000		20000		20000		個人		入内島　恵子		200

				個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		松本　妙子		100		法人 ホウジン		株式会社スペースデブリ		5,000		5000		5000		個人		入江　太郎		200

				個人 コジン		金子　由美		100		個人 コジン		松本　義明		100		法人 ホウジン		株式会社シャンディガフ		5,000		5000		5000		個人		入倉　敬佑		200

				個人 コジン		金子　和代		100		個人 コジン		松丸　幸江		100		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		1,600		-10100		1600		個人		岩尾　素光		200

				個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		松丸　高明		100		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		0		0		個人		岩尾　初美		200

				個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		松村　直樹		100		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		500		-500		-500		個人		岩尾　行雄		200

				個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		松元　南		100		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500		0		500		個人		岩崎　愛美		200

				個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		松山　朋郁		100		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400		0		200		個人		岩崎　均		200

				個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		的野　恭一		100		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		0		0		個人		岩崎　昭喜		200

				個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		的場　千鶴子		100		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		0		0		個人		岩崎　仁		200

				個人 コジン		金田　明大		100		個人 コジン		的場　宏道		100		法人 ホウジン		有限会社アビタ		200		200		200		個人		岩崎　博嗣		200

				個人 コジン		金田　哲宜		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		200		-7300		200		個人		岩崎　弘		200

				個人 コジン		金田　正道		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		0		0		個人		岩崎　充男		200

				個人 コジン		金田　義和		100		個人 コジン		丸山　憲子		100		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		0		0		個人		岩崎　康祐		200

				個人 コジン		金谷　昂		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		法人 ホウジン		有限会社池添清掃		100		100		100		個人		岩下　実		200

				個人 コジン		金原　幸子		100		個人 コジン		三井　修次		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100		0		0		個人		岩下　和広		200

				個人 コジン		金丸　聖司		100		個人 コジン		三上　新一		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100		0		0		個人		岩田　俊三		200

				個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		三上　景久		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100		0		0		個人		岩谷　丈一		200

				個人 コジン		金森　泰洋		100		個人 コジン		三島　浩一		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100		0		0		個人		岩渕　三千昭		200

				個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		三島　融		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100		0		0		個人		岩堀　美智子		200

				個人 コジン		兼子　拡二		100		個人 コジン		三角　秀一		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100		0		0		個人		岩本　昂大		200

				個人 コジン		樺山　博史		100		個人 コジン		三宅　君近		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100		0		0		個人		岩本　弘行		200

				個人 コジン		蒲生　さちよ		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100		0		0		個人		岩本　雅昭		200

				個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		三宅　弘晃		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100		0		0		個人		岩本　陽子		200

				個人 コジン		鎌田　宏一		100		個人 コジン		三觜　美穂		100		個人 コジン		渡邉　力英		96,000		-4000		-4000		個人		宇井　圭佑		200

				個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		三好　隼平		100		個人 コジン		森川　和正		50,000		-43500		-50000		個人		宇都宮　康之		200

				個人 コジン		神　敏治		100		個人 コジン		三輪　道子		100		個人 コジン		山本　功		41,300		0		26300		個人		宇名手　英樹		200

				個人 コジン		神薗　伸二		100		個人 コジン		水田　至		100		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		0		0		個人		宇野　拓也		200

				個人 コジン		神田　將弘		100		個人 コジン		水野　征治		100		個人 コジン		中川　陽		15,000		0		0		個人		上　博和		200

				個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		水橋　祐司		100		個人 コジン		渡辺　啓		7,000		0		-2000		個人		上岡　勝彦		200

				個人 コジン		神谷　芳子		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		個人 コジン		田中　由起子		5,000		0		0		個人		上田　英夫		200

				個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		道下　秀男		100		個人 コジン		藤岡　慎也		4,000		-6000		-8000		個人		上田　若葉		200

				個人 コジン		神野　里奈		100		個人 コジン		道下　正志		100		個人 コジン		林　倹一		3,400		-1400		-1600		個人		上野　俊介		200

				個人 コジン		神野　保		100		個人 コジン		光安　裕二		100		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		0		0		個人		上宮田　源		200

				個人 コジン		神山　良平		100		個人 コジン		満田　慎也		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		1,245,000		515000		515000		個人		上村　彩乃		200

				個人 コジン		亀井　健一郎		100		個人 コジン		南　龍秀		100		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		288,000		215000		215000		個人		上村　治睦		200

				個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		南　日出夫		100		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300		0		26300		個人		上村　直人		200

				個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		南　安代		100		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		31,500		16500		16500		個人		上村　浩司		200

				個人 コジン		亀山　弘		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		0		0		個人		植　英里		200

				個人 コジン		茅根　優大		100		個人 コジン		南垣内　哲治		100		役職員 ヤクショクイン		矢口　順子		15,000		15000		15000		個人		植田　真美		200

				個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		南雲　岑生		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		0		0		個人		歌岡　洋		200

				個人 コジン		苅田　佳敏		100		個人 コジン		源田　昌弘		100		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800		0		8800		個人		内田　大貴		200

				個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		955300		2398400		個人		内田　智志		200

				個人 コジン		狩野　さだ江		100		個人 コジン		宮内　英実		100		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		165100		334700		個人		内藤　誠		200

				個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		宮岡　築子		100		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		95000		433000		個人		内村　恭子		200

				個人 コジン		川上　けい子		100		個人 コジン		宮越　亜紀子		100		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		50500		354400		個人		内村　領		200

				個人 コジン		川上　寿雄		100		個人 コジン		宮崎　エミ子		100		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		276,211		-105292		-134089		個人		内山　雅夫		200

				個人 コジン		川上　淳子		100		個人 コジン		宮崎　純子		100		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		269,600		128000		211800		個人		海老沼　洋平		200

				個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		宮島　邦江		100		機関		クレディ・スイス証券株式会社		242,500		242500		242500		個人		海川　隆司		200

				個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３００００２		178,900		178900		178900		個人		海道　昌孝		200

				個人 コジン		川上　敏夫		100		個人 コジン		宮田　幸一		100		機関		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		129,389		23992		129389		個人		梅木　郁恵		200

				個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		宮田　義久		100		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		100,300		100300		100300		個人		梅田　麻衣子		200

				個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		宮永　暁生		100		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		96,800		96500		94600		個人		浦上　英之		200

				個人 コジン		川合　徳明		100		個人 コジン		宮野　拓		100		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		84,300		-138089		84300		個人		浦田　陽子		200

				個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		宮野　弘之		100		機関		ａｕカブコム証券株式会社		73,400		1600		-9000		個人		浦山　哲史		200

				個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		宮村　修美		100		機関		福島　保典　※三崎さん ミサキ		69,100		-227400		69100		個人		漆原　恒二		200

				個人 コジン		川嵜　博之		100		個人 コジン		向井　弘之		100		機関		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		60,000		15000		60000		個人		漆原　由美		200

				個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		向井　正治		100		機関		日本証券金融株式会社		57,600		51800		-86400		個人		江川　和芳		200

				個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100		機関		株式会社ＳＢＩ証券		52,700		-105000		-92900		個人		江口　太郎		200

				個人 コジン		川崎　義文		100		個人 コジン		村上　辰雄		100		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		44,100		44100		44100		個人		江口　順二		200

				個人 コジン		川島　正規		100		個人 コジン		村上　友洋		100		機関		野村證券株式会社		43,789		43789		43789		個人		江ノ上　元		200

				個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		村上　典子		100		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		42,700		42700		42700		個人		江藤　雅雄		200

				個人 コジン		川野　俊		100		個人 コジン		村上　正治		100		機関		いちよし証券株式会社		42,200		42200		42200		個人		頴原　隆		200

				個人 コジン		川原　利雄		100		個人 コジン		村上　みどり		100		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		35,300		33800		35300		個人		遠藤　修市		200

				個人 コジン		川邉　駿		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		31,900		8626		31900		個人		遠藤　順子		200

				個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		村田　美弥		100		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		27,900		-35939		-14900		個人		遠藤　龍成		200

				個人 コジン		川村　修介		100		個人 コジン		村松　かお利		100		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		23,800		23800		23800		個人		遠藤　諒		200

				個人 コジン		川村　洋基		100		個人 コジン		村松　功子		100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		18,811		18811		18811		個人		遠藤　和世		200

				個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		村山　直史		100		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		17,800		5700		17800		個人		遠間　恵		200

				個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		室井　秀晴		100		機関		東海東京証券株式会社		17,000		16500		9000		個人		遠山　忠志		200

				個人 コジン		河合　貴之		100		個人 コジン		室山　亜希子		100		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		15,200		14300		14300		個人		縁本　幸蔵		200

				個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		目黒　健太		100		機関		鎌田　和樹　※三崎さん ミサキ		15,000		-30000		15000		個人		尾崎　恭平		200

				個人 コジン		河島　美智子		100		個人 コジン		望月　一司		100		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		11,600		9600		11600		個人		尾沢　秀春		200

				個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		望月　智之		100		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		10,374		1895		10374		個人		緒方　研哉		200

				個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		守谷　有司		100		機関		楽天証券株式会社		9,100		-33800		-91900		個人		及川　琢磨		200

				個人 コジン		河野　尚代		100		個人 コジン		守屋　正敏		100		機関		ＵＢＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＬＣ－ＨＦＳ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＡＣＣＯＵＮＴ		8,800		8800		8800		個人		大井　美智子		200

				個人 コジン		河野　武司		100		個人 コジン		森　篤大		100		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,700		-2500		400		個人		大石　哲司		200

				個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		森　有理		100		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		5000		5000		個人		大岩　純子		200

				個人 コジン		河原　ゆかり		100		個人 コジン		森　恵美		100		機関		野村證券株式会社		3,800		-32600		-18300		個人		大岩　善光		200

				個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		森　教安		100		機関		マネックス証券株式会社		3,200		-10800		-19502		個人		大内　彩子		200

				個人 コジン		河本　誠太郎		100		個人 コジン		森　健彰		100		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		2,500		1000		-9400		個人		大浦　幻		200

				個人 コジン		河本　正二		100		個人 コジン		森　幸子		100		機関		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		2,400		2400		2400		個人		大門　陽子		200

				個人 コジン		河村　賢		100		個人 コジン		森　敏和		100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		2,200		2200		2200		個人		大川　淳子		200

				個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		森　典男		100		機関		大和証券株式会社		2,200		-2700		-18300		個人		大川　祥央		200

				個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		森　美鈴		100		機関		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		2,100		2100		2100		個人		大木　秀一		200

				個人 コジン		乾　正昭		100		個人 コジン		森　幹雄		100		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		1,600		-3000		-5400		個人		大木　秀春		200

				個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		森　守		100		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,326		305		1326		個人		大木　祐介		200

				個人 コジン		韓　英玉		100		個人 コジン		森崎　晃		100		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		0		1000		個人		大儀　健一		200

				個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		森澤　昭二郎		100		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		0		1000		個人		大久保　日向子		200

				個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		森島　雅子		100		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		1,000		800		1000		個人		大熊　教郎		200

				個人 コジン		木川　恒男		100		個人 コジン		森田　久美子		100		機関		松井証券株式会社		600		-12300		-31500		個人		大熊　健太郎		200

				個人 コジン		木暮　直子		100		個人 コジン		森田　邦明		100		機関		株式会社ライブスター証券		500		-2300		-12500		個人		大島　卓己		200

				個人 コジン		木崎　信広		100		個人 コジン		森田　誠司		100		機関		株式会社証券ジャパン		400		-1100		-300		個人		大島　信二		200

				個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		森野　喜義		100		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＰＡＲＩＳ／ＢＴ　ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＭＡＲＣ／ＯＰＴ		300		300		300		個人		大嶋　洋平		200

				個人 コジン		木全　秀樹		100		個人 コジン		森野　茂		100		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		300		-4310		300		個人		大関　貴臣		200

				個人 コジン		木谷　加代子		100		個人 コジン		森本　啓二		100		機関		ドイツ証券株式会社		100		100		100		個人		大田　憲作		200

				個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		森実　智洋		100		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		0		0		個人		太田　浩史		200

				個人 コジン		木本　幸子		100		個人 コジン		森安　芳裕		100		機関		立花証券株式会社		100		-100		-800		個人		大竹　寛之		200

				個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		諸岡　好一		100		機関		リテラ・クレア証券株式会社		92		67		-945		個人		大竹　崇仁		200

				個人 コジン		木間塚　修		100		個人 コジン		八木　規全		100		機関		廣田証券株式会社		64		-947		-31		個人		大竹　信夫		200

				個人 コジン		木村　勤		100		個人 コジン		八田　隆士		100												個人		大谷　澄子		200

				個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		矢尾板　宏		100												個人		大谷　真也		200

				個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		矢倉　淳		100												個人		大塚　吉伸		200

				個人 コジン		木村　伸也		100		個人 コジン		矢島　晃		100												個人		大塚　理紗		200

				個人 コジン		木村　博典		100		個人 コジン		矢代　操		100												個人		大坪　拓史		200

				個人 コジン		木村　秀樹		100		個人 コジン		矢田　六夫		100												個人		大友　武夫		200

				個人 コジン		木村　正		100		個人 コジン		矢野　江里		100												個人		大友　ひかり		200

				個人 コジン		木村　正章		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100												個人		大中　真弓		200

				個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		安生　啓子		100												個人		大西　誠		200

				個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		安江　祐紀子		100												個人		大西　由紀		200

				個人 コジン		木村　力也		100		個人 コジン		安田　圭宏		100												個人		大橋　孝子		200

				個人 コジン		喜多田　和哉		100		個人 コジン		安田　伸矢		100												個人		大平　有輝		200

				個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		安達　弘		100												個人		大松　勉		200

				個人 コジン		喜多村　怜		100		個人 コジン		安達　祐輔		100												個人		大森　淳平		200

				個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		安藤　恵		100												個人		大森　猛司		200

				個人 コジン		菊池　健太		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100												個人		大和田　康平		200

				個人 コジン		菊池　彰		100		個人 コジン		安藤　雅昭		100												個人		大脇　輝久		200

				個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		安藤　若葉		100												個人		大脇　秀隆		200

				個人 コジン		菊澤　俊介		100		個人 コジン		安保　克実		100												個人		岡　愛		200

				個人 コジン		菊澤　浩巳		100		個人 コジン		保泉　喜代子		100												個人		岡　貴志		200

				個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		保上　貴幸		100												個人		岡　富保		200

				個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		柳　友和		100												個人		岡　美代子		200

				個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100												個人		岡　美穂		200

				個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		柳本　雄司		100												個人		岡崎　薫		200

				個人 コジン		菊地　満久		100		個人 コジン		薮田　仁司		100												個人		岡崎　圭悟		200

				個人 コジン		岸井　英男		100		個人 コジン		山上　乃武夫		100												個人		岡田　修		200

				個人 コジン		岸井　勤		100		個人 コジン		山岡　功一		100												個人		岡田　靖雄		200

				個人 コジン		岸井　慎一		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100												個人		岡部　秀一		200

				個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		山口　トミエ		100												個人		岡部　洋輔		200

				個人 コジン		岸田　隆之		100		個人 コジン		山口　元日		100												個人		岡本　敏通		200

				個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		山口　陽平		100												個人		岡本　直樹		200

				個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		山崎　薫		100												個人		岡本　三喜子		200

				個人 コジン		岸本　稔		100		個人 コジン		山崎　浩一		100												個人		岡村　周一		200

				個人 コジン		北　佳治		100		個人 コジン		山崎　真一郎		100												個人		岡村　修		200

				個人 コジン		北浦　康史		100		個人 コジン		山崎　美幸		100												個人		沖野　良和		200

				個人 コジン		北川　功雄		100		個人 コジン		山崎　美智子		100												個人		沖見　辰則		200

				個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		山崎　靖夫		100												個人		置鮎　姫奈		200

				個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		山崎　裕美		100												個人		奥田　剛司		200

				個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		山里　憲一		100												個人		奥寺　英暁		200

				個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		山澤　ひで子		100												個人		奥平　彰子		200

				個人 コジン		北條　明		100		個人 コジン		山下　潔		100												個人		奥村　将悟		200

				個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		山下　修作		100												個人		奥村　聖子		200

				個人 コジン		北野　敦史		100		個人 コジン		山下　博史		100												個人		奥村　浩二		200

				個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		山下　秀博		100												個人		押　佐久雄		200

				個人 コジン		北野　靖典		100		個人 コジン		山城　真一		100												個人		落合　美香		200

				個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		山田　欣徳		100												個人		鬼原　健		200

				個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		山田　敬子		100												個人		女鹿　博史		200

				個人 コジン		北村　弘昭		100		個人 コジン		山田　繁由		100												個人		加茂　健太		200

				個人 コジン		北村　雅寛		100		個人 コジン		山田　修		100												個人		加瀬　英男		200

				個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		山田　崇弘		100												個人		加戸　稔		200

				個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		山田　哲也		100												個人		加納　大介		200

				個人 コジン		清瀬　彩美		100		個人 コジン		山田　昌宏		100												個人		加藤　江利子		200

				個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		山田　裕貴		100												個人		加藤　純朗		200

				個人 コジン		清水　幾代		100		個人 コジン		山田　優子		100												個人		加藤　隆紀		200

				個人 コジン		清水　亨		100		個人 コジン		山田　類		100												個人		加藤　友枝		200

				個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		山谷　政人		100												個人		加藤　友則		200

				個人 コジン		清水　啓貴		100		個人 コジン		山中　健夫		100												個人		加藤　友宏		200

				個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		山中　修		100												個人		加藤　秀和		200

				個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		山中　伸爾		100												個人		加藤　正啓		200

				個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		山中　勇樹		100												個人		加藤　正道		200

				個人 コジン		清水　章		100		個人 コジン		山根　省二		100												個人		加藤　正好		200

				個人 コジン		清水　常春		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100												個人		加藤　美代子		200

				個人 コジン		清水　輝尚		100		個人 コジン		山根　和明		100												個人		加藤　泰司		200

				個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		山本　雄大		100												個人		加藤　吉人		200

				個人 コジン		清水　早苗		100		個人 コジン		山本　希治		100												個人		香月　良子		200

				個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		山本　治		100												個人		香西　亮輔		200

				個人 コジン		清水　秀章		100		個人 コジン		山本　渉		100												個人		垣見　昌隆		200

				個人 コジン		清水　浩司		100		個人 コジン		山本　丈人		100												個人		垣見　和亨		200

				個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		山本　博通		100												個人		柿島　勝		200

				個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		山本　秀雄		100												個人		柿本　英生		200

				個人 コジン		清水　美香		100		個人 コジン		山本　勉		100												個人		掛巣　裕巳		200

				個人 コジン		清水　康人		100		個人 コジン		山本　泰教		100												個人		陰田　隼貴		200

				個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		山路　智		100												個人		笠井　威		200

				個人 コジン		清水　芳		100		個人 コジン		山村　哲也		100												個人		笠原　靖人		200

				個人 コジン		清水口　真澄		100		個人 コジン		山村　靖子		100												個人		梶野　浩太		200

				個人 コジン		許　蛍雪		100		個人 コジン		山脇　美香		100												個人		梶原　仁臣		200

				個人 コジン		切明　貴宏		100		個人 コジン		指野　俊浩		100												個人		粕谷　健人		200

				個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		横井　哲郎		100												個人		風越　富子		200

				個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		横田　文昭		100												個人		片石　有一		200

				個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		横田　裕昭		100												個人		片山　宙明		200

				個人 コジン		桐山　大輝		100		個人 コジン		横山　彰裕		100												個人		片山　信久		200

				個人 コジン		桐山　文香		100		個人 コジン		横山　竜介		100												個人		勝沼　将人		200

				個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		吉井　隆彦		100												個人		勝又　健児		200

				個人 コジン		久米　博之		100		個人 コジン		吉岡　隆		100												個人		門野　竜二		200

				個人 コジン		久野　則光		100		個人 コジン		吉岡　拓治		100												個人		金木　祐介		200

				個人 コジン		久堀　勇人		100		個人 コジン		吉岡　哲也		100												個人		金子　寿賀子		200

				個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100												個人		金子　正七		200

				個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		吉川　大貴		100												個人		金澤　桐吾		200

				個人 コジン		久保　忠司		100		個人 コジン		吉川　佳之		100												個人		金澤　正章		200

				個人 コジン		久保内　健一		100		個人 コジン		吉川　光志		100												個人		金田一　京子		200

				個人 コジン		久保田　厚美		100		個人 コジン		吉川　靖邦		100												個人		金森　万里子		200

				個人 コジン		久保田　博文		100		個人 コジン		吉澤　満治		100												個人		鏑木　洋介		200

				個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		吉澤　康夫		100												個人		鎌倉　晨弥		200

				個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		吉田　賢司		100												個人		鎌滝　典明		200

				個人 コジン		工藤　惠治		100		個人 コジン		吉田　淳之		100												個人		鎌村　禎英		200

				個人 コジン		工藤　孝弘		100		個人 コジン		吉田　誠		100												個人		神代　敏彦		200

				個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		吉田　武良		100												個人		神田　純一		200

				個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		吉田　哲也		100												個人		神谷　幸彦		200

				個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		吉田　俊一		100												個人		神戸　一夫		200

				個人 コジン		葛　駿鋒		100		個人 コジン		吉田　智		100												個人		神戸　浩		200

				個人 コジン		葛西　健一郎		100		個人 コジン		吉田　直子		100												個人		神長　孝至		200

				個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		吉田　典義		100												個人		神野　英範		200

				個人 コジン		楠　万季子		100		個人 コジン		吉田　博樹		100												個人		神山　武		200

				個人 コジン		口石　博司		100		個人 コジン		吉田　早苗		100												個人		亀田　浩亮		200

				個人 コジン		口田　義人		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100												個人		川上　忠男		200

				個人 コジン		國谷　祐輔		100		個人 コジン		吉田　好惠		100												個人		川勝　俊宏		200

				個人 コジン		窪田　次輝		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100												個人		川口　統		200

				個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100												個人		川口　浩一		200

				個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		吉富　康幸		100												個人		川口　裕樹		200

				個人 コジン		熊代　敦		100		個人 コジン		吉永　誠		100												個人		川崎　康子		200

				個人 コジン		熊橋　佐登子		100		個人 コジン		吉野　賢治		100												個人		川崎　由佳		200

				個人 コジン		倉　夕子		100		個人 コジン		吉野　次郎		100												個人		川島　百合子		200

				個人 コジン		倉科　智		100		個人 コジン		吉見　雄三		100												個人		川島　宏登		200

				個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		吉見　浩子		100												個人		川島　眞和		200

				個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		吉村　世子		100												個人		川角　高久		200

				個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		樂満　眞知子		100												個人		川瀬　めぐみ		200

				個人 コジン		倉本　美樹子		100		個人 コジン		李　雄志		100												個人		川添　誠二		200

				個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100												個人		川田　英人		200

				個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		和田　幸三		100												個人		川田　文香		200

				個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		和田　進		100												個人		川端　伸悟		200

				個人 コジン		栗田　隆志		100		個人 コジン		和田　成美		100												個人		川端　良樹		200

				個人 コジン		栗林　千恵		100		個人 コジン		和田　晴美		100												個人		川畑　誠		200

				個人 コジン		栗原　淳		100		個人 コジン		若尾　元康		100												個人		川本　大志		200

				個人 コジン		栗原　浩幸		100		個人 コジン		若木　輝彦		100												個人		川本　博之		200

				個人 コジン		来住野　文雄		100		個人 コジン		若林　一之		100												個人		河内　敬子		200

				個人 コジン		黒岩　康		100		個人 コジン		若松　加代子		100												個人		河合　一将		200

				個人 コジン		黒木　進		100		個人 コジン		脇　政雄		100												個人		河合　桂輔		200

				個人 コジン		黒澤　克則		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100												個人		河野　紀子		200

				個人 コジン		黒田　晃		100		個人 コジン		脇田　雅代		100												個人		河野　清隆		200

				個人 コジン		黒田　鈴幸		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100												個人		河野　末嗣		200

				個人 コジン		黒田　智生		100		個人 コジン		渡部　眞由美		100												個人		河野　豊勝		200

				個人 コジン		黒田　祐志		100		個人 コジン		渡辺　一宏		100												個人		姜　春暉		200

				個人 コジン		黒谷　憲一		100		個人 コジン		渡邉　勝仁		100												個人		木下　唯彦		200

				個人 コジン		黒籔　訓弘		100		個人 コジン		渡辺　賢		100												個人		木本　久子		200

				個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		渡邉　孔太		100												個人		木村　久志		200

				個人 コジン		桑原　邦夫		100		個人 コジン		渡辺　純子		100												個人		木村　公彦		200

				個人 コジン		桑原　弘樹		100		個人 コジン		渡辺　聡		100												個人		木村　茂		200

				個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100												個人		木村　祥雄		200

				個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		渡邉　保昌		100												個人		木村　隆之		200

				個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		渡邉　優太朗		100												個人		木村　哲郎		200

				個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		渡邊　亮		100												個人		木村　芳弘		200

				個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		渡邉　亮		100												個人		喜入　出恵		200

				個人 コジン		剱持　悠成		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100												個人		喜田　茂		200

				個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		亘理　文夫		100												個人		喜多　豐雄		200

				個人 コジン		小井土　利行		100		個人 コジン		藁科　明子		100												個人		菊池　一寛		200

				個人 コジン		小池　厚史		100		個人 コジン		中西　勝美		25												個人		菊池　雅量		200

				個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		千葉　祥子		21												個人		菊地　健太郎		200

				個人 コジン		小池　善大		100		個人 コジン		糸山　博		20												個人		菊地　志津江		200

				個人 コジン		小池　利映		100		個人 コジン		田中　淳一		20												個人		菊地　敏記		200

				個人 コジン		小池　智浩		100		個人 コジン		植原　暢哉		18												個人		菊地　信男		200

				個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		大平　正規		12												個人		菊地　信介		200

				個人 コジン		小池　洋子		100		個人 コジン		亀井　文夫		10												個人		菊地　秀雄		200

				個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		川端　明		10												個人		菊地　由和		200

				個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		清水　敬三		10												個人		岸　智治		200

				個人 コジン		小石原　康夫		100		個人 コジン		小林　美都子		10												個人		北井　宏忠		200

				個人 コジン		小泉　弘明		100		個人 コジン		佐々木　昭		10												個人		北川　富信		200

				個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		澁谷　恵宜		10												個人		北條　広希		200

				個人 コジン		小上　勝造		100		個人 コジン		竹下　智代		10												個人		北出　昌弘		200

				個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		山口　雅幸		10												個人		北村　和也		200

				個人 コジン		小笠原　尚		100		個人 コジン		金城　純一		9												個人		清　泰貴		200

				個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		木村　光雄		8												個人		清原　教誉		200

				個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		若松　義男		8												個人		清水　貴志		200

				個人 コジン		小河　恭子		100		個人 コジン		原　泰之		7												個人		清水　博匡		200

				個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		伊藤　高広		5												個人		清水　浩司		200

				個人 コジン		小熊　靜		100		個人 コジン		川端　義光		5												個人		清水　康仁		200

				個人 コジン		小材　直由		100		個人 コジン		住友　馨		5												個人		清水　良一		200

				個人 コジン		小澤　邦彦		100		個人 コジン		田中　美幸		5												個人		久田　大樹		200

				個人 コジン		小澤　光二		100		個人 コジン		継岩　晴香		5												個人		久永　美砂		200

				個人 コジン		小島　一樹		100		個人 コジン		濱田　正已		5												個人		久野　清孝		200

				個人 コジン		小島　憲和		100		個人 コジン		宮本　学		5												個人		久元　祥禎		200

				個人 コジン		小島　和明		100		個人 コジン		森岡　茂		4												個人		久我　年企		200

				個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		加藤　真由美		3												個人		草嶋　伸一		200

				個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		佐瀬　保		3												個人		草別　智行		200

				個人 コジン		小田倉　千明		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2												個人		葛谷　卓也		200

				個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		犬飼　理		2												個人		葛原　崇子		200

				個人 コジン		小竹　寛		100		個人 コジン		牧　裕幸		2												個人		國司　陸		200

				個人 コジン		小出　幸宏		100		個人 コジン		松中　剛		2												個人		國場　昭則		200

				個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		三村　晃平		2												個人		窪田　英俊		200

				個人 コジン		小野　英美		100		個人 コジン		相馬　康人		1												個人		倉持　祐一		200

				個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		石橋　隆司		1												個人		栗本　広輝		200

				個人 コジン		小野　信雄		100		個人 コジン		岩見　達磨		1												個人		栗本　康代		200

				個人 コジン		小野寺　涼		100		個人 コジン		上野　智		1												個人		黒川　美由紀		200

				個人 コジン		小走　坦		100		個人 コジン		大川　昌高		1												個人		黒木　清隆		200

				個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		大西　康嗣		1												個人		黒澤　亮		200

				個人 コジン		小林　あかね		100		個人 コジン		小田川　浩志		1												個人		黒主　英晶		200

				個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		茂木　大樹		1												個人		黒須　幸一		200

				個人 コジン		小林　英里子		100		個人 コジン		篠原　徹		1												個人		黒田　国治		200

				個人 コジン		小林　久美子		100		個人 コジン		高澤　周示		1												個人		黒田　高広		200

				個人 コジン		小林　佳代		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1												個人		黒田　利佳子		200

				個人 コジン		小林　敬司		100		個人 コジン		仲川　清隆		1												個人		黒田　奉宏		200

				個人 コジン		小林　しのぶ		100		個人 コジン		野村　崇		1												個人		黒田　康史		200

				個人 コジン		小林　修		100		個人 コジン		信江　道弘		1												個人		黒田　和子		200

				個人 コジン		小林　淳典		100		個人 コジン		細山　浩一		1												個人		桑原　一彦		200

				個人 コジン		小林　昭夫		100		個人 コジン		松葉　吉行		1												個人		桑原　由美子		200

				個人 コジン		小林　達也		100		個人 コジン		右高　克己		1												個人		桑原　和幸		200

				個人 コジン		小林　哲		100		個人 コジン		道上　義雄		1												個人		結城　亮太		200

				個人 コジン		小林　奈々		100		個人 コジン		宮本　政毅		1												個人		小池　千明		200

				個人 コジン		小林　秀樹		100		個人 コジン		湯原　悠太		1												個人		小池　文明		200

				個人 コジン		小林　兵寿		100		個人 コジン		平野　尚久		11,000												個人		小泉　和洋		200

				個人 コジン		小林　勉		100		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300												個人		小尾　和人		200

				個人 コジン		小林　美香		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000												個人		小貝　理敬		200

				個人 コジン		小林　美子		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900												個人		小形　秀勝		200

				個人 コジン		小林　洋一		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社ベクトル		70,000												個人		小川　大貴		200

				個人 コジン		小林　洋之		100		VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600												個人		小川　邦夫		200

				個人 コジン		小林　庸郎		100		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400												個人		小川　利果子		200

				個人 コジン		小原　賢一		100		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		20,000												個人		小川　友康		200

				個人 コジン		小原　千恵子		100		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000												個人		小清水　由喜子		200

				個人 コジン		小堀　純生		100		個人 コジン		大塚　至高		358,500												個人		小楠　宗一朗		200

				個人 コジン		小松　祐介		100		VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000												個人		小口　涼		200

				個人 コジン		小森　惇史		100		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000												個人		小坂　優月		200

				個人 コジン		小柳　敬右		100		個人 コジン		服部　茂夫		15,000												個人		小澤　恵子		200

				個人 コジン		小柳　末雄		100		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400												個人		小澤　剛典		200

				個人 コジン		小山　志穂		100		個人 コジン		山城　祐也		10,500												個人		小澤　輝雄		200

				個人 コジン		小山　純平		100		個人 コジン		石津　知英子		8,000												個人		小澤　和也		200

				個人 コジン		五十嵐　淳		100		個人 コジン		松永　良輔		6,500												個人		小澁　高清		200

				個人 コジン		五十嵐　利行		100		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		131,500												個人		小島　純一		200

				個人 コジン		五十嵐　直人		100		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		25,200												個人		小島　美保		200

				個人 コジン		五十嵐　隼次		100		法人 ホウジン		株式会社森本本店		20,000												個人		小竹　伸一		200

				個人 コジン		五十嵐　正彦		100		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		11,700												個人		小谷　桂子		200

				個人 コジン		五反田　肇		100		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		7,500												個人		小谷野　研自		200

				個人 コジン		児島　伸一		100		法人 ホウジン		株式会社レゾネート・アジア		4,400												個人		小沼　竜也		200

				個人 コジン		吾藤　広夫		100		法人 ホウジン		株式会社あおい書店		4,100												個人		小幡　英生		200

				個人 コジン		後藤　大輔		100		法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100												個人		小林　大樹		200

				個人 コジン		後藤　国博		100		法人 ホウジン		株式会社日本アプライドリサーチ研究所		2,000												個人		小林　強志		200

				個人 コジン		後藤　順子		100		法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500												個人		小林　国広		200

				個人 コジン		後藤　哲也		100		法人 ホウジン		ＡＴコーポレーション株式会社		1,000												個人		小林　剛		200

				個人 コジン		後藤　俊英		100		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000												個人		小林　茂		200

				個人 コジン		後藤　長蔵		100		法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000												個人		小林　司明		200

				個人 コジン		後藤　ひさ子		100		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000												個人		小林　鶴雄		200

				個人 コジン		後藤　満寿子		100		法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		1,000												個人		小林　友香理		200

				個人 コジン		後藤　守男		100		法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900												個人		小林　政広		200

				個人 コジン		後藤　康信		100		法人 ホウジン		雲龍寺		500												個人		小林　雅		200

				個人 コジン		胡　瑞希		100		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500												個人		小林　光子		200

				個人 コジン		甲斐　雅幸		100		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400												個人		小林　稔		200

				個人 コジン		合田　悟		100		法人 ホウジン		株式会社アップツール		300												個人		小林　祐一		200

				個人 コジン		合田　保彦		100		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300												個人		小俣　伸介		200

				個人 コジン		鴻原　秀次郎		100		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300												個人		小松崎　敏昭		200

				個人 コジン		鴻原　茉子		100		法人 ホウジン		林電気株式会社		300												個人		小宮　賢士		200

				個人 コジン		穀野　研		100		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200												個人		小椋　崇寛		200

				個人 コジン		越田　雅尚		100		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200												個人		小椋　友加		200

				個人 コジン		越智　謙次		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100												個人		小村　由樹子		200

				個人 コジン		駒井　大輔		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100												個人		小森　亮		200

				個人 コジン		駒形　敏幸		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100												個人		小山　しのぶ		200

				個人 コジン		米倉　宏昭		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100												個人		小山　尊久		200

				個人 コジン		米田　情一		100		法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100												個人		小山　真弓		200

				個人 コジン		米田　昇市		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100												個人		五味　哲夫		200

				個人 コジン		米田　和子		100		法人 ホウジン		昭和梱包運輸株式会社		100												個人		五十嵐　勲		200

				個人 コジン		近藤　維志		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100												個人		五十嵐　圭偉		200

				個人 コジン		近藤　恵二郎		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100												個人		五十嵐　栄子		200

				個人 コジン		近藤　基了		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100												個人		五月女　聡浩		200

				個人 コジン		近藤　啓司		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100												個人		呉屋　尚人		200

				個人 コジン		近藤　茂嘉		100		法人 ホウジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100												個人		後藤　毅		200

				個人 コジン		近藤　尚子		100		個人 コジン		藤岡　慎也		10,000												個人		合田　大樹		200

				個人 コジン		近藤　善一		100		個人 コジン		渡邉　力英		100,000												個人		合田　玉恵		200

				個人 コジン		近藤　友也		100		個人 コジン		森川　和正		93,500												個人		粉川　博明		200

				個人 コジン		近藤　秀明		100		個人 コジン		山本　功		41,300												個人		米澤　祐介		200

				個人 コジン		近藤　正明		100		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000												個人		米田　勝彦		200

				個人 コジン		近藤　正国		100		個人 コジン		中川　陽		15,000												個人		米田　勇太		200

				個人 コジン		佐川　健次		100		個人 コジン		渡辺　啓		7,000												個人		米本　聡		200

				個人 コジン		佐川　雅之		100		個人 コジン		田中　由起子		5,000												個人		近藤　功江		200

				個人 コジン		佐久間　潤		100		個人 コジン		林　倹一		4,800												個人		近藤　敏夫		200

				個人 コジン		佐久間　弘典		100		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900												個人		近藤　正国		200

				個人 コジン		佐孝　修		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000												個人		近藤　倫弥		200

				個人 コジン		佐沢　賢治		100		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000												個人		紺野　慎一郎		200

				個人 コジン		佐竹　政子		100		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300												個人		佐久間　照哉		200

				個人 コジン		佐野　賀与		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000												個人		佐久間　康宏		200

				個人 コジン		佐野　民三		100		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000												個人		佐多　信博		200

				個人 コジン		佐野　康子		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000												個人		佐知　チズル		200

				個人 コジン		佐伯　謙太郎		100		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800												個人		佐知　義正		200

				個人 コジン		佐原　克典		100						12,979,900												個人		佐伯　晃		200

				個人 コジン		佐藤　麻衣子		100																		個人		佐伯　遼		200

				個人 コジン		佐藤　恵子		100																		個人		佐藤　恵		200

				個人 コジン		佐藤　大輔		100																		個人		佐藤　恵子		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		佐藤　克哉		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		佐藤　勝		200

				個人 コジン		佐藤　清恵		100																		個人		佐藤　貴央		200

				個人 コジン		佐藤　亨		100																		個人		佐藤　功		200

				個人 コジン		佐藤　教子		100																		個人		佐藤　孝		200

				個人 コジン		佐藤　憲司		100																		個人		佐藤　孝司		200

				個人 コジン		佐藤　功		100																		個人		佐藤　耕太		200

				個人 コジン		佐藤　朱美		100																		個人		佐藤　治光		200

				個人 コジン		佐藤　修		100																		個人		佐藤　昭		200

				個人 コジン		佐藤　誠恒		100																		個人		佐藤　千枝子		200

				個人 コジン		佐藤　善昭		100																		個人		佐藤　奈月		200

				個人 コジン		佐藤　高廣		100																		個人		佐藤　博宣		200

				個人 コジン		佐藤　隆太		100																		個人		佐藤　雅俊		200

				個人 コジン		佐藤　忠彦		100																		個人		佐藤　実		200

				個人 コジン		佐藤　勅子		100																		個人		佐藤　裕紀		200

				個人 コジン		佐藤　哲郎		100																		個人		佐々木　一史		200

				個人 コジン		佐藤　文美		100																		個人		佐々木　寛		200

				個人 コジン		佐藤　正樹		100																		個人		佐々木　祥子		200

				個人 コジン		佐藤　正幸		100																		個人		佐々木　みず葵		200

				個人 コジン		佐藤　正治		100																		個人		佐々木　幹恵		200

				個人 コジン		佐藤　雅俊		100																		個人		佐々木　勇		200

				個人 コジン		佐藤　実		100																		個人		佐々木　亮		200

				個人 コジン		佐藤　美冬		100																		個人		齋藤　敦子		200

				個人 コジン		佐藤　元三		100																		個人		齋藤　佳延		200

				個人 コジン		佐藤　裕輔		100																		個人		齋藤　昭久		200

				個人 コジン		佐藤　優希		100																		個人		齋藤　晶子		200

				個人 コジン		佐々井　亮介		100																		個人		齋藤　誠		200

				個人 コジン		佐々木　順一		100																		個人		斉藤　誠		200

				個人 コジン		佐々木　駿		100																		個人		齋藤　昌博		200

				個人 コジン		佐々木　丈巖		100																		個人		齋藤　康秀		200

				個人 コジン		佐々木　真		100																		個人		齋藤　陽介		200

				個人 コジン		齋藤　愛子		100																		個人		坂　裕和		200

				個人 コジン		齋藤　有紀		100																		個人		坂井　和久		200

				個人 コジン		斉藤　糸美		100																		個人		坂井田　雅司		200

				個人 コジン		斎藤　大貴		100																		個人		坂口　淳		200

				個人 コジン		齋藤　貴志		100																		個人		坂下　健二		200

				個人 コジン		斉藤　修二		100																		個人		坂田　徹		200

				個人 コジン		齋藤　純子		100																		個人		坂田　洋一		200

				個人 コジン		齋藤　卓馬		100																		個人		坂詰　俊雄		200

				個人 コジン		齋藤　照男		100																		個人		坂本　佳正		200

				個人 コジン		齊藤　利光		100																		個人		坂本　隆之		200

				個人 コジン		斉藤　敏夫		100																		個人		坂本　眞一		200

				個人 コジン		斉藤　浩一		100																		個人		坂本　保子		200

				個人 コジン		齋藤　真吾		100																		個人		坂本　芳三		200

				個人 コジン		齋藤　正明		100																		個人		堺　英二		200

				個人 コジン		斉藤　政治		100																		個人		境　翔太		200

				個人 コジン		齋藤　雅男		100																		個人		榊原　保夫		200

				個人 コジン		斎藤　光弘		100																		個人		崎山　賢哉		200

				個人 コジン		齋藤　勇一		100																		個人		作間　厚子		200

				個人 コジン		斉藤　祐一		100																		個人		作山　隆弘		200

				個人 コジン		齋藤　庸子		100																		個人		櫻井　厚史		200

				個人 コジン		斎藤　義弘		100																		個人		櫻井　雅生		200

				個人 コジン		坂井　理佳		100																		個人		櫻井　保男		200

				個人 コジン		坂口　武幸		100																		個人		笹川　邦宏		200

				個人 コジン		坂口　範光		100																		個人		笹木　寛子		200

				個人 コジン		坂口　充宏		100																		個人		笹本　隆弘		200

				個人 コジン		坂田　英樹		100																		個人		里村　恒		200

				個人 コジン		坂田　恭子		100																		個人		澤野　麻衣		200

				個人 コジン		坂田　健治		100																		個人		澤邉　樹里		200

				個人 コジン		坂田　龍太		100																		個人		志村　陽子		200

				個人 コジン		坂出　宜隆		100																		個人		至極　英雄		200

				個人 コジン		坂本　式弘		100																		個人		椎名　信夫		200

				個人 コジン		坂本　尚樹		100																		個人		塩見　小百合		200

				個人 コジン		坂本　紳之介		100																		個人		重松　剛史		200

				個人 コジン		坂本　武英		100																		個人		静谷　光枝		200

				個人 コジン		坂本　知子		100																		個人		篠崎　敦		200

				個人 コジン		坂本　哲男		100																		個人		篠崎　正司		200

				個人 コジン		坂本　光信		100																		個人		篠沢　哲		200

				個人 コジン		坂本　森男		100																		個人		篠原　基一郎		200

				個人 コジン		坂本　良一		100																		個人		篠原　文緒		200

				個人 コジン		坂道　通乃		100																		個人		柴田　紘行		200

				個人 コジン		坂寄　和弘		100																		個人		柴田　修智		200

				個人 コジン		坂和　祐子		100																		個人		柴田　典寿		200

				個人 コジン		阪井　洋平		100																		個人		柴田　浩徳		200

				個人 コジン		阪本　憲亮		100																		個人		澁谷　勝次		200

				個人 コジン		阪本　透		100																		個人		嶋　恵理子		200

				個人 コジン		境野　義孝		100																		個人		嶋川　兼明		200

				個人 コジン		先崎　辰明		100																		個人		嶋崎　朱実		200

				個人 コジン		崎本　キヌヱ		100																		個人		嶋崎　聖子		200

				個人 コジン		崎本　壮		100																		個人		島田　雅樹		200

				個人 コジン		崎本　真由美		100																		個人		下　善臣		200

				個人 コジン		崎山　勝		100																		個人		下田　孝		200

				個人 コジン		櫻井　恵里奈		100																		個人		下村　隆男		200

				個人 コジン		櫻井　大介		100																		個人		十河　誠		200

				個人 コジン		櫻井　君子		100																		個人		庄司　圭佑		200

				個人 コジン		櫻井　健晴		100																		個人		白井　康介		200

				個人 コジン		櫻井　勉		100																		個人		白井　悠真		200

				個人 コジン		櫻井　康隆		100																		個人		白石　武		200

				個人 コジン		酒井　加奈恵		100																		個人		白本　周		200

				個人 コジン		酒井　圭子		100																		個人		城ヶ瀧　勝		200

				個人 コジン		酒井　俊宏		100																		個人		仁平　清明		200

				個人 コジン		酒井　広信		100																		個人		進藤　蓮		200

				個人 コジン		迫田　千種		100																		個人		須藤　梓		200

				個人 コジン		定森　哲男		100																		個人		諏訪　喜美子		200

				個人 コジン		鮫島　秀幸		100																		個人		末廣　暁		200

				個人 コジン		更家　徹		100																		個人		菅原　健一		200

				個人 コジン		澤　有香里		100																		個人		菅原　仁志		200

				個人 コジン		澤井　幹人		100																		個人		菅原　隆一		200

				個人 コジン		澤田　篤志		100																		個人		菅本　杏梨		200

				個人 コジン		澤田　潤		100																		個人		杉　達知		200

				個人 コジン		澤田　旋一		100																		個人		杉浦　加奈		200

				個人 コジン		澤田　武		100																		個人		杉浦　啓介		200

				個人 コジン		澤田　昌良		100																		個人		杉田　高則		200

				個人 コジン		澤出　元秀		100																		個人		杉野　祐司		200

				個人 コジン		志賀　隆啓		100																		個人		杉本　伸彦		200

				個人 コジン		志柿　賢太		100																		個人		杉森　達博		200

				個人 コジン		志田　太利夫		100																		個人		杉山　楓太郎		200

				個人 コジン		志波　勝明		100																		個人		杉山　勝行		200

				個人 コジン		志水　正治		100																		個人		杉山　裕一		200

				個人 コジン		志村　勉		100																		個人		杉山　玲子		200

				個人 コジン		志村　和久		100																		個人		鈴木　郁雄		200

				個人 コジン		四方　裕輝		100																		個人		鈴木　恵子		200

				個人 コジン		椎名　隆行		100																		個人		鈴木　英人		200

				個人 コジン		椎名　徹		100																		個人		鈴木　太朗		200

				個人 コジン		椎名　康弘		100																		個人		鈴木　学実		200

				個人 コジン		塩飽　晴美		100																		個人		鈴木　勝男		200

				個人 コジン		塩入　喜久男		100																		個人		鈴木　久人		200

				個人 コジン		塩崎　順也		100																		個人		鈴木　修		200

				個人 コジン		塩田　博明		100																		個人		鈴木　翔太		200

				個人 コジン		塩谷　泰行		100																		個人		鈴木　慎時		200

				個人 コジン		塩谷　祐二		100																		個人		鈴木　誠		200

				個人 コジン		塩出　有希		100																		個人		鈴木　達夫		200

				個人 コジン		鹿川　尚暉		100																		個人		鈴木　輝昭		200

				個人 コジン		鹿島　真理		100																		個人		鈴木　智幸		200

				個人 コジン		鹿取　剛		100																		個人		鈴木　典子		200

				個人 コジン		軸屋　久恵		100																		個人		鈴木　雅巳		200

				個人 コジン		軸屋　省三		100																		個人		鈴木　裕司		200

				個人 コジン		重田　良明		100																		個人		鈴木　良洋		200

				個人 コジン		重野　恵子		100																		個人		鈴木　瑠美子		200

				個人 コジン		重藤　靖二		100																		個人		砂田　伸恵		200

				個人 コジン		重本　光則		100																		個人		住ノ江　潤		200

				個人 コジン		七尾　英也		100																		個人		角田　利男		200

				個人 コジン		篠崎　光一		100																		個人		瀬川　丈貴		200

				個人 コジン		篠塚　昭八郎		100																		個人		瀬川　ミワ		200

				個人 コジン		篠原　香里		100																		個人		瀬津　拓		200

				個人 コジン		柴内　貴彦		100																		個人		関　洋介		200

				個人 コジン		柴田　清則		100																		個人		關谷　慎一		200

				個人 コジン		柴田　清博		100																		個人		關根　康宏		200

				個人 コジン		柴田　穣		100																		個人		関本　義之		200

				個人 コジン		柴田　知典		100																		個人		関村　雅和		200

				個人 コジン		柴田　直毅		100																		個人		設楽　城司		200

				個人 コジン		柴田　真妃		100																		個人		千田　純平		200

				個人 コジン		柴田　万紀子		100																		個人		千葉　貴英		200

				個人 コジン		柴田　裕史		100																		個人		千葉　京治		200

				個人 コジン		柴原　純		100																		個人		千葉　十郎		200

				個人 コジン		島岡　忠弘		100																		個人		千葉　翔太		200

				個人 コジン		島岡　宏明		100																		個人		千葉　龍矢		200

				個人 コジン		嶋貫　伸幸		100																		個人		千葉　トミ		200

				個人 コジン		島田　英男		100																		個人		曽根　康雄		200

				個人 コジン		島田　克敏		100																		個人		曽原　美由希		200

				個人 コジン		嶌田　健治		100																		個人		曽雌　隆洋		200

				個人 コジン		嶋田　宣之		100																		個人		宗　雅稀		200

				個人 コジン		嶋田　哲平		100																		個人		宗像　潤		200

				個人 コジン		嶋田　美惠子		100																		個人		傍島　武司		200

				個人 コジン		島田　和紀		100																		個人		染谷　直人		200

				個人 コジン		島津　幸子		100																		個人		染谷　元貴		200

				個人 コジン		島津　敏信		100																		個人		空田　健二		200

				個人 コジン		島村　幸子		100																		個人		空田　重美		200

				個人 コジン		下川　透真		100																		個人		田上　光司		200

				個人 コジン		下木　和敏		100																		個人		田北　真由美		200

				個人 コジン		下島　信男		100																		個人		田口　龍之介		200

				個人 コジン		下田　益		100																		個人		田口　亮		200

				個人 コジン		下田　美帆		100																		個人		田鹿　公一		200

				個人 コジン		下牧　伸子		100																		個人		田尻　治郎		200

				個人 コジン		下村　幸司		100																		個人		田代　久榮		200

				個人 コジン		下山　裕樹		100																		個人		田中　郁美		200

				個人 コジン		謝　作勇		100																		個人		田中　久雄		200

				個人 コジン		徐　承賢		100																		個人		田中　久美子		200

				個人 コジン		徐　智源		100																		個人		田中　憲治		200

				個人 コジン		庄田　孝夫		100																		個人		田中　孝		200

				個人 コジン		白井　勝幸		100																		個人		田中　詩子		200

				個人 コジン		白井　誠		100																		個人		田中　尚識		200

				個人 コジン		白井　宏和		100																		個人		田中　伸太郎		200

				個人 コジン		白江　阿華理		100																		個人		田中　誠二郎		200

				個人 コジン		白髪　貞義		100																		個人		田中　徳昭		200

				個人 コジン		白木　成和		100																		個人		田中　広二		200

				個人 コジン		白崎　正子		100																		個人		田中　弘		200

				個人 コジン		白崎　勇也		100																		個人		田中　浩		200

				個人 コジン		城宝　治也		100																		個人		田中　歩		200

				個人 コジン		城谷　龍弥		100																		個人		田中　眞理子		200

				個人 コジン		城福　宏吉		100																		個人		田中　康弘		200

				個人 コジン		甚田　行雄		100																		個人		田中　佑季		200

				個人 コジン		進　浩樹		100																		個人		田中　洋美		200

				個人 コジン		須江　宏有		100																		個人		田中　陽祐		200

				個人 コジン		須賀　雅子		100																		個人		田中　由華		200

				個人 コジン		須賀　裕二		100																		個人		田中　好次		200

				個人 コジン		須賀　遥奈		100																		個人		田中丸　沙織		200

				個人 コジン		須藤　恵司		100																		個人		田仲　純		200

				個人 コジン		須藤　清子		100																		個人		田沼　厚人		200

				個人 コジン		須藤　飛生		100																		個人		田畑　晴美		200

				個人 コジン		諏訪　幸		100																		個人		田邊　高広		200

				個人 コジン		鄒　紅岩		100																		個人		田邊　陽一		200

				個人 コジン		末継　忠		100																		個人		田丸　昭		200

				個人 コジン		末長　延子		100																		個人		田村　圭史		200

				個人 コジン		末満　昌昭		100																		個人		田村　幸子		200

				個人 コジン		末吉　賢伍		100																		個人		田村　俊夫		200

				個人 コジン		菅田　文夫		100																		個人		田村　和志		200

				個人 コジン		菅谷　英治		100																		個人		多田　文彦		200

				個人 コジン		菅野　幸夫		100																		個人		多古　さとみ		200

				個人 コジン		菅野　博基		100																		個人		高　敬ニ		200

				個人 コジン		菅原　敏明		100																		個人		高井　光男		200

				個人 コジン		菅原　陽子		100																		個人		高尾　健太郎		200

				個人 コジン		杉井　臣志		100																		個人		高尾　典子		200

				個人 コジン		杉浦　太		100																		個人		高岡　英生		200

				個人 コジン		杉浦　尚美		100																		個人		高階　康宏		200

				個人 コジン		杉浦　正光		100																		個人		高木　宣行		200

				個人 コジン		杉浦　陽一		100																		個人		高木　俊光		200

				個人 コジン		杉田　隆		100																		個人		高島　佳子		200

				個人 コジン		杉田　正明		100																		個人		高田　兼作		200

				個人 コジン		杉原　天哉		100																		個人		高田　茂治		200

				個人 コジン		杉原　直人		100																		個人		高野　一有記		200

				個人 コジン		杉原　宏忠		100																		個人		高野　峻也		200

				個人 コジン		杉本　年昭		100																		個人		高野　光央		200

				個人 コジン		杉本　直哉		100																		個人		高橋　一夫		200

				個人 コジン		杉本　初代		100																		個人		高橋　雄三		200

				個人 コジン		杉村　清		100																		個人		高橋　克大		200

				個人 コジン		杉山　篤		100																		個人		高橋　賢也		200

				個人 コジン		杉山　有司		100																		個人		高橋　幸広		200

				個人 コジン		杉山　慶子		100																		個人		高橋　晃		200

				個人 コジン		杉山　茂		100																		個人		高橋　寿文		200

				個人 コジン		杉山　和枝		100																		個人		高橋　翔		200

				個人 コジン		杉山　和孝		100																		個人		高橋　宗宏		200

				個人 コジン		鈴井　伸夫		100																		個人		高橋　鉄雄		200

				個人 コジン		鈴木　いさみ		100																		個人		高橋　はな子		200

				個人 コジン		鈴木　郁雄		100																		個人		高橋　星四		200

				個人 コジン		鈴木　惠美		100																		個人		高橋　真一		200

				個人 コジン		鈴木　大輔		100																		個人		高橋　光寛		200

				個人 コジン		鈴木　克巳		100																		個人		高橋　六郎		200

				個人 コジン		鈴木　キヨ子		100																		個人		高見　了司		200

				個人 コジン		鈴木　記代子		100																		個人		宝蔵寺　二重		200

				個人 コジン		鈴木　基之		100																		個人		瀧本　誠二		200

				個人 コジン		鈴木　君男		100																		個人		竹井　直樹		200

				個人 コジン		鈴木　清夫		100																		個人		竹内　健太		200

				個人 コジン		鈴木　久之		100																		個人		竹内　将訓		200

				個人 コジン		鈴木　孝幸		100																		個人		竹内　忠範		200

				個人 コジン		鈴木　晃		100																		個人		竹内　昌平		200

				個人 コジン		鈴木　重良		100																		個人		竹内　和代		200

				個人 コジン		鈴木　誠司		100																		個人		竹谷　孝之		200

				個人 コジン		鈴木　千鶴子		100																		個人		竹林　道夫		200

				個人 コジン		鈴木　荘平		100																		個人		竹本　哲男		200

				個人 コジン		鈴木　隆嗣		100																		個人		竹村　友孝		200

				個人 コジン		鈴木　武		100																		個人		武井　智彦		200

				個人 コジン		鈴木　利奈		100																		個人		武井　由貴子		200

				個人 コジン		鈴木　敏且		100																		個人		武内　見暁		200

				個人 コジン		鈴木　敏彦		100																		個人		武門　道子		200

				個人 コジン		鈴木　奈津美		100																		個人		武田　有起		200

				個人 コジン		鈴木　能晴		100																		個人		武谷　誠太郎		200

				個人 コジン		鈴木　宏和		100																		個人		立田　宏彰		200

				個人 コジン		鈴木　まさ子		100																		個人		立松　亨倫		200

				個人 コジン		鈴木　正美		100																		個人		橘　智子		200

				個人 コジン		鈴木　政夫		100																		個人		達　信彦		200

				個人 コジン		鈴木　康司		100																		個人		蓼沼　唯好		200

				個人 コジン		鈴木　康真		100																		個人		谷口　英子		200

				個人 コジン		鈴木　勇二		100																		個人		谷口　洸太		200

				個人 コジン		鈴木　誉子		100																		個人		谷口　宏行		200

				個人 コジン		鈴木　洋介		100																		個人		谷口　容子		200

				個人 コジン		鈴木　由美		100																		個人		谷山　輝		200

				個人 コジン		鈴木　由美子		100																		個人		玉井　康教		200

				個人 コジン		鈴木　良介		100																		個人		玉置　真也		200

				個人 コジン		鈴木　義男		100																		個人		玉木　将也		200

				個人 コジン		鈴木　義行		100																		個人		玉城　善仁		200

				個人 コジン		鈴木　和夫		100																		個人		俵口　博之		200

				個人 コジン		住田　雄祐		100																		個人		丹治　英樹		200

				個人 コジン		住田　洋子		100																		個人		丹羽　崇		200

				個人 コジン		住友　晋一		100																		個人		丹羽　豊		200

				個人 コジン		住友　雅代		100																		個人		反町　達夫		200

				個人 コジン		角谷　勝		100																		個人		津村　武史		200

				個人 コジン		角谷　尚子		100																		個人		柘植　英明		200

				個人 コジン		角野　章之		100																		個人		柘植　美由起		200

				個人 コジン		世良　寛子		100																		個人		月岡　誠彦		200

				個人 コジン		世良　耕一		100																		個人		月田　裕樹		200

				個人 コジン		瀬尾　公彦		100																		個人		辻　正純		200

				個人 コジン		瀬川　正昭		100																		個人		辻本　美穂		200

				個人 コジン		瀬戸　貴英		100																		個人		辻見　亜由		200

				個人 コジン		瀬戸　ひかる		100																		個人		土井　幸治		200

				個人 コジン		関　和範		100																		個人		土居　永二		200

				個人 コジン		関口　明		100																		個人		土居　正幸		200

				個人 コジン		関口　一郎		100																		個人		土岐　学司		200

				個人 コジン		関口　通男		100																		個人		土橋　一彦		200

				個人 コジン		関根　貴広		100																		個人		土肥　健一郎		200

				個人 コジン		関根　達也		100																		個人		筒井　年栄		200

				個人 コジン		関藤　稔弘		100																		個人		堤　寛人		200

				個人 コジン		芹澤　賢司		100																		個人		堤　冬樹		200

				個人 コジン		千代岡　邦美		100																		個人		鶴田　和也		200

				個人 コジン		千田　英樹		100																		個人		手塚　拓也		200

				個人 コジン		千葉　哲二		100																		個人		出口　広美		200

				個人 コジン		千葉　正美		100																		個人		出野　里歩		200

				個人 コジン		千葉　亘		100																		個人		出村　勇樹		200

				個人 コジン		千藤　晃弘		100																		個人		寺井　和美		200

				個人 コジン		仙波　剛芳		100																		個人		寺岡　竜太郎		200

				個人 コジン		曽根　君子		100																		個人		寺田　龍平		200

				個人 コジン		曽宮　秀和		100																		個人		寺田　由美子		200

				個人 コジン		曽山　加代		100																		個人		照沼　卓也		200

				個人 コジン		惣部　勝美		100																		個人		戸川　潤一		200

				個人 コジン		添川　泰大		100																		個人		戸川　千鶴		200

				個人 コジン		添木　稔		100																		個人		戸澤　信人		200

				個人 コジン		添田　安彦		100																		個人		戸城　秀樹		200

				個人 コジン		袖澤　純		100																		個人		戸部　幸子		200

				個人 コジン		袖山　丈也		100																		個人		都築　洋介		200

				個人 コジン		外池　貴志		100																		個人		都留　隆城		200

				個人 コジン		園山　万里		100																		個人		登坂　裕樹		200

				個人 コジン		染谷　佳参		100																		個人		等々力　文夫		200

				個人 コジン		染谷　秀樹		100																		個人		徳田　愛理		200

				個人 コジン		田枝　覚子		100																		個人		徳田　佳久		200

				個人 コジン		田川　稜		100																		個人		徳良　大輔		200

				個人 コジン		田口　民子		100																		個人		所　洋子		200

				個人 コジン		田結庄　暁子		100																		個人		富田　哲央		200

				個人 コジン		田結庄　溥之		100																		個人		富永　知子		200

				個人 コジン		田島　達		100																		個人		富永　直樹		200

				個人 コジン		田島　のり子		100																		個人		友清　昌生		200

				個人 コジン		田島　典泰		100																		個人		豊長　秀隆		200

				個人 コジン		田島　正彦		100																		個人		鳥居　光子		200

				個人 コジン		田島　裕士		100																		個人		鳥海　武夫		200

				個人 コジン		田尻　和敏		100																		個人		名倉　均		200

				個人 コジン		田代　清		100																		個人		那須　文江		200

				個人 コジン		田代　直秀		100																		個人		苗村　美紀		200

				個人 コジン		田代　雅門		100																		個人		中尾　直樹		200

				個人 コジン		田立　知路		100																		個人		中尾　倫子		200

				個人 コジン		田谷　文子		100																		個人		中岡　健二		200

				個人 コジン		田中　葵偉		100																		個人		中川　紀子		200

				個人 コジン		田中　一成		100																		個人		中川　幸規		200

				個人 コジン		田中　一典		100																		個人		中川　龍太郎		200

				個人 コジン		田中　加奈		100																		個人		中川　泰充		200

				個人 コジン		田中　勝政		100																		個人		中里　元		200

				個人 コジン		田中　樹希		100																		個人		中澤　航介		200

				個人 コジン		田中　久雄		100																		個人		中島　篤人		200

				個人 コジン		田中　久治		100																		個人		中島　一博		200

				個人 コジン		田中　啓一		100																		個人		中島　恵子		200

				個人 コジン		田中　公太		100																		個人		中嶋　大輔		200

				個人 コジン		田中　孝司		100																		個人		中嶋　紀子		200

				個人 コジン		田中　菜乃春		100																		個人		中島　健司		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		中園　妙香		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		中田　元三		200

				個人 コジン		田中　修司		100																		個人		中谷　紀夫		200

				個人 コジン		田中　順子		100																		個人		中谷　公彦		200

				個人 コジン		田中　章一		100																		個人		中谷　吉宏		200

				個人 コジン		田中　章夫		100																		個人		中地　衛		200

				個人 コジン		田中　武司		100																		個人		中津川　晴通		200

				個人 コジン		田中　博		100																		個人		中所　和彦		200

				個人 コジン		田中　早乙女		100																		個人		中西　晴子		200

				個人 コジン		田中　秀夫		100																		個人		中野　千佳		200

				個人 コジン		田中　雅恵		100																		個人		中野　豊		200

				個人 コジン		田中　瑞穂		100																		個人		中東　忍		200

				個人 コジン		田中　やす子		100																		個人		中平　充		200

				個人 コジン		田中　由香		100																		個人		中丸　豪		200

				個人 コジン		田中　礼子		100																		個人		中村　愛弓		200

				個人 コジン		田野　尚彦		100																		個人		中村　一敬		200

				個人 コジン		田端　睦毅		100																		個人		中村　佳代		200

				個人 コジン		田畑　裕康		100																		個人		中村　幸子		200

				個人 コジン		田伐　智		100																		個人		中村　幸平		200

				個人 コジン		田原　紀美子		100																		個人		中村　栄一		200

				個人 コジン		田原　豊治		100																		個人		中村　淳		200

				個人 コジン		田部　順		100																		個人		中村　将俊		200

				個人 コジン		田渕　耕太		100																		個人		中村　隆之		200

				個人 コジン		田辺　基益		100																		個人		中村　浩		200

				個人 コジン		田邉　規幸		100																		個人		中村　文彦		200

				個人 コジン		田村　一平		100																		個人		中村　真由美		200

				個人 コジン		田村　英雄		100																		個人		中村　雅彦		200

				個人 コジン		田村　俊介		100																		個人		中村　凌		200

				個人 コジン		田村　直樹		100																		個人		中村　和喜		200

				個人 コジン		田村　義弘		100																		個人		中山　紀美江		200

				個人 コジン		田村　和重		100																		個人		中山　久代		200

				個人 コジン		多賀　善治		100																		個人		中山　真一		200

				個人 コジン		多田　建二		100																		個人		中山　康幸		200

				個人 コジン		高井良　義茂		100																		個人		永井　学		200

				個人 コジン		高尾　勝治		100																		個人		永川　善久		200

				個人 コジン		高岡　幸一		100																		個人		永島　政次		200

				個人 コジン		高岡　しおり		100																		個人		永瀬　正喜		200

				個人 コジン		高階　一郎		100																		個人		永田　未羽		200

				個人 コジン		高風　和代		100																		個人		永長　裕治		200

				個人 コジン		高木　勝成		100																		個人		永安　清太郎		200

				個人 コジン		高木　奏絵		100																		個人		永山　榮一		200

				個人 コジン		高木　眞人		100																		個人		仲田　米太		200

				個人 コジン		高儀　規夫		100																		個人		仲村渠　健		200

				個人 コジン		高倉　宏		100																		個人		長井　悠佑		200

				個人 コジン		高坂　伸也		100																		個人		長岡　廣子		200

				個人 コジン		高崎　邦香		100																		個人		長坂　香緒留		200

				個人 コジン		高崎　守		100																		個人		長島　博務		200

				個人 コジン		高島　考司		100																		個人		長谷川　敦子		200

				個人 コジン		高島　慎太郎		100																		個人		長谷川　琴葉		200

				個人 コジン		高島　稚子		100																		個人		長谷川　重治郎		200

				個人 コジン		高嶋　和成		100																		個人		長谷川　尚美		200

				個人 コジン		高城　尚久		100																		個人		長谷川　雅章		200

				個人 コジン		高瀬　久美子		100																		個人		長谷川　美沙緒		200

				個人 コジン		高瀬　昭夫		100																		個人		長沼　真		200

				個人 コジン		高瀨　亮		100																		個人		長沼　和行		200

				個人 コジン		高関　博志		100																		個人		長橋　郁子		200

				個人 コジン		高田　佳正		100																		個人		長命　勇士		200

				個人 コジン		高田　晋司		100																		個人		成清　心悠		200

				個人 コジン		高田　晴貴		100																		個人		成田　翔太		200

				個人 コジン		高田　光一		100																		個人		成冨　寛子		200

				個人 コジン		高田　裕之		100																		個人		鳴瀬　斉		200

				個人 コジン		高取　望		100																		個人		難波　拓也		200

				個人 コジン		高梨　艶玉		100																		個人		難波　宏晃		200

				個人 コジン		高野　淳一		100																		個人		二丹田　裕美		200

				個人 コジン		高野　章		100																		個人		二野宮　亮		200

				個人 コジン		高野　辰二		100																		個人		西　真人		200

				個人 コジン		高野　万利子		100																		個人		西明　剛		200

				個人 コジン		高野　和代		100																		個人		西井　康裕		200

				個人 コジン		高羽　千秋		100																		個人		西尾　隆久		200

				個人 コジン		高橋　一幸		100																		個人		西尾　正行		200

				個人 コジン		高橋　瑛士		100																		個人		西川　邦夫		200

				個人 コジン		高橋　勝美		100																		個人		西窪　隆仁		200

				個人 コジン		高橋　君子		100																		個人		西田　和子		200

				個人 コジン		高橋　幸子		100																		個人		西野　僚太		200

				個人 コジン		高橋　里枝		100																		個人		西原　正武		200

				個人 コジン		高橋　翔馬		100																		個人		西槙　康博		200

				個人 コジン		高橋　千珠		100																		個人		西村　國男		200

				個人 コジン		高橋　崇一		100																		個人		西村　照美		200

				個人 コジン		高橋　直樹		100																		個人		西森　有紀		200

				個人 コジン		高橋　典良		100																		個人		錦織　拓也		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		廿千　邦正		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		沼田　綾子		200

				個人 コジン		高橋　秀幸		100																		個人		根木　正次		200

				個人 コジン		高橋　広篤		100																		個人		根本　達也		200

				個人 コジン		高橋　弘		100																		個人		野口　宗迪		200

				個人 コジン		高橋　正明		100																		個人		野崎　翔平		200

				個人 コジン		高橋　正雄		100																		個人		野澤　大輔		200

				個人 コジン		高橋　裕		100																		個人		野澤　孝征		200

				個人 コジン		高橋　洋		100																		個人		野澤　聡矩		200

				個人 コジン		高林　嘉男		100																		個人		野島　邦治		200

				個人 コジン		高見　知子		100																		個人		野田　敦史		200

				個人 コジン		高宮　慎介		100																		個人		野田　拓海		200

				個人 コジン		高村　恵子		100																		個人		野本　梨沙子		200

				個人 コジン		高守　るみ子		100																		個人		野路　伸一		200

				個人 コジン		高安　律子		100																		個人		野村　昌志		200

				個人 コジン		寶道　勝		100																		個人		納庄　弘一		200

				個人 コジン		宝道　千枝子		100																		個人		納本　博好		200

				個人 コジン		滝沢　敏夫		100																		個人		羽野　修平		200

				個人 コジン		竹内　栄治		100																		個人		馬田　昭		200

				個人 コジン		竹内　誠治		100																		個人		袴田　竜太		200

				個人 コジン		竹内　丈志		100																		個人		萩原　秀晴		200

				個人 コジン		竹内　光男		100																		個人		橋口　隼人		200

				個人 コジン		竹内　芳信		100																		個人		橋本　竜		200

				個人 コジン		竹岡　美恵		100																		個人		橋本　朋子		200

				個人 コジン		竹之内　達生		100																		個人		橋本　政幸		200

				個人 コジン		竹田　寛治		100																		個人		橋本　優美子		200

				個人 コジン		竹田　泰昭		100																		個人		蓮井　統		200

				個人 コジン		竹谷　直樹		100																		個人		畑　利男		200

				個人 コジン		竹中　章浩		100																		個人		畑　信幸		200

				個人 コジン		竹中　美希		100																		個人		畑山　秀樹		200

				個人 コジン		竹ノ内　和樹		100																		個人		初沢　久美子		200

				個人 コジン		竹野　幸雄		100																		個人		初谷　優		200

				個人 コジン		竹村　昌司		100																		個人		花城　真嗣		200

				個人 コジン		竹森　知		100																		個人		浜口　亮太		200

				個人 コジン		武井　賢一		100																		個人		濱田　貴大		200

				個人 コジン		武内　由美子		100																		個人		浜田　慶祐		200

				個人 コジン		武川　和美		100																		個人		浜田　修		200

				個人 コジン		武重　雄介		100																		個人		浜田　二美香		200

				個人 コジン		武田　春美		100																		個人		濱田　和宏		200

				個人 コジン		武田　冬彦		100																		個人		濱本　剛史		200

				個人 コジン		武田　祐子		100																		個人		早川　恭生		200

				個人 コジン		武藤　史行		100																		個人		早野　勉		200

				個人 コジン		但馬　聡		100																		個人		林　淳輔		200

				個人 コジン		忠垣　信次郎		100																		個人		林　法男		200

				個人 コジン		立石　禮子		100																		個人		林　和輝		200

				個人 コジン		立川　裕子		100																		個人		原　重久		200

				個人 コジン		立花　登		100																		個人		原　智康		200

				個人 コジン		立松　亨倫		100																		個人		原　典子		200

				個人 コジン		立森　真		100																		個人		原　由紀枝		200

				個人 コジン		橘　光博		100																		個人		原島　良平		200

				個人 コジン		辰　哲也		100																		個人		原田　滉士		200

				個人 コジン		巽　英司		100																		個人		原田　康平		200

				個人 コジン		谷川　英二		100																		個人		榛葉　邦和		200

				個人 コジン		谷川　悦子		100																		個人		春野　友哉		200

				個人 コジン		谷口　雄介		100																		個人		春日　光広		200

				個人 コジン		谷口　貴洋		100																		個人		春見　誠		200

				個人 コジン		谷口　博昭		100																		個人		日暮　滉将		200

				個人 コジン		谷田部　大海		100																		個人		枇榔　秀実		200

				個人 コジン		谷藤　政明		100																		個人		樋口　秀成		200

				個人 コジン		谷本　達哉		100																		個人		東　亜由美		200

				個人 コジン		谷山　風花		100																		個人		東　賢一		200

				個人 コジン		谷山　輝		100																		個人		東　すみえ		200

				個人 コジン		谷山　歩		100																		個人		東　優佳		200

				個人 コジン		谷好　弘章		100																		個人		東海林　康平		200

				個人 コジン		種岡　誠司		100																		個人		東谷　堅		200

				個人 コジン		玉井　道裕		100																		個人		平井　すみ子		200

				個人 コジン		玉川　朋成		100																		個人		平尾　長男		200

				個人 コジン		玉木　有一		100																		個人		平尾　行正		200

				個人 コジン		玉木　達郎		100																		個人		平川　知子		200

				個人 コジン		玉澤　禎顕		100																		個人		平木　陽		200

				個人 コジン		為我井　章		100																		個人		平野　健三		200

				個人 コジン		丹羽　広平		100																		個人		平野　誠		200

				個人 コジン		地曳　多三郎		100																		個人		平野　崇		200

				個人 コジン		知久　美緒		100																		個人		平野　雅樹		200

				個人 コジン		知野見　恵美		100																		個人		平松　和代		200

				個人 コジン		茶木　和久		100																		個人		平山　誠		200

				個人 コジン		津川　雅彦		100																		個人		広井　さえ子		200

				個人 コジン		津嶋　茂樹		100																		個人		廣瀬　仁美		200

				個人 コジン		津田　智規		100																		個人		廣瀬　光成		200

				個人 コジン		津野　琢哉		100																		個人		部谷　和也		200

				個人 コジン		津村　克彦		100																		個人		深井　孝治		200

				個人 コジン		津々木　ひとみ		100																		個人		服部　愛		200

				個人 コジン		塚田　擴		100																		個人		服部　篤史		200

				個人 コジン		塚田　万友美		100																		個人		服部　治光		200

				個人 コジン		塚野　旬		100																		個人		服部　慎一		200

				個人 コジン		塚本　進		100																		個人		服部　智帆		200

				個人 コジン		辻　忠亮		100																		個人		服部　美穂		200

				個人 コジン		辻　直樹		100																		個人		福井　敦也		200

				個人 コジン		辻　美稚子		100																		個人		福田　健悟		200

				個人 コジン		辻　勇樹		100																		個人		福田　悟		200

				個人 コジン		辻本　英樹		100																		個人		福田　由美枝		200

				個人 コジン		辻村　茂男		100																		個人		福長　萬紀子		200

				個人 コジン		辻元　美穂		100																		個人		福本　哲也		200

				個人 コジン		土井　聡史		100																		個人		福間　大祐		200

				個人 コジン		土澤　康之		100																		個人		藤井　翔		200

				個人 コジン		土志田　千秋		100																		個人		藤井　昇		200

				個人 コジン		土田　美代子		100																		個人		藤岡　幹明		200

				個人 コジン		土谷　康宏		100																		個人		藤崎　武		200

				個人 コジン		土屋　君子		100																		個人		藤澤　正弘		200

				個人 コジン		土屋　憲治		100																		個人		藤代　峻輔		200

				個人 コジン		土屋　孝		100																		個人		藤田　啓		200

				個人 コジン		土屋　志郎		100																		個人		藤田　護		200

				個人 コジン		土屋　翔		100																		個人		藤田　知倫		200

				個人 コジン		土屋　泰臣		100																		個人		藤田　智子		200

				個人 コジン		常川　猛		100																		個人		藤田　雅弘		200

				個人 コジン		椿　眞由美		100																		個人		藤田　八十仁		200

				個人 コジン		椿井　信仁		100																		個人		藤田　泰		200

				個人 コジン		坪田　彰三		100																		個人		藤田　康弘		200

				個人 コジン		艶島　悠介		100																		個人		藤田　和弘		200

				個人 コジン		釣井　裕紀		100																		個人		藤野　義弘		200

				個人 コジン		鶴木　雄太		100																		個人		藤原　佳恵子		200

				個人 コジン		鶴子　正明		100																		個人		藤原　獎太		200

				個人 コジン		鶴田　博昭		100																		個人		藤原　眞由美		200

				個人 コジン		鶴谷　秀俊		100																		個人		藤原　正也		200

				個人 コジン		鶴巻　辰紘		100																		個人		藤原　稔		200

				個人 コジン		手錢　孝介		100																		個人		藤本　勝也		200

				個人 コジン		手束　嘉孝		100																		個人		藤本　龍		200

				個人 コジン		手塚　正明		100																		個人		藤間　弘晃		200

				個人 コジン		寺井　敏雄		100																		個人		藤巻　徹		200

				個人 コジン		寺内　麻実子		100																		個人		舩川　優		200

				個人 コジン		寺内　実		100																		個人		舩戸　翔平		200

				個人 コジン		寺尾　シヅ子		100																		個人		古賀　丈士		200

				個人 コジン		寺尾　浩一		100																		個人		古賀　丈富		200

				個人 コジン		寺尾　美有紀		100																		個人		古賀　信吾		200

				個人 コジン		寺崎　信義		100																		個人		古川　茂		200

				個人 コジン		寺嶌　美佐保		100																		個人		古川　和広		200

				個人 コジン		寺田　尚平		100																		個人		古田　昌也		200

				個人 コジン		寺田　侑介		100																		個人		古橋　達也		200

				個人 コジン		寺本　洋		100																		個人		古橋　信一		200

				個人 コジン		戸嶋　美千子		100																		個人		古畑　敦司		200

				個人 コジン		戸谷　健治		100																		個人		古森　政作		200

				個人 コジン		戸谷　富夫		100																		個人		別府　翔太朗		200

				個人 コジン		戸部　幸子		100																		個人		紅林　知子		200

				個人 コジン		刀祢　定一		100																		個人		星　健太		200

				個人 コジン		唐木　昭広		100																		個人		細田　恭子		200

				個人 コジン		唐沢　宇傑		100																		個人		細田　義裕		200

				個人 コジン		通阪　純也		100																		個人		細見　智		200

				個人 コジン		鴇田　かつ子		100																		個人		堀　利吏		200

				個人 コジン		徳網　恵美子		100																		個人		堀池　弘樹		200

				個人 コジン		徳井　魅菜		100																		個人		堀口　浩美		200

				個人 コジン		徳永　剛太		100																		個人		本末　光		200

				個人 コジン		徳光　一夫		100																		個人		本杉　正則		200

				個人 コジン		殿勝　加奈子		100																		個人		本瀬　有司		200

				個人 コジン		飛田　翔		100																		個人		本田　淳		200

				個人 コジン		富尾　秋洋		100																		個人		本多　笑子		200

				個人 コジン		冨岡　敦		100																		個人		本橋　晋		200

				個人 コジン		冨岡　要		100																		個人		真柄　明斗		200

				個人 コジン		富岡　百合子		100																		個人		眞子　行敬		200

				個人 コジン		富倉　康雄		100																		個人		真鍋　とめ子		200

				個人 コジン		富田　勲		100																		個人		摩嶋　竜生		200

				個人 コジン		冨田　将典		100																		個人		前川　浩一		200

				個人 コジン		富田　忠		100																		個人		前嶌　雅三		200

				個人 コジン		冨田　美鈴		100																		個人		前田　薫		200

				個人 コジン		富田　和枝		100																		個人		前田　隆則		200

				個人 コジン		冨永　直彦		100																		個人		前田　雅史		200

				個人 コジン		冨永　秀郎		100																		個人		前田　光之		200

				個人 コジン		富元　雄大		100																		個人		前野　貴弘		200

				個人 コジン		富山　貴美		100																		個人		牧野　恵子		200

				個人 コジン		冨山　亮太		100																		個人		牧野　基		200

				個人 コジン		友澤　慎也		100																		個人		牧野　将太		200

				個人 コジン		豊嶋　史哲		100																		個人		幕内　聡		200

				個人 コジン		豊島　隆		100																		個人		舛田　亜紀子		200

				個人 コジン		豊嶋　元		100																		個人		升田　敦子		200

				個人 コジン		豊田　治男		100																		個人		増子　耕太郎		200

				個人 コジン		豊田　敏志		100																		個人		増田　真也		200

				個人 コジン		豊田　富美代		100																		個人		増竹　徹		200

				個人 コジン		豊原　誉志恵		100																		個人		町田　幸織		200

				個人 コジン		虎尾　榮一		100																		個人		町田　正光		200

				個人 コジン		鳥井　雅之		100																		個人		松井　憲司		200

				個人 コジン		鳥居　正幸		100																		個人		松井　幸子		200

				個人 コジン		鳥家　正美		100																		個人		松上　潤子		200

				個人 コジン		鳥越　厚子		100																		個人		松浦　大樹		200

				個人 コジン		那須　慎一		100																		個人		松浦　靖		200

				個人 コジン		奈良　泰之		100																		個人		松尾　明美		200

				個人 コジン		中　宗一郎		100																		個人		松岡　太一		200

				個人 コジン		中井　隆夫		100																		個人		松岡　千裕		200

				個人 コジン		中井　隆行		100																		個人		松沢　佑太		200

				個人 コジン		中尾　正実		100																		個人		松下　明美		200

				個人 コジン		中川　英樹		100																		個人		松田　昊大		200

				個人 コジン		中川　英士		100																		個人		松田　敏弘		200

				個人 コジン		中川　久恵		100																		個人		松戸　和規		200

				個人 コジン		中川　志伸		100																		個人		松永　瞬		200

				個人 コジン		中川　忍		100																		個人		松永　春夫		200

				個人 コジン		中川　浩		100																		個人		松野　貴教		200

				個人 コジン		中川　佑香		100																		個人		松野　茂		200

				個人 コジン		中越　真理		100																		個人		松野　雅人		200

				個人 コジン		中澤　久美		100																		個人		松林　辰祐		200

				個人 コジン		中澤　浩美		100																		個人		松原　忠興		200

				個人 コジン		中澤　雅明		100																		個人		松本　強		200

				個人 コジン		中澤　靖男		100																		個人		松本　幸也		200

				個人 コジン		中澤　祐子		100																		個人		松本　哲周		200

				個人 コジン		中嶋　敦		100																		個人		松本　哲也		200

				個人 コジン		中島　一貴		100																		個人		松本　良浩		200

				個人 コジン		中嶋　圭輔		100																		個人		松山　たづ子		200

				個人 コジン		中島　啓助		100																		個人		丸山　暁子		200

				個人 コジン		中島　孔志		100																		個人		丸山　香純		200

				個人 コジン		中島　耕二		100																		個人		丸山　孝一		200

				個人 コジン		中島　茂夫		100																		個人		丸山　典晃		200

				個人 コジン		中島　純一		100																		個人		圓酒　元希		200

				個人 コジン		中島　常幸		100																		個人		萬部　寛子		200

				個人 コジン		中島　直樹		100																		個人		三上　一		200

				個人 コジン		中島　光男		100																		個人		三浦　啓一		200

				個人 コジン		中島　朗		100																		個人		三浦　秀平		200

				個人 コジン		中園　将弥		100																		個人		三浦　洋二		200

				個人 コジン		中園　輝子		100																		個人		三木　康弘		200

				個人 コジン		中田　吉則		100																		個人		三國　克紘		200

				個人 コジン		中田　理成		100																		個人		三國　公稔		200

				個人 コジン		中田　和永		100																		個人		三柴　重夫		200

				個人 コジン		中田　和彦		100																		個人		三島　宣明		200

				個人 コジン		中谷　里巳		100																		個人		三嶋　ふき子		200

				個人 コジン		中谷　正浩		100																		個人		三宅　謙一郎		200

				個人 コジン		中谷　光男		100																		個人		三ツ矢　憲史		200

				個人 コジン		中谷地　義光		100																		個人		三橋　敬一		200

				個人 コジン		中西　健		100																		個人		三好　啓友		200

				個人 コジン		中西　博保		100																		個人		三好　浩子		200

				個人 コジン		中西　真奈美		100																		個人		水上　正男		200

				個人 コジン		中西　康代		100																		個人		水谷　友繁		200

				個人 コジン		中野　一憲		100																		個人		水谷　真奈美		200

				個人 コジン		中埜　雄仁		100																		個人		水野　廣秋		200

				個人 コジン		中野　勝弘		100																		個人		水本　恭子		200

				個人 コジン		中野　毅彦		100																		個人		水村　由利江		200

				個人 コジン		中野　健治		100																		個人		溝口　貴亮		200

				個人 コジン		中野　彰浩		100																		個人		溝口　志樹		200

				個人 コジン		中野　晴生		100																		個人		溝辺　馨		200

				個人 コジン		中野　文仁		100																		個人		道祖土　幸裕		200

				個人 コジン		中野　昌晴		100																		個人		南　誠志		200

				個人 コジン		中野　政人		100																		個人		南出　紘孝		200

				個人 コジン		中林　力		100																		個人		南平　勇武		200

				個人 コジン		中原　浩史		100																		個人		峯山　瑞生		200

				個人 コジン		中町　登志子		100																		個人		宮之前　和也		200

				個人 コジン		中道　倫昭		100																		個人		宮坂　一男		200

				個人 コジン		中村　明彦		100																		個人		宮崎　壮矢		200

				個人 コジン		中村　清則		100																		個人		宮崎　優子		200

				個人 コジン		中村　京子		100																		個人		宮里　翔子		200

				個人 コジン		中村　佳代		100																		個人		宮沢　慈大		200

				個人 コジン		中村　悟己		100																		個人		宮下　凱成		200

				個人 コジン		中村　孝市		100																		個人		宮田　茂雄		200

				個人 コジン		中村　さよ子		100																		個人		宮武　正		200

				個人 コジン		中村　茂		100																		個人		宮野　秀基		200

				個人 コジン		中村　修一		100																		個人		宮本　隆		200

				個人 コジン		中村　隆		100																		個人		牟田口　玲奈		200

				個人 コジン		中村　司		100																		個人		向畑　幸子		200

				個人 コジン		中村　哲朗		100																		個人		椋本　豊		200

				個人 コジン		中村　利行		100																		個人		村井　保夫		200

				個人 コジン		中村　正夫		100																		個人		村井　悠太		200

				個人 コジン		中村　昌行		100																		個人		村上　武司		200

				個人 コジン		中山　相一		100																		個人		村上　浩輝		200

				個人 コジン		中山　一弘		100																		個人		村川　仁朗		200

				個人 コジン		中山　進一		100																		個人		村瀬　友則		200

				個人 コジン		中山　誠三		100																		個人		村田　紘一		200

				個人 コジン		中山　隆範		100																		個人		村田　淳一郎		200

				個人 コジン		中山　徹		100																		個人		村本　孝紀		200

				個人 コジン		中山　智裕		100																		個人		村松　又太郎		200

				個人 コジン		中山　信之		100																		個人		村山　建介		200

				個人 コジン		中山　浩太郎		100																		個人		望月　智史		200

				個人 コジン		中山　泰成		100																		個人		森　かおり		200

				個人 コジン		中山　裕己		100																		個人		森　徹		200

				個人 コジン		永井　健太郎		100																		個人		森　秀雄		200

				個人 コジン		永井　安徽夫		100																		個人		森　盛茂		200

				個人 コジン		永瀬　章治		100																		個人		森　予始子		200

				個人 コジン		永田　三枝子		100																		個人		森　由香里		200

				個人 コジン		永戸　光生		100																		個人		森上　輝宣		200

				個人 コジン		永野　由巳		100																		個人		森内　章博		200

				個人 コジン		永山　恒誉		100																		個人		森川　公仁		200

				個人 コジン		仲佐　嘉彰		100																		個人		森下　佳樹		200

				個人 コジン		仲村　昌洋		100																		個人		森下　美由紀		200

				個人 コジン		仲安　節子		100																		個人		森下　光		200

				個人 コジン		長岡　かおり		100																		個人		森田　孝子		200

				個人 コジン		長崎　寛美		100																		個人		森田　富夫		200

				個人 コジン		長迫　君代		100																		個人		森永　雄二		200

				個人 コジン		長澤　健司		100																		個人		諸岡　咲季		200

				個人 コジン		長澤　仁志		100																		個人		諸岡　美亜		200

				個人 コジン		長澤　信宏		100																		個人		諸墨　祐子		200

				個人 コジン		長島　芳子		100																		個人		八木　孝一		200

				個人 コジン		長田　梢		100																		個人		八木　耕一		200

				個人 コジン		長田　秀樹		100																		個人		八木　直子		200

				個人 コジン		長田　雅司		100																		個人		八木　由生		200

				個人 コジン		長谷　嘉代子		100																		個人		八重津　充		200

				個人 コジン		長谷　善樹		100																		個人		八島　啓樹		200

				個人 コジン		長谷川　一男		100																		個人		八巻　和彦		200

				個人 コジン		長谷川　央		100																		個人		矢郷　竜平		200

				個人 コジン		長谷川　伸		100																		個人		矢地　彰		200

				個人 コジン		長谷川　忠康		100																		個人		矢野　江里		200

				個人 コジン		長谷川　富三		100																		個人		矢野　傑士		200

				個人 コジン		長谷川　信子		100																		個人		矢部　聡		200

				個人 コジン		長谷川　益夫		100																		個人		矢吹　政子		200

				個人 コジン		長谷川　諭伴		100																		個人		屋敷　大輔		200

				個人 コジン		長谷川　芳典		100																		個人		藥師寺　敬子		200

				個人 コジン		長谷川　義明		100																		個人		安崎　靖臣		200

				個人 コジン		長谷崎　拓也		100																		個人		安田　浩二		200

				個人 コジン		長塚　真理		100																		個人		安達　祐輔		200

				個人 コジン		長沼　重秀		100																		個人		安部　昌紘		200

				個人 コジン		長野　創造		100																		個人		安藤　寛幸		200

				個人 コジン		長橋　次男		100																		個人		安藤　俊正		200

				個人 コジン		長幡　勝		100																		個人		安藤　奈々美		200

				個人 コジン		長張　由紀夫		100																		個人		安藤　博宣		200

				個人 コジン		長松　聡志		100																		個人		安藤　僚太		200

				個人 コジン		長屋　健太郎		100																		個人		梁瀬　幸司		200

				個人 コジン		流川　智美		100																		個人		柳　夏奈子		200

				個人 コジン		鍋谷　哲		100																		個人		柳田　晋太朗		200

				個人 コジン		並木　秀行		100																		個人		籔野　正		200

				個人 コジン		波田野　統之		100																		個人		山上　賢		200

				個人 コジン		波多野　裕友		100																		個人		山内　誠		200

				個人 コジン		成願　ひかる		100																		個人		山内　徹也		200

				個人 コジン		成田　暁		100																		個人		山賀　孝行		200

				個人 コジン		難波　祐二		100																		個人		山河　弘太		200

				個人 コジン		二瓶　徹		100																		個人		山岸　花凛		200

				個人 コジン		二星　恵美		100																		個人		山口　佳朗		200

				個人 コジン		二宮　健次		100																		個人		山口　晶平		200

				個人 コジン		二宮　稔		100																		個人		山口　武		200

				個人 コジン		西　康栄		100																		個人		山口　竜大		200

				個人 コジン		西井　寿一		100																		個人		山口　俊輔		200

				個人 コジン		西浦　由家		100																		個人		山口　正人		200

				個人 コジン		西尾　奈津子		100																		個人		山口　由加		200

				個人 コジン		西岡　一美		100																		個人		山崎　英明		200

				個人 コジン		西片　佳輝		100																		個人		山崎　聖広		200

				個人 コジン		西川　徳行		100																		個人		山崎　卓志		200

				個人 コジン		西川　弘毅		100																		個人		山崎　知善		200

				個人 コジン		西川　弘美		100																		個人		山崎　直子		200

				個人 コジン		西川　和子		100																		個人		山崎　真也		200

				個人 コジン		西沢　茂子		100																		個人		山沢　浩幸		200

				個人 コジン		西澤　康造		100																		個人		山下　ありさ		200

				個人 コジン		西科　勝行		100																		個人		山下　圭子		200

				個人 コジン		西嶋　弘重		100																		個人		山下　卓也		200

				個人 コジン		西条　佳憲		100																		個人		山下　槙		200

				個人 コジン		西城　毅		100																		個人		山田　亜紀		200

				個人 コジン		西田　彰吾		100																		個人		山田　明		200

				個人 コジン		西田　まり子		100																		個人		山田　市雄		200

				個人 コジン		西谷　聡		100																		個人		山田　恵利子		200

				個人 コジン		西野　泰正		100																		個人		山田　英津子		200

				個人 コジン		西野　陽子		100																		個人		山田　勝雄		200

				個人 コジン		西畑　寿宏		100																		個人		山田　賢治		200

				個人 コジン		西本　恵美子		100																		個人		山田　公貴		200

				個人 コジン		西本　剛		100																		個人		山田　穣		200

				個人 コジン		西本　正英		100																		個人		山田　千尋		200

				個人 コジン		西本　由治		100																		個人		山田　敏子		200

				個人 コジン		西向　良夫		100																		個人		山田　和雄		200

				個人 コジン		西村　一弘		100																		個人		山中　智子		200

				個人 コジン		西村　央		100																		個人		山中　秀樹		200

				個人 コジン		西村　進		100																		個人		山本　愛		200

				個人 コジン		西村　聡		100																		個人		山本　有子		200

				個人 コジン		西村　裕次		100																		個人		山本　可菜子		200

				個人 コジン		西山　英二		100																		個人		山本　憲明		200

				個人 コジン		西山　嘉彦		100																		個人		山本　高久		200

				個人 コジン		西山　統		100																		個人		山本　忠実		200

				個人 コジン		西山　昇		100																		個人		山本　知史		200

				個人 コジン		西山　雅也		100																		個人		山本　真理子		200

				個人 コジン		錦野　亮		100																		個人		山本　麗子		200

				個人 コジン		韮沢　浩		100																		個人		山村　龍吾		200

				個人 コジン		布　美香子		100																		個人		湯川　央恵		200

				個人 コジン		沼田　賢一		100																		個人		湯澤　律子		200

				個人 コジン		根岸　良実		100																		個人		湯本　拓也		200

				個人 コジン		根本　英祐		100																		個人		行武　亮平		200

				個人 コジン		根本　剛		100																		個人		行本　順一		200

				個人 コジン		野木森　一剛		100																		個人		指本　智範		200

				個人 コジン		野口　修一		100																		個人		與那嶺　正昭		200

				個人 コジン		野口　秀男		100																		個人		楊　吟吟		200

				個人 コジン		野口　裕行		100																		個人		養田　靖		200

				個人 コジン		野口　誉成		100																		個人		横井　和子		200

				個人 コジン		野崎　憲三		100																		個人		横瀬　隆弘		200

				個人 コジン		野崎　長志		100																		個人		横田　千秋		200

				個人 コジン		野澤　孝		100																		個人		横田　智栄		200

				個人 コジン		野田　明美		100																		個人		横山　喜男		200

				個人 コジン		野田　賢治		100																		個人		横山　つや子		200

				個人 コジン		野田　祥恵		100																		個人		吉井　敏夫		200

				個人 コジン		野田　敏雄		100																		個人		吉井　雅世		200

				個人 コジン		野田　裕樹		100																		個人		吉浦　慎二		200

				個人 コジン		野中　孝子		100																		個人		吉岡　こずえ		200

				個人 コジン		野仲　文子		100																		個人		吉岡　節子		200

				個人 コジン		野畑　知明		100																		個人		吉川　一男		200

				個人 コジン		埜林　久人		100																		個人		吉川　輝		200

				個人 コジン		野本　貴義		100																		個人		吉田　勝巳		200

				個人 コジン		野本　博通		100																		個人		吉田　佳世		200

				個人 コジン		野間　美香		100																		個人		吉田　公昭		200

				個人 コジン		野村　貴宏		100																		個人		吉田　晶美		200

				個人 コジン		野村　公盛		100																		個人		吉田　仁志		200

				個人 コジン		野村　貞子		100																		個人		吉田　誠		200

				個人 コジン		野村　忠勝		100																		個人		吉田　拓弥		200

				個人 コジン		野々村　俊江		100																		個人		吉田　友美		200

				個人 コジン		信森　達也		100																		個人		吉田　成寿		200

				個人 コジン		羽田　孝臣		100																		個人		吉田　光博		200

				個人 コジン		羽鳥　さやか		100																		個人		吉竹　郁文		200

				個人 コジン		羽場　てる		100																		個人		吉永　伸司		200

				個人 コジン		馬越　秀夫		100																		個人		吉野　修平		200

				個人 コジン		馬場　一樹		100																		個人		吉藤　智子		200

				個人 コジン		馬場　達也		100																		個人		吉松　重文		200

				個人 コジン		葉葺　久尚		100																		個人		吉村　知里		200

				個人 コジン		萩森　正仁		100																		個人		吉村　光平		200

				個人 コジン		橋谷　真哉		100																		個人		吉山　容正		200

				個人 コジン		橋爪　淑浩		100																		個人		連城　剛志		200

				個人 コジン		橋本　一生		100																		個人		和泉　直子		200

				個人 コジン		橋本　絵里		100																		個人		和田　健司		200

				個人 コジン		橋本　季代		100																		個人		和田　浩之		200

				個人 コジン		橋本　久美子		100																		個人		和田　未央		200

				個人 コジン		橋本　知幸		100																		個人		若菜　請雄		200

				個人 コジン		畑中　和樹		100																		個人		若林　末男		200

				個人 コジン		畠中　修		100																		個人		若林　壮登		200

				個人 コジン		畠山　康弘		100																		個人		若林　直樹		200

				個人 コジン		秦　偉		100																		個人		若原　美鈴		200

				個人 コジン		秦　悦子		100																		個人		若松　昭彦		200

				個人 コジン		鳩山　健将		100																		個人		若松　春香		200

				個人 コジン		花内　洋		100																		個人		脇　治		200

				個人 コジン		花嶋　薫		100																		個人		脇　澄夫		200

				個人 コジン		花園　治郎		100																		個人		脇　哲之		200

				個人 コジン		花畑　雅明		100																		個人		脇　政雄		200

				個人 コジン		花輪　誠		100																		個人		鷲頭　伸俊		200

				個人 コジン		浜　英伸		100																		個人		渡部　紘行		200

				個人 コジン		濱口　岳		100																		個人		渡邊　潤		200

				個人 コジン		濱崎　勝		100																		個人		渡辺　啓三郎		200

				個人 コジン		濱崎　道夫		100																		個人		渡邉　敬史		200

				個人 コジン		濱田　健司		100																		個人		渡辺　茂雄		200

				個人 コジン		浜中　貴士		100																		個人		渡邊　透		200

				個人 コジン		濱野　芳紀		100																		個人		渡辺　徳美		200

				個人 コジン		浜本　清貴		100																		個人		渡邉　俊也		200

				個人 コジン		濱本　依子		100																		個人		渡邊　正史		200

				個人 コジン		早川　賢次		100																		個人		渡邉　雅暁		200

				個人 コジン		早川　純生		100																		個人		渡邉　稔		200

				個人 コジン		早川　弘城		100																		個人		渡邉　元輝		200

				個人 コジン		早津　芳雄		100																		個人		渡邊　康介		200

				個人 コジン		速水　俊一		100																		個人		渡邊　良子		200

				個人 コジン		速水　延子		100																		個人		ＬＩＵ　ＱＩＡＮＧ		200

				個人 コジン		林　英範		100																		個人		小川　慶史		179

				個人 コジン		林　貴博		100																		個人		坂東　潤		169

				個人 コジン		林　健一		100																		個人		石川　太鶴		163

				個人 コジン		林　晃一		100																		個人		高井　優至		157

				個人 コジン		林　祥介		100																		個人		大園　伊織		150

				個人 コジン		林　武		100																		個人		坂井　大輔		150

				個人 コジン		林　直樹		100																		個人		三浦　健太		150

				個人 コジン		林　成典		100																		個人		三代川　清		150

				個人 コジン		林　秀徳		100																		個人		福本　昌弘		138

				個人 コジン		林　宏枝		100																		個人		川崎　亮		135

				個人 コジン		林　昌広		100																		個人		今林　敬		127

				個人 コジン		林　稔		100																		個人		新井　佑緑花		125

				個人 コジン		林　祐葵		100																		個人		所司　晴夫		123

				個人 コジン		林　良介		100																		個人		阿部　岳史		122

				個人 コジン		林　和子		100																		個人		藤原　嵩士		120

				個人 コジン		林　和代		100																		個人		永井　聡之		118

				個人 コジン		原　健太郎		100																		個人		舘　光		116

				個人 コジン		原　正人		100																		個人		内藤　義友		115

				個人 コジン		原　康城		100																		個人		清家　明美		115

				個人 コジン		原　和紀		100																		個人		宮本　勝也		115

				個人 コジン		原　和美		100																		個人		岡本　洋幸		113

				個人 コジン		原澤　昂大		100																		個人		相島　鷹也		111

				個人 コジン		原田　英司		100																		個人		戸和　由美子		111

				個人 コジン		原田　親一		100																		個人		井上　冬樹		110

				個人 コジン		原田　恭子		100																		個人		高本　昌宏		110

				個人 コジン		原田　隆史		100																		個人		山田　功二		110

				個人 コジン		原田　ゆかり		100																		個人		山口　莉奈		107

				個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100																		個人		織田　賢治		105

				個人 コジン		春名　尊文		100																		個人		岡山　拓史		105

				個人 コジン		晴　信一郎		100																		個人		梶上　健一		105

				個人 コジン		晴山　知拓		100																		個人		寒川　晴規		105

				個人 コジン		半間　代志規		100																		個人		橋本　竜太		105

				個人 コジン		伴　貞俊		100																		個人		神山　卓也		103

				個人 コジン		ヒバリノ　サトル		100																		個人		小川　知安紀		103

				個人 コジン		日賀野　成子		100																		個人		佐久間　信行		103

				個人 コジン		日下　耕三		100																		個人		上田　大輔		102

				個人 コジン		日比　文博		100																		個人		清水　一美		102

				個人 コジン		日向寺　皇一		100																		個人		関屋　明弘		102

				個人 コジン		肥田　正志		100																		個人		山北　里奈		102

				個人 コジン		樋口　剛		100																		個人		大津　政信		101

				個人 コジン		樋口　隆枝		100																		個人		奥谷　真規		101

				個人 コジン		樋口　晴文		100																		個人		丹下　邦彦		101

				個人 コジン		樋口　真澄		100																		個人		都筑　麻也子		101

				個人 コジン		樋口　裕之		100																		個人		長澤　絢子		101

				個人 コジン		稗田　公宏		100																		個人		樋口　勝平		101

				個人 コジン		東　新一		100																		個人		水野　雄一郎		101

				個人 コジン		東　優		100																		個人		阿加井　麻衣		100

				個人 コジン		東田　治		100																		個人		阿河　更紗		100

				個人 コジン		東田　仁美		100																		個人		阿蘇　大策		100

				個人 コジン		東谷　秀憲		100																		個人		阿武　晋哉		100

				個人 コジン		東林　泰郎		100																		個人		阿部　明		100

				個人 コジン		東山　茂		100																		個人		阿部　明子		100

				個人 コジン		東良　正人		100																		個人		阿部　一		100

				個人 コジン		左田野　みゆき		100																		個人		阿部　雄介		100

				個人 コジン		雛谷　好隆		100																		個人		阿部　大二郎		100

				個人 コジン		百木　薫		100																		個人		阿部　克弘		100

				個人 コジン		平井　健治		100																		個人		阿部　邦夫		100

				個人 コジン		平井　秀俊		100																		個人		阿部　健俊		100

				個人 コジン		平井　良幸		100																		個人		阿部　悟		100

				個人 コジン		平岩　由紀雄		100																		個人		阿部　晃大		100

				個人 コジン		平尾　知子		100																		個人		阿部　純也		100

				個人 コジン		平尾　鉄也		100																		個人		阿部　拓未		100

				個人 コジン		平尾　広吉		100																		個人		阿部　知美		100

				個人 コジン		平尾　元彦		100																		個人		阿部　敏行		100

				個人 コジン		平岡　隆行		100																		個人		阿部　ひろ香		100

				個人 コジン		平岡　利洋		100																		個人		阿部　比名子		100

				個人 コジン		平形　悦子		100																		個人		阿部　弘美		100

				個人 コジン		平川　奈々子		100																		個人		阿部　未至		100

				個人 コジン		平澤　亮		100																		個人		阿部　諭		100

				個人 コジン		平田　道晃		100																		個人		阿部　吉朗		100

				個人 コジン		平田　光輝		100																		個人		阿南　脩		100

				個人 コジン		平塚　英紀		100																		個人		相浦　公彦		100

				個人 コジン		平野　孝幸		100																		個人		相川　綾		100

				個人 コジン		平野　滋		100																		個人		相川　治久		100

				個人 コジン		平野　光弘		100																		個人		相澤　洋介		100

				個人 コジン		平原　忍		100																		個人		相馬　啓希		100

				個人 コジン		平松　茂之		100																		個人		相場　光男		100

				個人 コジン		平山　大介		100																		個人		相原　日奈子		100

				個人 コジン		平山　鎮次		100																		個人		相原　浩人		100

				個人 コジン		平山　芳信		100																		個人		藍　ふみ子		100

				個人 コジン		廣瀬　清美		100																		個人		青池　春幸		100

				個人 コジン		広瀬　光晴		100																		個人		青石　穣		100

				個人 コジン		廣瀬　吉明		100																		個人		青木　一通		100

				個人 コジン		広瀬　亘規		100																		個人		青木　大貴		100

				個人 コジン		広田　準		100																		個人		青木　健太		100

				個人 コジン		広武　賢一		100																		個人		青木　滋		100

				個人 コジン		廣富　淳史		100																		個人		青木　高俊		100

				個人 コジン		広畑　聡		100																		個人		青木　博道		100

				個人 コジン		廣見　剛志		100																		個人		青木　康将		100

				個人 コジン		府川　輝夫		100																		個人		青木　優奈		100

				個人 コジン		深尾　あつ子		100																		個人		青島　豪士		100

				個人 コジン		深谷　周史		100																		個人		青嶌　秀幸		100

				個人 コジン		深原　一晃		100																		個人		青田　義雄		100

				個人 コジン		深堀　勝博		100																		個人		青砥　孝道		100

				個人 コジン		深町　和弘		100																		個人		青野　みどり		100

				個人 コジン		深山　泰三		100																		個人		青野　力		100

				個人 コジン		服部　亜紀子		100																		個人		青柳　武宣		100

				個人 コジン		服部　史郎		100																		個人		青柳　尋斗		100

				個人 コジン		服部　尚仁		100																		個人		青柳　秀悟		100

				個人 コジン		福井　重男		100																		個人		青山　敬		100

				個人 コジン		福井　純二		100																		個人		青山　晃朗		100

				個人 コジン		福井　竹師		100																		個人		青山　良太		100

				個人 コジン		福井　朋子		100																		個人		赤石　裕里花		100

				個人 コジン		福井　光治		100																		個人		赤尾　雅之		100

				個人 コジン		福井　裕治		100																		個人		赤崎　圭一		100

				個人 コジン		福喜多　守嘉		100																		個人		赤澤　陽子		100

				個人 コジン		福士　德彦		100																		個人		赤地　拓也		100

				個人 コジン		福島　武光		100																		個人		赤津　宣明		100

				個人 コジン		福島　永二		100																		個人		赤塚　和也		100

				個人 コジン		福島　美貴		100																		個人		赤沼　真一		100

				個人 コジン		福世　政俊		100																		個人		赤羽　源一郎		100

				個人 コジン		福田　鐘子		100																		個人		赤堀　由美子		100

				個人 コジン		福田　健志		100																		個人		明田　真由美		100

				個人 コジン		福田　小夜子		100																		個人		秋谷　学		100

				個人 コジン		福田　武司		100																		個人		秋谷　まり子		100

				個人 コジン		福田　充宏		100																		個人		秋葉　祐太朗		100

				個人 コジン		福田　光男		100																		個人		秋本　秀一		100

				個人 コジン		福田　康次		100																		個人		秋村　泰憲		100

				個人 コジン		福田　裕子		100																		個人		秋元　翔		100

				個人 コジン		福地　健太郎		100																		個人		秋元　節子		100

				個人 コジン		福富　勝夫		100																		個人		秋元　和雄		100

				個人 コジン		福留　純一		100																		個人		秋山　嘉男		100

				個人 コジン		福野　芳枝		100																		個人		秋山　京子		100

				個人 コジン		福濱　秀和		100																		個人		秋山　啓子		100

				個人 コジン		福本　正博		100																		個人		秋山　翔太		100

				個人 コジン		福本　好史		100																		個人		秋山　丈		100

				個人 コジン		福森　清子		100																		個人		秋好　桃香		100

				個人 コジン		伏原　資典		100																		個人		浅井　悦子		100

				個人 コジン		藤井　貴之		100																		個人		浅井　貴久		100

				個人 コジン		藤井　孝子		100																		個人		浅井　孝夫		100

				個人 コジン		藤井　弘美		100																		個人		浅井　昭裕		100

				個人 コジン		藤生　ゆう子		100																		個人		浅井　泰雅		100

				個人 コジン		藤尾　耕三		100																		個人		浅井　和浩		100

				個人 コジン		藤尾　雅子		100																		個人		浅岡　茂樹		100

				個人 コジン		藤川　孝夫		100																		個人		浅香　典央		100

				個人 コジン		藤川　隆男		100																		個人		浅倉　みゆき		100

				個人 コジン		藤川　正美		100																		個人		浅田　佳那		100

				個人 コジン		藤崎　由香理		100																		個人		淺野　訓宏		100

				個人 コジン		藤澤　正弘		100																		個人		浅野　剛史		100

				個人 コジン		藤嶋　大輔		100																		個人		浅野　聡宏		100

				個人 コジン		藤田　祥爾		100																		個人		浅野　隆志		100

				個人 コジン		藤田　翔		100																		個人		浅野　俊介		100

				個人 コジン		藤田　哲範		100																		個人		浅野　昌弘		100

				個人 コジン		藤田　乃映		100																		個人		浅見　涼介		100

				個人 コジン		藤田　文		100																		個人		麻植　世有子		100

				個人 コジン		藤田　昌樹		100																		個人		麻野　由布子		100

				個人 コジン		藤田　亮		100																		個人		朝倉　崇文		100

				個人 コジン		藤ノ井　靖子		100																		個人		朝田　裕之		100

				個人 コジン		藤野　洋一		100																		個人		朝見　智也		100

				個人 コジン		藤原　小百合		100																		個人		旭　祐司		100

				個人 コジン		藤原　隆博		100																		個人		芦澤　眞二		100

				個人 コジン		藤原　智英		100																		個人		足立　佳子		100

				個人 コジン		藤原　源二		100																		個人		足立　真衣奈		100

				個人 コジン		藤平　光亮		100																		個人		足立　裕弘		100

				個人 コジン		藤本　英宏		100																		個人		味藤　浩		100

				個人 コジン		藤本　勝也		100																		個人		味元　啓輔		100

				個人 コジン		藤本　孝恵		100																		個人		渥美　裕		100

				個人 コジン		藤本　順一		100																		個人		穴澤　裕		100

				個人 コジン		藤本　伸		100																		個人		天海　達詠		100

				個人 コジン		藤本　哲朗		100																		個人		天川　晃佑		100

				個人 コジン		藤本　雅巳		100																		個人		天木　健晴		100

				個人 コジン		藤本　睦		100																		個人		天野　健		100

				個人 コジン		藤本　理恵		100																		個人		天野　哲太郎		100

				個人 コジン		藤巻　直也		100																		個人		網代　眞佐子		100

				個人 コジン		藤松　茂生		100																		個人		雨宮　雅		100

				個人 コジン		藤森　大輔		100																		個人		雨宮　雅範		100

				個人 コジン		藤山　登喜男		100																		個人		荒川　節子		100

				個人 コジン		藤吉　勝利		100																		個人		荒川　良明		100

				個人 コジン		藤吉　洋子		100																		個人		荒木　一則		100

				個人 コジン		船岡　昭子		100																		個人		荒木　伸生		100

				個人 コジン		古市　久幸		100																		個人		荒木　雅夫		100

				個人 コジン		古賀　巖		100																		個人		荒木　美佐子		100

				個人 コジン		古賀　洸子		100																		個人		荒木　優治		100

				個人 コジン		古賀　和雄		100																		個人		荒谷　紀子		100

				個人 コジン		古川　修一		100																		個人		荒谷　幸生		100

				個人 コジン		古川　輝		100																		個人		荒谷　章弘		100

				個人 コジン		古澤　幸		100																		個人		荒巻　真一		100

				個人 コジン		古舘　友勝		100																		個人		荒俣　眞由美		100

				個人 コジン		古谷　健一		100																		個人		荒松　道弘		100

				個人 コジン		古谷　周平		100																		個人		新井　大地		100

				個人 コジン		古谷　伸幸		100																		個人		新井　貴之		100

				個人 コジン		古谷野　晃		100																		個人		新井　寿枝		100

				個人 コジン		古林　孝之		100																		個人		新井　宗太郎		100

				個人 コジン		兵藤　和子		100																		個人		新井　隆		100

				個人 コジン		紅田　泰		100																		個人		新井　直人		100

				個人 コジン		穗住　健		100																		個人		新居　一徳		100

				個人 コジン		坊　正隆		100																		個人		新海　翔吾		100

				個人 コジン		星野　まどか		100																		個人		新垣　研二		100

				個人 コジン		細井　君子		100																		個人		新垣　和輝		100

				個人 コジン		細川　恵多		100																		個人		新里　健		100

				個人 コジン		細木　榮一		100																		個人		新田　道則		100

				個人 コジン		細谷　幸子		100																		個人		新田　芳朗		100

				個人 コジン		細谷　信幸		100																		個人		新谷　圭脩		100

				個人 コジン		細野　友孝		100																		個人		新谷　俊明		100

				個人 コジン		細野　晴通		100																		個人		新名　正志		100

				個人 コジン		細本　翼		100																		個人		新沼　太		100

				個人 コジン		堀　幸雄		100																		個人		新沼　吾史		100

				個人 コジン		堀　秀行		100																		個人		新堀　浩志		100

				個人 コジン		堀　正樹		100																		個人		新道　聡之		100

				個人 コジン		堀内　千夏		100																		個人		新村　征之		100

				個人 コジン		堀内　勇		100																		個人		新保　直人		100

				個人 コジン		堀江　敏文		100																		個人		新保　勇一		100

				個人 コジン		堀木　香津		100																		個人		新保　和昭		100

				個人 コジン		堀越　敬二郎		100																		個人		嵐　洋史		100

				個人 コジン		堀越　友幸		100																		個人		有賀　朝一		100

				個人 コジン		堀之内　欣也		100																		個人		有賀　幸子		100

				個人 コジン		堀本　修		100																		個人		有木　聖人		100

				個人 コジン		本岡　慶彦		100																		個人		有島　陽平		100

				個人 コジン		本多　克典		100																		個人		有末　圭志		100

				個人 コジン		本多　正典		100																		個人		有光　浩夫三		100

				個人 コジン		本西　亮太		100																		個人		淡河　州央		100

				個人 コジン		本間　信雄		100																		個人		粟野　亜佐彦		100

				個人 コジン		本間　信弘		100																		個人		粟野　裕貴		100

				個人 コジン		真鍋　美樹		100																		個人		井上　明		100

				個人 コジン		眞庭　大介		100																		個人		井上　麻衣子		100

				個人 コジン		真野　徳之		100																		個人		井上　学昭		100

				個人 コジン		間瀬　孝		100																		個人		井上　佳保		100

				個人 コジン		間中　澄夫		100																		個人		井上　健太郎		100

				個人 コジン		間宮　さだ子		100																		個人		井上　幸一		100

				個人 コジン		前川　恭子		100																		個人		井上　剛		100

				個人 コジン		前川　和哉		100																		個人		井上　静香		100

				個人 コジン		前田　一史		100																		個人		井上　将		100

				個人 コジン		前田　誠市		100																		個人		井上　仁人		100

				個人 コジン		前田　武徳		100																		個人		井上　達之亮		100

				個人 コジン		前田　達也		100																		個人		井上　信博		100

				個人 コジン		前田　真澄		100																		個人		井上　博		100

				個人 コジン		前田　理		100																		個人		井上　博貴		100

				個人 コジン		牧坂　重吉		100																		個人		井上　秀弘		100

				個人 コジン		牧野　強		100																		個人		井上　正巳		100

				個人 コジン		牧野　國男		100																		個人		井上　雅人		100

				個人 コジン		牧野　卓也		100																		個人		井上　美津子		100

				個人 コジン		卷島　純一朗		100																		個人		井草　拓也		100

				個人 コジン		槇原　恭志		100																		個人		井口　裕介		100

				個人 コジン		幕　良弘		100																		個人		井口　洋子		100

				個人 コジン		正司　研輔		100																		個人		井竿　富雄		100

				個人 コジン		正路　ミヤ子		100																		個人		井坂　栄		100

				個人 コジン		増尾　武士		100																		個人		井澤　正美		100

				個人 コジン		増田　勝廣		100																		個人		井田　清		100

				個人 コジン		増田　義男		100																		個人		井手　敦久		100

				個人 コジン		増平　善信		100																		個人		井手　一弥		100

				個人 コジン		増山　貴之		100																		個人		井手　ゆかり		100

				個人 コジン		町井　重之		100																		個人		井出　亜紀子		100

				個人 コジン		町井　吉彦		100																		個人		井出　晶久		100

				個人 コジン		町村　尚彦		100																		個人		井出　美穂		100

				個人 コジン		松井　隆		100																		個人		井沼　友子		100

				個人 コジン		松井　秀樹		100																		個人		井原　陽平		100

				個人 コジン		松井　正和		100																		個人		井本　貴夫		100

				個人 コジン		松井　美也子		100																		個人		井本　直宏		100

				個人 コジン		松鵜　俊朗		100																		個人		伊佐次　希至		100

				個人 コジン		松浦　慶太		100																		個人		伊差川　誠		100

				個人 コジン		松浦　行高		100																		個人		伊勢家　治彦		100

				個人 コジン		松尾　健一		100																		個人		伊勢野　恭司		100

				個人 コジン		松尾　正則		100																		個人		伊庭　与志子		100

				個人 コジン		松尾　和幸		100																		個人		伊原　民夫		100

				個人 コジン		松岡　憲司		100																		個人		伊比　隆之		100

				個人 コジン		松岡　敏子		100																		個人		伊東　正樹		100

				個人 コジン		松岡　浩三		100																		個人		伊藤　一博		100

				個人 コジン		松岡　磨里子		100																		個人		伊藤　加津子		100

				個人 コジン		松岡　良和		100																		個人		伊藤　嘉章		100

				個人 コジン		松久　武		100																		個人		伊藤　学		100

				個人 コジン		松坂　肇		100																		個人		伊藤　貴敏		100

				個人 コジン		松崎　泉帆		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		松崎　浩		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		松島　守男		100																		個人		伊藤　清之		100

				個人 コジン		松下　俊夫		100																		個人		伊藤　久吉		100

				個人 コジン		松下　和敬		100																		個人		伊藤　けい子		100

				個人 コジン		松代　教志		100																		個人		伊藤　健吾		100

				個人 コジン		松田　克仁		100																		個人		伊藤　健二		100

				個人 コジン		松田　賢治		100																		個人		伊藤　彩香		100

				個人 コジン		松田　治彦		100																		個人		伊藤　栄紀		100

				個人 コジン		松田　博夫		100																		個人		伊藤　定夫		100

				個人 コジン		松田　浩明		100																		個人		伊藤　峻		100

				個人 コジン		松田　浩一		100																		個人		伊藤　翔		100

				個人 コジン		松田　真紀子		100																		個人		伊藤　慎一		100

				個人 コジン		松谷　省吾		100																		個人		伊藤　慎太郎		100

				個人 コジン		松谷　元気		100																		個人		伊藤　世哉		100

				個人 コジン		松永　郁夫		100																		個人		伊藤　誠		100

				個人 コジン		松永　友紀		100																		個人		伊藤　忠義		100

				個人 コジン		松永　華奈子		100																		個人		伊藤　竜太		100

				個人 コジン		松橋　良		100																		個人		伊藤　哲哉		100

				個人 コジン		松原　健太		100																		個人		伊藤　統方		100

				個人 コジン		松原　高志		100																		個人		伊藤　敏幸		100

				個人 コジン		松原　匡泰		100																		個人		伊藤　友彦		100

				個人 コジン		松原　輝博		100																		個人		伊藤　博昭		100

				個人 コジン		松原　直樹		100																		個人		伊藤　弘己		100

				個人 コジン		松原　文雄		100																		個人		伊藤　宏一良		100

				個人 コジン		松原　由美子		100																		個人		伊藤　浩司		100

				個人 コジン		松原　和弘		100																		個人		伊藤　真基		100

				個人 コジン		松平　真幸		100																		個人		伊藤　正展		100

				個人 コジン		松藤　圭一		100																		個人		伊藤　雅敏		100

				個人 コジン		松本　敦裕		100																		個人		伊藤　雅人		100

				個人 コジン		松本　佳代		100																		個人		伊藤　漫紀		100

				個人 コジン		松本　賢一		100																		個人		伊藤　みどり		100

				個人 コジン		松本　智子		100																		個人		伊藤　美紀		100

				個人 コジン		松本　直子		100																		個人		伊藤　光男		100

				個人 コジン		松本　典子		100																		個人		伊藤　光広		100

				個人 コジン		松本　弘人		100																		個人		伊藤　睦子		100

				個人 コジン		松本　雅彦		100																		個人		伊藤　保治		100

				個人 コジン		松本　妙子		100																		個人		伊藤　悠馬		100

				個人 コジン		松本　義明		100																		個人		猪岡　弘行		100

				個人 コジン		松本　義孝		100																		個人		猪口　理沙		100

				個人 コジン		松丸　幸江		100																		個人		猪瀬　朱美		100

				個人 コジン		松丸　高明		100																		個人		猪名川　正彦		100

				個人 コジン		松村　直樹		100																		個人		飯尾　麻子		100

				個人 コジン		松村　延郎		100																		個人		飯岡　広子		100

				個人 コジン		松村　良夫		100																		個人		飯田　綾子		100

				個人 コジン		松山　朋郁		100																		個人		飯田　昭彦		100

				個人 コジン		的野　恭一		100																		個人		飯田　浩司		100

				個人 コジン		的場　宏道		100																		個人		飯田　由香		100

				個人 コジン		丸井　晴樹		100																		個人		飯田　和久		100

				個人 コジン		丸尾　晃一		100																		個人		飯塚　俊夫		100

				個人 コジン		丸岡　和彦		100																		個人		飯塚　康雄		100

				個人 コジン		丸山　憲子		100																		個人		飯豊　明久		100

				個人 コジン		丸山　耕志郎		100																		個人		飯山　剛大		100

				個人 コジン		圓酒　元希		100																		個人		飯吉　政春		100

				個人 コジン		三明　昌子		100																		個人		家入　悦子		100

				個人 コジン		三上　景久		100																		個人		家入　美香		100

				個人 コジン		三浦　茂則		100																		個人		家田　昭彦		100

				個人 コジン		三浦　智博		100																		個人		家村　理香		100

				個人 コジン		三浦　博之		100																		個人		生方　アムナ莉紗江		100

				個人 コジン		三枝　義常		100																		個人		生方　俊充		100

				個人 コジン		三木　宏之		100																		個人		生駒　敏博		100

				個人 コジン		三澤　信司		100																		個人		生咲　拓二		100

				個人 コジン		三島　融		100																		個人		池　強志		100

				個人 コジン		三角　秀一		100																		個人		池上　雄太		100

				個人 コジン		三宅　格		100																		個人		池上　和宏		100

				個人 コジン		三宅　君近		100																		個人		池内　亮太		100

				個人 コジン		三宅　弘敏		100																		個人		池下　章代		100

				個人 コジン		三宅　真理子		100																		個人		池田　暁洋		100

				個人 コジン		三戸　昭次		100																		個人		池田　一史		100

				個人 コジン		三觜　美穂		100																		個人		池田　加壽子		100

				個人 コジン		三村　啓爾		100																		個人		池田　貴臣		100

				個人 コジン		三好　満		100																		個人		池田　剛正		100

				個人 コジン		三輪　道子		100																		個人		池田　さやか		100

				個人 コジン		水越　満		100																		個人		池田　純子		100

				個人 コジン		水田　至		100																		個人		池田　隆幸		100

				個人 コジン		水谷　昌代		100																		個人		池田　哲也		100

				個人 コジン		水野　克宏		100																		個人		池田　朋嘉		100

				個人 コジン		水野　晴仁		100																		個人		池田　博人		100

				個人 コジン		水野　範行		100																		個人		池田　浩一		100

				個人 コジン		水野　真一		100																		個人		池田　浩敏		100

				個人 コジン		水野　雅博		100																		個人		池田　歩美		100

				個人 コジン		水野　美幸		100																		個人		池田　雅彦		100

				個人 コジン		水野　亮		100																		個人		池田　光政		100

				個人 コジン		水本　竜平		100																		個人		池田　泰之		100

				個人 コジン		水村　賢治		100																		個人		池田　裕一		100

				個人 コジン		溝口　伸二		100																		個人		池田　良生		100

				個人 コジン		溝部　純一		100																		個人		池田　量宏		100

				個人 コジン		道下　正志		100																		個人		池田　和樹		100

				個人 コジン		光岡　大輝		100																		個人		池田　和子		100

				個人 コジン		光安　裕二		100																		個人		池谷　義人		100

				個人 コジン		南　龍秀		100																		個人		池原　有		100

				個人 コジン		南　日出夫		100																		個人		池光　久		100

				個人 コジン		南岡　幹夫		100																		個人		石井　あやこ		100

				個人 コジン		南出　寛一		100																		個人		石井　明美		100

				個人 コジン		南出　重樹		100																		個人		石井　一光		100

				個人 コジン		峰松　和宏		100																		個人		石井　恵美		100

				個人 コジン		蓑毛　祥平		100																		個人		石井　清美		100

				個人 コジン		箕輪　龍之介		100																		個人		石井　悟		100

				個人 コジン		宮岡　築子		100																		個人		石井　仁		100

				個人 コジン		宮木　貞三		100																		個人		石井　隆		100

				個人 コジン		宮越　亜紀子		100																		個人		石井　隆彦		100

				個人 コジン		宮坂　悠		100																		個人		石井　博美		100

				個人 コジン		宮崎　エミ子		100																		個人		石井　宏之		100

				個人 コジン		宮崎　邦子		100																		個人		石上　徳彦		100

				個人 コジン		宮崎　彰		100																		個人		石垣　元庸		100

				個人 コジン		宮崎　仁志		100																		個人		石川　阿由美		100

				個人 コジン		宮崎　智文		100																		個人		石川　敦子		100

				個人 コジン		宮崎　比紗子		100																		個人		石川　雄一		100

				個人 コジン		宮澤　裕		100																		個人		石川　学		100

				個人 コジン		宮島　清剛		100																		個人		石川　勝美		100

				個人 コジン		宮下　恵子		100																		個人		石川　結花		100

				個人 コジン		宮下　賢一		100																		個人		石川　園惠		100

				個人 コジン		宮下　功男		100																		個人		石川　龍弥		100

				個人 コジン		宮城　伸尚		100																		個人		石川　幹		100

				個人 コジン		宮田　幸一		100																		個人		石川　充孝		100

				個人 コジン		宮田　義久		100																		個人		石川　優希		100

				個人 コジン		宮永　暁生		100																		個人		石川　和代		100

				個人 コジン		宮野　拓		100																		個人		石栗　佑平		100

				個人 コジン		宮野　弘之		100																		個人		石黒　雅隆		100

				個人 コジン		宮本　孝		100																		個人		石坂　明義		100

				個人 コジン		宮本　伸一郎		100																		個人		石崎　勝久		100

				個人 コジン		宮本　春美		100																		個人		石島　敏		100

				個人 コジン		宮本　裕太		100																		個人		石島　梨絵		100

				個人 コジン		宮村　修美		100																		個人		石田　有紀		100

				個人 コジン		向井　弘之		100																		個人		石田　郁子		100

				個人 コジン		向井　正治		100																		個人		石田　勝啓		100

				個人 コジン		向井　政人		100																		個人		石田　健之		100

				個人 コジン		村井　功		100																		個人		石田　純子		100

				個人 コジン		村上　貴弘		100																		個人		石田　竜也		100

				個人 コジン		村上　千代子		100																		個人		石田　豊		100

				個人 コジン		村上　武司		100																		個人		石田　浩		100

				個人 コジン		村上　辰雄		100																		個人		石田　正行		100

				個人 コジン		村上　照忠		100																		個人		石田　三奈子		100

				個人 コジン		村上　友洋		100																		個人		石田　愉美子		100

				個人 コジン		村上　典子		100																		個人		石田　裕紀子		100

				個人 コジン		村上　浩司		100																		個人		石田　由香		100

				個人 コジン		村上　正治		100																		個人		石塚　郁夫		100

				個人 コジン		村上　みどり		100																		個人		石塚　俊貴		100

				個人 コジン		村上　裕		100																		個人		石塚　藤子		100

				個人 コジン		村川　真教		100																		個人		石塚　正司		100

				個人 コジン		村田　寿一郎		100																		個人		石中　春生		100

				個人 コジン		村松　かお利		100																		個人		石野田　富士雄		100

				個人 コジン		村松　功子		100																		個人		石橋　一将		100

				個人 コジン		村山　直史		100																		個人		石原　矩夫		100

				個人 コジン		室谷　栄一		100																		個人		石原　憲夫		100

				個人 コジン		室山　亜希子		100																		個人		石原　正男		100

				個人 コジン		目黒　健太		100																		個人		石本　新太郎		100

				個人 コジン		目時　俊一		100																		個人		石本　恭平		100

				個人 コジン		持原　信吾		100																		個人		石本　朱里		100

				個人 コジン		望月　明美		100																		個人		石本　隆志		100

				個人 コジン		望月　聡夫		100																		個人		石巻　佑規		100

				個人 コジン		望月　智之		100																		個人		石松　信治		100

				個人 コジン		森　篤大		100																		個人		石丸　確志		100

				個人 コジン		森　恵美		100																		個人		石丸　壽子		100

				個人 コジン		森　教安		100																		個人		石丸　隆司		100

				個人 コジン		森　健彰		100																		個人		石丸　信彦		100

				個人 コジン		森　幸子		100																		個人		石丸　穂波		100

				個人 コジン		森　節子		100																		個人		石丸　洋介		100

				個人 コジン		森　敏和		100																		個人		石森　清子		100

				個人 コジン		森　典男		100																		個人		石山　宣則		100

				個人 コジン		森　秀樹		100																		個人		石山　裕一		100

				個人 コジン		森　広一		100																		個人		石綿　美智子		100

				個人 コジン		森　美鈴		100																		個人		泉　賢慈朗		100

				個人 コジン		森　幹雄		100																		個人		磯貝　誠		100

				個人 コジン		森　守		100																		個人		磯田　朱音		100

				個人 コジン		森　和雄		100																		個人		磯田　実里		100

				個人 コジン		森井　信一		100																		個人		磯部　寛		100

				個人 コジン		森内　功		100																		個人		磯部　知子		100

				個人 コジン		森崎　晃		100																		個人		礒部　諒也		100

				個人 コジン		森澤　昭二郎		100																		個人		磯山　みよ子		100

				個人 コジン		森島　雅子		100																		個人		板垣　梓		100

				個人 コジン		森下　淳		100																		個人		板垣　寿洋		100

				個人 コジン		森下　みか		100																		個人		板阪　淳子		100

				個人 コジン		森田　久美子		100																		個人		板谷　哲次		100

				個人 コジン		森田　茂樹		100																		個人		板野　寿美子		100

				個人 コジン		森田　誠司		100																		個人		一ノ瀬　久		100

				個人 コジン		森田　富夫		100																		個人		一村　幸代		100

				個人 コジン		森谷　一宏		100																		個人		市井　昌次		100

				個人 コジン		森野　喜義		100																		個人		市川　大輔		100

				個人 コジン		森野　茂		100																		個人		市川　彩夏		100

				個人 コジン		森本　啓二		100																		個人		市川　達人		100

				個人 コジン		森本　博海		100																		個人		市川　昌博		100

				個人 コジン		森実　智洋		100																		個人		市川　和子		100

				個人 コジン		森安　悦子		100																		個人		市島　英人		100

				個人 コジン		諸岡　好一		100																		個人		市成　共司		100

				個人 コジン		ヤマモト　カナエ		100																		個人		市野　直子		100

				個人 コジン		八木　雅子		100																		個人		市原　崇之		100

				個人 コジン		八代　敏		100																		個人		市原　歩		100

				個人 コジン		八田　隆士		100																		個人		市村　秀史		100

				個人 コジン		八田　卓人		100																		個人		市村　道		100

				個人 コジン		八田　勇三		100																		個人		市村　瞭		100

				個人 コジン		矢尾板　宏		100																		個人		稲　明子		100

				個人 コジン		矢倉　淳		100																		個人		稲生　育美		100

				個人 コジン		矢作　綾		100																		個人		稲員　直也		100

				個人 コジン		矢島　晃		100																		個人		稲垣　利洋		100

				個人 コジン		矢島　良輔		100																		個人		稲垣　利陽		100

				個人 コジン		矢代　操		100																		個人		稲垣　美波		100

				個人 コジン		矢田　六夫		100																		個人		稲川　敦也		100

				個人 コジン		矢津　千賀子		100																		個人		稲熊　公輔		100

				個人 コジン		矢野　江里		100																		個人		稲田　昌彦		100

				個人 コジン		矢野　範行		100																		個人		稲田　怜		100

				個人 コジン		矢野　義一		100																		個人		稲谷　芳樹		100

				個人 コジン		安江　祐紀子		100																		個人		稲葉　智美		100

				個人 コジン		安形　直浩		100																		個人		稲葉　昌彦		100

				個人 コジン		安田　健人		100																		個人		稲葉　雅里		100

				個人 コジン		安田　謙一		100																		個人		稲吉　泰匡		100

				個人 コジン		安田　伸矢		100																		個人		犬束　敦史		100

				個人 コジン		安田　文明		100																		個人		犬童　寛之		100

				個人 コジン		安達　祐輔		100																		個人		犬巻　太一		100

				個人 コジン		安達　和良		100																		個人		今井　明子		100

				個人 コジン		安並　健次		100																		個人		今井　英二		100

				個人 コジン		安部　愼二		100																		個人		今井　徳彦		100

				個人 コジン		安藤　佳永子		100																		個人		今井　務津大		100

				個人 コジン		安藤　聡		100																		個人		今井　理枝		100

				個人 コジン		安藤　雅昭		100																		個人		今泉　多栄子		100

				個人 コジン		安藤　義教		100																		個人		今泉　知沙		100

				個人 コジン		安藤　若葉		100																		個人		今川　貴博		100

				個人 コジン		安保　克実		100																		個人		今澤　昇吾		100

				個人 コジン		易平　寛信		100																		個人		今城　大介		100

				個人 コジン		保泉　喜代子		100																		個人		今仁　眞八郎		100

				個人 コジン		保上　貴幸		100																		個人		今田　大貴		100

				個人 コジン		保科　孝好		100																		個人		今富　亜美		100

				個人 コジン		保田　勝哉		100																		個人		今西　裕子		100

				個人 コジン		梁川　博光		100																		個人		今野　拓也		100

				個人 コジン		柳　友和		100																		個人		今村　明治		100

				個人 コジン		柳澤　昌宏		100																		個人		今村　幸雄		100

				個人 コジン		柳田　克也		100																		個人		今村　純子		100

				個人 コジン		柳本　雄司		100																		個人		今村　徹也		100

				個人 コジン		薮田　仁司		100																		個人		今村　和聖		100

				個人 コジン		籔田　義和		100																		個人		妹尾　哲雄		100

				個人 コジン		藪中　大輔		100																		個人		入倉　美沙希		100

				個人 コジン		山池　輝晴		100																		個人		入澤　直樹		100

				個人 コジン		山上　乃武夫		100																		個人		入部　利紀		100

				個人 コジン		山岡　功一		100																		個人		色川　学		100

				個人 コジン		山賀　勲		100																		個人		岩井　嘉子		100

				個人 コジン		山川　楠永		100																		個人		岩井　喜久雄		100

				個人 コジン		山川　真緒		100																		個人		岩井　邦康		100

				個人 コジン		山岸　克幸		100																		個人		岩井　仁志		100

				個人 コジン		山岸　幸俊		100																		個人		岩井　秀輔		100

				個人 コジン		山口　一幾		100																		個人		岩井　昌弘		100

				個人 コジン		山口　仁宏		100																		個人		岩上　英章		100

				個人 コジン		山口　トミエ		100																		個人		岩尾　憲人		100

				個人 コジン		山口　敏和		100																		個人		岩尾　真理子		100

				個人 コジン		山口　直樹		100																		個人		岩川　のり子		100

				個人 コジン		山口　信一		100																		個人		岩切　啓二		100

				個人 コジン		山口　元日		100																		個人		岩坂　栄司		100

				個人 コジン		山口　陽平		100																		個人		岩崎　敦子		100

				個人 コジン		山之内　茂嗣		100																		個人		岩崎　雄二		100

				個人 コジン		山崎　隆博		100																		個人		岩崎　久生		100

				個人 コジン		山崎　浩一		100																		個人		岩崎　久哉		100

				個人 コジン		山崎　真一郎		100																		個人		岩崎　洸大		100

				個人 コジン		山崎　美幸		100																		個人		岩崎　栄美子		100

				個人 コジン		山崎　美智子		100																		個人		岩崎　隆貴		100

				個人 コジン		山崎　靖夫		100																		個人		岩崎　知寿		100

				個人 コジン		山崎　裕美		100																		個人		岩崎　美和		100

				個人 コジン		山里　憲一		100																		個人		岩崎　由美子		100

				個人 コジン		山澤　章良		100																		個人		岩嵜　和成		100

				個人 コジン		山下　潔		100																		個人		岩澤　恭子		100

				個人 コジン		山下　貞之		100																		個人		岩重　幸之介		100

				個人 コジン		山下　茂		100																		個人		岩城　賢悟		100

				個人 コジン		山下　昭一		100																		個人		岩瀬　利徳		100

				個人 コジン		山下　博史		100																		個人		岩瀬　正敏		100

				個人 コジン		山下　博也		100																		個人		岩田　かち子		100

				個人 コジン		山下　政則		100																		個人		岩田　清		100

				個人 コジン		山下　義友		100																		個人		岩田　みどり		100

				個人 コジン		山城　真一		100																		個人		岩田　靖子		100

				個人 コジン		山田　欣徳		100																		個人		岩谷　達夫		100

				個人 コジン		山田　繁由		100																		個人		岩出　充弘		100

				個人 コジン		山田　修		100																		個人		岩永　郁雄		100

				個人 コジン		山田　聡子		100																		個人		岩永　健志		100

				個人 コジン		山田　崇弘		100																		個人		岩永　伸一		100

				個人 コジン		山田　豊彦		100																		個人		岩永　ゆかり		100

				個人 コジン		山田　直弘		100																		個人		岩波　慶一		100

				個人 コジン		山田　晴洋		100																		個人		岩沼　克晃		100

				個人 コジン		山田　勉		100																		個人		岩橋　直大		100

				個人 コジン		山田　昌宏		100																		個人		岩渕　雄		100

				個人 コジン		山田　美和		100																		個人		岩本　仁史		100

				個人 コジン		山田　妙子		100																		個人		岩本　知己		100

				個人 コジン		山田　祐実		100																		個人		岩本　直美		100

				個人 コジン		山田　裕貴		100																		個人		岩本　直也		100

				個人 コジン		山田　優子		100																		個人		岩本　博文		100

				個人 コジン		山田　吉徳		100																		個人		岩村　菊江		100

				個人 コジン		山田　良明		100																		個人		岩元　拓也		100

				個人 コジン		山田　類		100																		個人		卯野　華奈		100

				個人 コジン		山中　健夫		100																		個人		宇井　崇		100

				個人 コジン		山中　修		100																		個人		宇佐美　潤一		100

				個人 コジン		山中　伸爾		100																		個人		宇佐美　真		100

				個人 コジン		山中　誠		100																		個人		宇崎　啓太		100

				個人 コジン		山西　眞奈美		100																		個人		宇田川　真理		100

				個人 コジン		山根　鉄郎		100																		個人		宇田川　祐二		100

				個人 コジン		山根　敏江		100																		個人		宇多　秀樹		100

				個人 コジン		山根　弘一		100																		個人		宇津　徹也		100

				個人 コジン		山根　道正		100																		個人		宇津木　哲		100

				個人 コジン		山根　和明		100																		個人		宇都宮　勝		100

				個人 コジン		山藤　孝子		100																		個人		宇野　勝利		100

				個人 コジン		山本　あずさ		100																		個人		宇野　純		100

				個人 コジン		山本　雄大		100																		個人		宇野　拓真		100

				個人 コジン		山本　希治		100																		個人		宇野　博		100

				個人 コジン		山本　清治		100																		個人		鵜尾　元太		100

				個人 コジン		山本　慶以子		100																		個人		鵜飼　啓子		100

				個人 コジン		山本　里子		100																		個人		鵜飼　健作		100

				個人 コジン		山本　里沙		100																		個人		鵜飼　聡士		100

				個人 コジン		山本　治		100																		個人		鵜川　剛		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		鵜川　修武		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		上　友美		100

				個人 コジン		山本　渉		100																		個人		上遠野　雄太		100

				個人 コジン		山本　隆		100																		個人		上岡　八千代		100

				個人 コジン		山本　丈人		100																		個人		上木　淑子		100

				個人 コジン		山本　武比古		100																		個人		上木原　輝彦		100

				個人 コジン		山本　敏行		100																		個人		上坂　賢治		100

				個人 コジン		山本　智正		100																		個人		上阪　奈智子		100

				個人 コジン		山本　昇平		100																		個人		上澤　裕之		100

				個人 コジン		山本　博通		100																		個人		上城　進也		100

				個人 コジン		山本　秀雄		100																		個人		上田　麻衣		100

				個人 コジン		山本　浩功		100																		個人		上田　晃大		100

				個人 コジン		山本　真一郎		100																		個人		上田　哲生		100

				個人 コジン		山本　裕之		100																		個人		上田　浩貴		100

				個人 コジン		山道　卿英		100																		個人		上田　正人		100

				個人 コジン		山路　智		100																		個人		上田　美希		100

				個人 コジン		山村　哲也		100																		個人		上田　康陽		100

				個人 コジン		山村　靖子		100																		個人		上田　祐子		100

				個人 コジン		山室　真砂子		100																		個人		上田　洋子		100

				個人 コジン		山脇　章治		100																		個人		上田　良次		100

				個人 コジン		山脇　美香		100																		個人		上中　奈津希		100

				個人 コジン		指野　俊浩		100																		個人		上野　亜弓		100

				個人 コジン		横井　克士		100																		個人		上野　明美		100

				個人 コジン		横井　哲郎		100																		個人		上野　薫		100

				個人 コジン		横尾　将司		100																		個人		上野　智沙代		100

				個人 コジン		横澤　容子		100																		個人		上野　眞二		100

				個人 コジン		横田　文昭		100																		個人		上野　真由美		100

				個人 コジン		横野　啓一		100																		個人		上野　雅弘		100

				個人 コジン		横山　茂樹		100																		個人		上野　光太郎		100

				個人 コジン		横山　尚平		100																		個人		上野　和彦		100

				個人 コジン		横山　翔一		100																		個人		上原　雄大		100

				個人 コジン		横山　彰裕		100																		個人		上原　邦仁		100

				個人 コジン		横山　竜介		100																		個人		上原　良賢		100

				個人 コジン		横山　芳幸		100																		個人		上原　和仁		100

				個人 コジン		吉井　隆彦		100																		個人		上村　欣司		100

				個人 コジン		吉尾　雅美		100																		個人		上村　健		100

				個人 コジン		吉岡　隆		100																		個人		上村　耕平		100

				個人 コジン		吉岡　拓治		100																		個人		上村　菜々子		100

				個人 コジン		吉岡　洋二		100																		個人		上村　晋平		100

				個人 コジン		吉川　大貴		100																		個人		上村　哲也		100

				個人 コジン		吉川　貴之		100																		個人		上村　道弘		100

				個人 コジン		吉川　靖邦		100																		個人		上村　泰生		100

				個人 コジン		吉澤　満治		100																		個人		上森　加奈子		100

				個人 コジン		吉澤　康夫		100																		個人		上山　三智子		100

				個人 コジン		吉澤　良実		100																		個人		上山　裕史		100

				個人 コジン		吉田　一男		100																		個人		植木　絵里		100

				個人 コジン		吉田　嘉一		100																		個人		植木　勲		100

				個人 コジン		吉田　学志		100																		個人		植木　宏輔		100

				個人 コジン		吉田　賢司		100																		個人		植田　貴彦		100

				個人 コジン		吉田　幸一		100																		個人		植田　貴裕		100

				個人 コジン		吉田　淳之		100																		個人		植田　慎也		100

				個人 コジン		吉田　拓司		100																		個人		植竹　文哉		100

				個人 コジン		吉田　俊一		100																		個人		植西　祐		100

				個人 コジン		吉田　智		100																		個人		植村　正樹		100

				個人 コジン		吉田　智彦		100																		個人		植村　優		100

				個人 コジン		吉田　直樹		100																		個人		浮田　泰秀		100

				個人 コジン		吉田　直子		100																		個人		臼田　アン		100

				個人 コジン		吉田　典義		100																		個人		臼田　健太郎		100

				個人 コジン		吉田　昌弘		100																		個人		内海　賢司		100

				個人 コジン		吉田　昌美		100																		個人		内海　仙		100

				個人 コジン		吉田　美保子		100																		個人		内田　大輔		100

				個人 コジン		吉田　満彦		100																		個人		内田　貴		100

				個人 コジン		吉田　稔		100																		個人		内田　啓智		100

				個人 コジン		吉田　陽一		100																		個人		内田　晃司		100

				個人 コジン		吉田　好惠		100																		個人		内田　千恵子		100

				個人 コジン		吉竹　茂利		100																		個人		内田　聡		100

				個人 コジン		吉富　康幸		100																		個人		内田　卓妙		100

				個人 コジン		吉永　栄子		100																		個人		内田　陽子		100

				個人 コジン		吉永　鈴美		100																		個人		内田　朗久郎		100

				個人 コジン		吉永　誠		100																		個人		内谷　友厘英		100

				個人 コジン		吉野　賢治		100																		個人		内藤　幸治		100

				個人 コジン		吉野　悟		100																		個人		内藤　渉		100

				個人 コジン		吉野　友貴		100																		個人		内藤　友梨		100

				個人 コジン		吉野　由美		100																		個人		内藤　真理子		100

				個人 コジン		吉本　直樹		100																		個人		内藤　裕之		100

				個人 コジン		吉見　雄三		100																		個人		内山　明		100

				個人 コジン		吉見　浩子		100																		個人		内山　明彦		100

				個人 コジン		吉村　俊一		100																		個人		内山　香奈子		100

				個人 コジン		芳谷　英俊		100																		個人		内山　誠		100

				個人 コジン		依田　寛		100																		個人		内山　正幸		100

				個人 コジン		樂満　眞知子		100																		個人		打田　博之		100

				個人 コジン		李　徳韶		100																		個人		海谷　清治		100

				個人 コジン		劉　憲明		100																		個人		海野　英輔		100

				個人 コジン		和泉　惠三		100																		個人		海野　操		100

				個人 コジン		和泉川　美代子		100																		個人		海野　和美		100

				個人 コジン		和里　博保		100																		個人		梅内　隆行		100

				個人 コジン		和田　享		100																		個人		梅澤　幸夫		100

				個人 コジン		和田　幸三		100																		個人		梅澤　典子		100

				個人 コジン		和田　迅		100																		個人		梅原　健一		100

				個人 コジン		和田　進		100																		個人		梅原　卓郎		100

				個人 コジン		和田　晴美		100																		個人		梅村　晋一		100

				個人 コジン		若井　篤		100																		個人		卜部　和子		100

				個人 コジン		若木　輝彦		100																		個人		浦上　和之		100

				個人 コジン		若林　一之		100																		個人		浦川　悦子		100

				個人 コジン		若林　琢哉		100																		個人		浦木　恵子		100

				個人 コジン		若松　加代子		100																		個人		浦野　真澄		100

				個人 コジン		若松　美佐		100																		個人		瓜生　豊英		100

				個人 コジン		脇　政雄		100																		個人		瓜生田　昇		100

				個人 コジン		脇坂　弘暢		100																		個人		漆畑　夏奈子		100

				個人 コジン		涌井　洋子		100																		個人		漆原　彰紀		100

				個人 コジン		鷲見　一郎		100																		個人		漆原　光		100

				個人 コジン		渡　祐貴		100																		個人		江川　正夫		100

				個人 コジン		渡久地　政樹		100																		個人		江口　知行		100

				個人 コジン		渡部　誠		100																		個人		江口　正次郎		100

				個人 コジン		渡部　尊		100																		個人		江口　勇介		100

				個人 コジン		渡部　眞由美		100																		個人		江熊　祐二		100

				個人 コジン		渡邉　郁代		100																		個人		江波戸　香奈子		100

				個人 コジン		渡辺　一宏		100																		個人		江端　秋幸		100

				個人 コジン		渡邉　大洋		100																		個人		江橋　智大		100

				個人 コジン		渡辺　興三		100																		個人		江原　裕美		100

				個人 コジン		渡邊　希男		100																		個人		江藤　慎治		100

				個人 コジン		渡辺　恭充		100																		個人		江藤　光紀		100

				個人 コジン		渡辺　賢		100																		個人		江間　千代		100

				個人 コジン		渡邉　孔太		100																		個人		江間　稔樹		100

				個人 コジン		渡辺　聡		100																		個人		江盛　博典		100

				個人 コジン		渡辺　岳		100																		個人		榎　優一		100

				個人 コジン		渡邉　竜也		100																		個人		榎田　裕久		100

				個人 コジン		渡辺　民江		100																		個人		榎本　英明		100

				個人 コジン		渡辺　俊明		100																		個人		榎本　翔		100

				個人 コジン		渡邉　秀明		100																		個人		榎本　涼		100

				個人 コジン		渡辺　正巳		100																		個人		遠田　光志		100

				個人 コジン		渡邉　保昌		100																		個人		遠藤　麻美		100

				個人 コジン		渡邊　裕美		100																		個人		遠藤　健		100

				個人 コジン		渡辺　洋人		100																		個人		遠藤　誠		100

				個人 コジン		渡邊　亮		100																		個人		遠藤　聡		100

				個人 コジン		綿引　幸弘		100																		個人		遠藤　哲也		100

				個人 コジン		亘理　文夫		100																		個人		遠藤　利恵		100

				個人 コジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100																		個人		遠藤　智絵		100

				個人 コジン		ＰＡＲＫ　ＳＵＮＪＵＮＧ		100																		個人		遠藤　三郎		100

				個人 コジン		千葉　祥子		11																		個人		遠藤　光将		100

				個人 コジン		亀井　文夫		10																		個人		遠藤　ゆかり		100

				個人 コジン		根岸　伸明		10																		個人		遠藤　洋子		100

				個人 コジン		植原　暢哉		8																		個人		遠峰　雅人		100

				個人 コジン		澁谷　恵宜		8																		個人		遠山　英明		100

				個人 コジン		若松　義男		8																		個人		尾家　邦之		100

				個人 コジン		宇賀神　稔		5																		個人		尾形　真由美		100

				個人 コジン		川端　義光		5																		個人		尾崎　伸敏		100

				個人 コジン		原　泰之		5																		個人		尾崎　千紗		100

				個人 コジン		森岡　茂		4																		個人		尾崎　聡子		100

				個人 コジン		伊藤　高広		3																		個人		尾崎　直幸		100

				個人 コジン		加藤　真由美		3																		個人		尾崎　信介		100

				個人 コジン		三村　晃平		2																		個人		尾崎　眞由美		100

				個人 コジン		後藤　英文		1																		個人		尾定　紗貴		100

				個人 コジン		寺尾　雅子		1																		個人		尾花　勲		100

				個人 コジン		中井　健二		1																		個人		尾鼻　裕朗		100

				個人 コジン		湯原　悠太		1																		個人		尾原　義則		100

				個人 コジン		平野　尚久		10,000																		個人		尾山　徹		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300																		個人		緒方　啓介		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000																		個人		緒方　豪人		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900																		個人		緒方　稔		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社ベクトル		70,000																		個人		織田　光晴		100

				VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600																		個人		追分　満		100

				VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400																		個人		王　俊傑		100

				個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		26,200																		個人		王生　紀子		100

				個人 コジン		ＰＬＯＧＥＲＴ　ＮＩＣＯＬＡＳ		20,000																		個人		大井　雄吾		100

				個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000																		個人		大井　弘恵		100

				VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000																		個人		大井　美佐子		100

				個人 コジン		大塚　至高		266,600																		個人		大井　靖子		100

				法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		51,800																		個人		大家　嘉		100

				法人 ホウジン		株式会社オウケイウェイヴ		15,000																		個人		大石　雄己		100

				法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000																		個人		大石　晃裕		100

				個人 コジン		服部　茂夫		15,000																		個人		大石　誠		100

				個人 コジン		山城　祐也		10,500																		個人		大石　浩三		100

				個人 コジン		松永　良輔		9,000																		個人		大泉　優子		100

				個人 コジン		石津　知英子		8,000																		個人		大内　清		100

				個人 コジン		花田　啓陽		1,000																		個人		大内　輝子		100

				法人 ホウジン		株式会社森本本店		35,000																		個人		大内　裕基		100

				法人 ホウジン		株式会社あおい書店		12,000																		個人		大浦　菜都紀		100

				法人 ホウジン		チューリップみのや株式会社		10,000																		個人		大浦　茂		100

				法人 ホウジン		ヤマト電器株式会社		10,000																		個人		大浦　善博		100

				法人 ホウジン		株式会社アモス		8,000																		個人		大浦　崇央		100

				法人 ホウジン		常盤ステンレス工業株式会社		3,500																		個人		大江　道子		100

				法人 ホウジン		株式会社フルコーポレーション		3,000																		個人		大賀　一郎		100

				法人 ホウジン		文殊院		3,000																		個人		大門　佳弘		100

				法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100																		個人		大川　晃史		100

				法人 ホウジン		愛媛シールド工業株式会社		2,000																		個人		大川　正廣		100

				法人 ホウジン		株式会社Ａｌｅｘ　ｐａｒｔｎｅｒｓ		2,000																		個人		大川　みほ		100

				法人 ホウジン		株式会社空		2,000																		個人		大川　由美子		100

				法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		2,000																		個人		大河内　一憲		100

				法人 ホウジン		飯田水産株式会社		1,500																		個人		大貫　雅美		100

				法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500																		個人		大木　茂		100

				法人 ホウジン		Ｄｏ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社		1,500																		個人		大木　浩		100

				法人 ホウジン		株式会社テクノインベストメント		1,300																		個人		大木　義仁		100

				法人 ホウジン		株式会社フジデン		1,200																		個人		大喜多　亮		100

				法人 ホウジン		ＡＩホールディングス株式会社		1,000																		個人		大久保　俊彦		100

				法人 ホウジン		株式会社ＮＳＩ		1,000																		個人		大久保　智之		100

				法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000																		個人		大國護　慧		100

				法人 ホウジン		オプトテック有限会社		1,000																		個人		大窪　剛宏		100

				法人 ホウジン		株式会社大阪住宅		1,000																		個人		大熊　富美子		100

				法人 ホウジン		合名会社大政商店		1,000																		個人		大越　百合枝		100

				法人 ホウジン		壽光寺		1,000																		個人		大越　泰子		100

				法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000																		個人		大坂　隆征		100

				法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000																		個人		大阪谷　明美		100

				法人 ホウジン		有限会社関根企画社		1,000																		個人		大崎　浩		100

				法人 ホウジン		平林建設株式会社		1,000																		個人		大迫　涼太		100

				法人 ホウジン		向陽建設株式会社		1,000																		個人		大澤　勝正		100

				法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900																		個人		大澤　幸也		100

				法人 ホウジン		有限会社イッコー		500																		個人		大澤　治亮		100

				法人 ホウジン		有限会社マイテイ・ストアーおかもと		500																		個人		大澤　俊		100

				法人 ホウジン		株式会社良栄		500																		個人		大澤　由人		100

				法人 ホウジン		株式会社アップツール		300																		個人		大澤　理恵子		100

				法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300																		個人		大澤　了		100

				法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300																		個人		大鹿　志奈		100

				法人 ホウジン		エスワイエス合同会社		300																		個人		大島　千明		100

				法人 ホウジン		株式会社シルバーアイ		300																		個人		大島　康臣		100

				法人 ホウジン		林電気株式会社		300																		個人		大下　航輝		100

				法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		200																		個人		大城　正哉		100

				法人 ホウジン		株式会社共栄テクノ		200																		個人		大城　悠人		100

				法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200																		個人		大隅　悠司		100

				法人 ホウジン		日本電通株式会社		200																		個人		大隅　芳枝		100

				法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200																		個人		太田　明子		100

				法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100																		個人		太田　久仁子		100

				法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100																		個人		太田　隆裕		100

				法人 ホウジン		株式会社イチヤ		100																		個人		太田　匡		100

				法人 ホウジン		有限会社伊勢浪商店		100																		個人		大田　哲也		100

				法人 ホウジン		株式会社オーエイチケー		100																		個人		太田　博		100

				法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100																		個人		太田　三枝子		100

				法人 ホウジン		株式会社国中環境開発		100																		個人		太田　靖人		100

				法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100																		個人		太田　和英		100

				法人 ホウジン		株式会社サムズアップ		100																		個人		大竹　克宜		100

				法人 ホウジン		さくらフォレスト株式会社		100																		個人		大谷　昇		100

				法人 ホウジン		株式会社さくらやま地所		100																		個人		大地　潤一		100

				法人 ホウジン		株式会社シーブリーズ・コンサルティング		100																		個人		大地　義治		100

				法人 ホウジン		株式会社Ｇａｉａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ		100																		個人		大津　圭吾		100

				法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100																		個人		大津　健一		100

				法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100																		個人		大塚　克己		100

				法人 ホウジン		株式会社中央トラフィック・システム		100																		個人		大塚　健司		100

				法人 ホウジン		株式会社ＢｙｒｏｎＧｒａｐｈｉｃｓ		100																		個人		大塚　滋		100

				法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100																		個人		大塚　重希		100

				法人 ホウジン		藤島株式会社		100																		個人		大塚　純		100

				法人 ホウジン		合同会社前田商店		100																		個人		大塚　祥一		100

				法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100																		個人		大塚　崇史		100

				法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100																		個人		大塚　致雅子		100

				個人 コジン		森川　和正		100,000																		個人		大塚　博司		100

				個人 コジン		渡邉　力英		100,000																		個人		大塚　浩美		100

				個人 コジン		株式会社シャンディガフ		34,000																		個人		大塚　妙		100

				個人 コジン		野村　壮太郎		30,000																		個人		大槻　成		100

				個人 コジン		山岸　健太郎		20,000																		個人		大坪　督政		100

				個人 コジン		中川　陽		15,000																		個人		大友　由臣		100

				個人 コジン		山本　功		15,000																		個人		大西　隆昭		100

				個人 コジン		藤岡　慎也		12,000																		個人		大西　浩司		100

				個人 コジン		渡辺　啓		9,000																		個人		大西　眞博		100

				個人 コジン		田中　由起子		5,000																		個人		大西　洋介		100

				個人 コジン		林　倹一		5,000																		個人		大庭　栞		100

				個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900																		個人		大庭　行正		100

				個人 コジン		内　千恵		1,400																		個人		大沼田　靖之		100

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000																		個人		大野　雄輔		100

				役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000																		個人		大野　克明		100

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000																		個人		大野　勝利		100

				役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		15,000																		個人		大野　貴光		100

				役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000																		個人		大野　孝久		100

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000																		個人		大野　長良		100

								12,977,900																		個人		大野　浩一		100

																										個人		大野　裕哉		100

																										個人		大羽　友希子		100

																										個人		大場　賢一		100

																										個人		大場　誠也		100

																										個人		大塲　保之		100

																										個人		大橋　亜弥子		100

																										個人		大橋　麻実		100

																										個人		大橋　絵理子		100

																										個人		大橋　永志		100

																										個人		大橋　昌史		100

																										個人		大橋　康平		100

																										個人		大畑　晴香		100

																										個人		大林　公代		100

																										個人		大林　友希子		100

																										個人		大本　高志		100

																										個人		大松　雄次		100

																										個人		大溝　純		100

						小計（法人でない団体）																				個人		大村　啓介		100

																										個人		大村　弘文		100

																										個人		大桃　公樹		100

																										個人		大森　一賢		100

																										個人		大森　隆志		100

																										個人		大森　利明		100

																										個人		大森　文雄		100

																										個人		大森　裕子		100

																										個人		大山　典子		100

																										個人		大山　和幸		100

																										個人		太郎丸　悦章		100

																										個人		大和田　邦明		100

																										個人		大和田　真		100

																										個人		岡　紀彦		100

																										個人		岡崎　顯成		100

																										個人		岡崎　俊二		100

																										個人		岡崎　豊		100

																										個人		岡澤　輝幸		100

																										個人		岡島　健		100

						小計（証券会社　　　）																				個人		岡田　慧美		100

																										個人		岡田　英幸		100

																										個人		岡田　勝利		100

																										個人		岡田　清		100

																										個人		岡田　耕一郎		100

																										個人		岡田　慎也		100

																										個人		岡田　整治		100

																										個人		岡田　たか子		100

																										個人		岡田　武		100

																										個人		岡田　禎子		100

																										個人		岡田　朋子		100

																										個人		岡田　宏		100

																										個人		岡田　雅恵		100

																										個人		岡田　雅文		100

																										個人		岡田　美秀子		100

																										個人		岡田　光浩		100

																										個人		岡田　裕明		100

																										個人		岡野　直臣		100

																										個人		岡野　秀人		100

						小計（証券金融　　　）																				個人		岡野　光孝		100

																										個人		岡橋　智也		100

																										個人		岡部　壮真		100

																										個人		岡部　達夫		100

																										個人		岡本　茜		100

																										個人		岡本　明憲		100

																										個人		岡本　明博		100

																										個人		岡本　恵理子		100

																										個人		岡本　薫		100

																										個人		岡本　貴彦		100

																										個人		岡本　紗江		100

																										個人		岡本　慎悟		100

																										個人		岡本　辰徳		100

																										個人		岡本　朋子		100

																										個人		岡本　智晴		100

																										個人		岡本　豊		100

																										個人		岡本　昌樹		100

																										個人		岡本　充史		100

																										個人		岡本　裕也		100

						小計（信託銀行　　　）																				個人		岡峰　聡一		100

																										個人		岡村　一徳		100

																										個人		岡村　謙太郎		100

																										個人		岡村　彩乃		100

																										個人		岡村　千春		100

																										個人		岡村　直樹		100

																										個人		岡村　直人		100

																										個人		岡森　健太		100

																										個人		岡安　亮		100

																										個人		岡山　金平		100

																										個人		岡山　拓人		100

																										個人		沖石　直也		100

																										個人		沖津　亜由美		100

																										個人		沖山　豊		100

																										個人		荻野　真理		100

																										個人		荻野　朗		100

																										個人		荻原　柊羽		100

																										個人		置田　豊		100

																										個人		奥　大樹		100

						小計（一般法人　　　）																				個人		奥　和也		100

																										個人		奥井　章文		100

																										個人		奥居　純子		100

																										個人		奥田　豊		100

																										個人		奥田　直哉		100

																										個人		奥田　昌弘		100

																										個人		奥谷　正宏		100

																										個人		奥峪　一夫		100

																										個人		奥野　啓太		100

																										個人		奥平　茂美		100

																										個人		奥藤　亨		100

																										個人		奥本　雅之		100

																										個人		奥村　慎亮		100

																										個人		奥村　節子		100

																										個人		奥村　辰八		100

																										個人		奥村　康紀		100

																										個人		奥山　裕史		100

																										個人		桶作　敏之		100

																										個人		落合　樹一		100

						小計（非居住外国法人）																				個人		落合　正啓		100

																										個人		落部　厚志		100

																										個人		鬼頭　暁美		100

																										個人		鬼頭　伸彰		100

																										個人		鬼頭　宏		100

																										個人		折茂　尊		100

																										個人		折原　悠斗		100

																										個人		加賀谷　一正		100

																										個人		加苅　秀樹		100

																										個人		加川　巧太		100

																										個人		加島　晴景		100

																										個人		加瀬　宏		100

																										個人		加納　千織		100

																										個人		加福　宗徳		100

																										個人		加藤　茜		100

																										個人		加藤　雄太		100

																										個人		加藤　大		100

																										個人		加藤　太一		100

																										個人		加藤　大樹		100

						小計（非居住外国人　）																				個人		加藤　亨		100

																										個人		加藤　慶子		100

																										個人		加藤　健斗		100

																										個人		加藤　孝祐		100

																										個人		加藤　史人		100

																										個人		加藤　周平		100

																										個人		加藤　修		100

																										個人		加藤　慎也		100

																										個人		加藤　誠		100

																										個人		加藤　誠		100

																										個人		加藤　拓真		100

																										個人		加藤　知佐子		100

																										個人		加藤　稚菜		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　敏子		100

																										個人		加藤　直也		100

																										個人		加藤　博信		100

						小計（非居住邦人　　）																				個人		加藤　文彦		100

																										個人		加藤　奉子		100

																										個人		加藤　真吾		100

																										個人		加藤　真史		100

																										個人		加藤　真由美		100

																										個人		加藤　正智		100

																										個人		加藤　美奈子		100

																										個人		加藤　ゆみ子		100

																										個人		加藤　勇樹		100

																										個人		加藤　誉枝大		100

																										個人		加藤　洋		100

																										個人		加藤　諒		100

																										個人		加行　孝之		100

																										個人		香島　雄一郎		100

																										個人		賀集　亮太		100

																										個人		嘉祥寺　麻実		100

																										個人		嘉藤　裕一		100

																										個人		柿田　剛志		100

																										個人		柿沼　貴広		100

						小計（居住外国人　　）																				個人		柿沼　直樹		100

																										個人		柿葉　大地		100

																										個人		柿原　諒		100

																										個人		蔭西　知子		100

																										個人		笠井　亜希子		100

																										個人		笠井　里紗		100

																										個人		笠井　里帆		100

																										個人		笠井　肇		100

																										個人		笠井　涼馬		100

																										個人		笠野　幹人		100

																										個人		笠原　綾乃		100

																										個人		笠原　一仁		100

																										個人		笠原　秀喜		100

																										個人		笠原　浩司		100

																										個人		笠原　真実		100

																										個人		笠原　務		100

																										個人		柏　照太郎		100

																										個人		柏原　信也		100

																										個人		栢原　正純		100

						合計																				個人		柁原　玲奈		100

																										個人		梶田　真人		100

																										個人		梶野　雅之		100

																										個人		梶原　恒明		100

																										個人		梶村　恵子		100

																										個人		楫　喜博		100

																										個人		樫原　孝之		100

																										個人		樫村　尚		100

																										個人		樫村　宗人		100

																										個人		樫村　ちひろ		100

																										個人		樫村　博		100

																										個人		樫村　和香		100

																										個人		糟谷　佐保里		100

																										個人		糟谷　隆		100

																										個人		片岡　修		100

																										個人		片岡　昌樹		100

																										個人		片岡　光夫		100

																										個人		片桐　幸代		100

																										個人		片桐　良明		100

																										個人		片平　信行		100

																										個人		片山　勝博		100

																										個人		片山　邦秀		100

																										個人		片山　善和		100

																										個人		片山　俊一		100

																										個人		片山　朋子		100

																										個人		片山　松之		100

																										個人		片山　裕史		100

																										個人		形谷　和則		100

																										個人		形野　元彦		100

																										個人		勝井　寿一		100

																										個人		勝俣　文秋		100

																										個人		門田　侑也		100

																										個人		門奈　由記		100

																										個人		門藤　正樹		100

																										個人		門脇　宏		100

																										個人		門脇　亮太		100

																										個人		蟹江　吉弘		100

																										個人		金　月仙		100

																										個人		金　雅子		100

																										個人		金井　郁雄		100

																										個人		金井　拓也		100

																										個人		金井　弘幸		100

																										個人		金岡　京平		100

																										個人		金岡　秀之		100

																										個人		金岡　真央		100

																										個人		金岡　保彦		100

																										個人		金子　愛		100

																										個人		金子　健		100

																										個人		金子　琴鶴栄		100

																										個人		金子　順子		100

																										個人		金子　仁		100

																										個人		金子　誠哉		100

																										個人		金子　高尚		100

																										個人		金子　富久栄		100

																										個人		金子　真弓		100

																										個人		金子　政弘		100

																										個人		金子　桃香		100

																										個人		金子　和彦		100

																										個人		金澤　訓		100

																										個人		金沢　建鉄		100

																										個人		金澤　安彦		100

																										個人		金須　幸広		100

																										個人		金野　光成		100

																										個人		金野　和		100

																										個人		金平　浩一		100

																										個人		金丸　茂男		100

																										個人		金丸　弓月		100

																										個人		金光　啓佑		100

																										個人		金村　聖浩		100

																										個人		金森　恭子		100

																										個人		金森　尚弘		100

																										個人		金山　紘明		100

																										個人		兼子　明		100

																										個人		兼田　充		100

																										個人		兼松　佐知子		100

																										個人		釜木　悦子		100

																										個人		蒲原　譲司		100

																										個人		鎌田　啓次		100

																										個人		鎌田　幸男		100

																										個人		鎌田　雅史		100

																										個人		鎌田　裕樹		100

																										個人		鎌田　亮		100

																										個人		神澤　龍二		100

																										個人		神田　聡一郎		100

																										個人		神田　和政		100

																										個人		神立　慶子		100

																										個人		神谷　綾		100

																										個人		神谷　桂佑		100

																										個人		神原　秀仁		100

																										個人		神本　恒雄		100

																										個人		神宮司　晃		100

																										個人		神山　みどり		100

																										個人		神行　国博		100

																										個人		亀井　一孝		100

																										個人		亀井　菜月		100

																										個人		亀岡　裕子		100

																										個人		亀甲　陽平		100

																										個人		亀田　亜也子		100

																										個人		亀田　雅史		100

																										個人		亀田　祐一郎		100

																										個人		亀田　由梨奈		100

																										個人		甕岡　紘幸		100

																										個人		鴨志田　崇人		100

																										個人		鴨田　隆		100

																										個人		萱野　政紀		100

																										個人		柄澤　大		100

																										個人		刈谷　英夫		100

																										個人		狩野　裕将		100

																										個人		輕部　令		100

																										個人		川井　信和		100

																										個人		川井　良介		100

																										個人		川井田　英明		100

																										個人		川上　貴敏		100

																										個人		川上　久和		100

																										個人		川上　隆三		100

																										個人		川上　芳枝		100

																										個人		川岸　完次		100

																										個人		川口　貴文		100

																										個人		川口　京子		100

																										個人		川口　圭治		100

																										個人		川口　哲史		100

																										個人		川口　扶展		100

																										個人		川口　実苗		100

																										個人		川口　充展		100

																										個人		川合　紀歌		100

																										個人		川合　崇之		100

																										個人		川越　眞紀		100

																										個人		川嵜　悦子		100

																										個人		川崎　悦郎		100

																										個人		川崎　久美子		100

																										個人		川崎　佳孝		100

																										個人		川崎　寿夫		100

																										個人		川崎　誠		100

																										個人		川崎　真由美		100

																										個人		川崎　光代		100

																										個人		川崎　優史		100

																										個人		川崎　洋		100

																										個人		川島　あかり		100

																										個人		川嶋　佳久		100

																										個人		川島　拓也		100

																										個人		川島　徹		100

																										個人		川島　智之		100

																										個人		川嶋　陽子		100

																										個人		川田　麻優子		100

																										個人		川田　伊織		100

																										個人		川田　功		100

																										個人		川田　浩文		100

																										個人		川田　陽子		100

																										個人		川瀧　利之		100

																										個人		川津　清		100

																										個人		川出　真依		100

																										個人		川中　咲希		100

																										個人		川西　諭		100

																										個人		川野　和也		100

																										個人		川端　賢彦		100

																										個人		川端　淳子		100

																										個人		川畑　明博		100

																										個人		川畑　浩一		100

																										個人		川原　みちよ		100

																										個人		川部　純男		100

																										個人		川辺　英俊		100

																										個人		川本　麻衣子		100

																										個人		川本　直樹		100

																										個人		川真田　恵子		100

																										個人		川又　義雄		100

																										個人		川俣　和博		100

																										個人		川村　拓也		100

																										個人		川村　俊彦		100

																										個人		川村　昇		100

																										個人		川村　典明		100

																										個人		河内　英人		100

																										個人		河合　克彦		100

																										個人		河合　環		100

																										個人		河合　友江		100

																										個人		河合　秀樹		100

																										個人		河合　美芽		100

																										個人		河合　柳之介		100

																										個人		河合　良治		100

																										個人		河島　省朗		100

																										個人		河田　奈美		100

																										個人		河野　幸恵		100

																										個人		河野　高志		100

																										個人		河野　博道		100

																										個人		河野　真美子		100

																										個人		河野　好統		100

																										個人		河端　則好		100

																										個人		河本　英明		100

																										個人		河邑　政彦		100

																										個人		河村　新		100

																										個人		河村　雄太		100

																										個人		河村　剛至		100

																										個人		河村　和夫		100

																										個人		乾　旭秀		100

																										個人		乾　年雄		100

																										個人		木内　英仁		100

																										個人		木内　久子		100

																										個人		木内　賢		100

																										個人		木内　幸恵		100

																										個人		木内　俊介		100

																										個人		木内　真澄		100

																										個人		木川田　千尋		100

																										個人		木坂　ますみ		100

																										個人		木島　好得		100

																										個人		木下　嘉月		100

																										個人		木下　祥吾		100

																										個人		木下　善夫		100

																										個人		木下　利之		100

																										個人		木下　智之		100

																										個人		木下　直也		100

																										個人		木下　靖啓		100

																										個人		木須　康一郎		100

																										個人		木田　節子		100

																										個人		木谷　哲夫		100

																										個人		木谷　祐之		100

																										個人		木継　まゆみ		100

																										個人		木幡　千義		100

																										個人		木原　武弘		100

																										個人		木原　優太		100

																										個人		木原　和矢		100

																										個人		木船　京子		100

																										個人		木古　明彦		100

																										個人		木本　千里		100

																										個人		木村　明子		100

																										個人		木村　敦浩		100

																										個人		木村　逸郎		100

																										個人		木村　紀之		100

																										個人		木村　啓一		100

																										個人		木村　賢二郎		100

																										個人		木村　護		100

																										個人		木村　尚貴		100

																										個人		木村　晋哉		100

																										個人		木村　成暁		100

																										個人		木村　泰樹		100

																										個人		木村　和弘		100

																										個人		木元　雄一朗		100

																										個人		枳穀　美佐子		100

																										個人		黄瀬　恵美子		100

																										個人		喜瀬　佑貴		100

																										個人		喜多　竜介		100

																										個人		喜羽　宏明		100

																										個人		喜良　美都里		100

																										個人		樹下　隼人		100

																										個人		菊池　健一		100

																										個人		菊池　修平		100

																										個人		菊池　淳		100

																										個人		菊池　裕二		100

																										個人		菊地　孝行		100

																										個人		菊地　智史		100

																										個人		菊地　祐真		100

																										個人		菊地　優希		100

																										個人		菊本　美江		100

																										個人		菊村　武		100

																										個人		岸　和孝		100

																										個人		岸下　昇平		100

																										個人		岸田　節子		100

																										個人		岸田　稔子		100

																										個人		岸野　聡		100

																										個人		岸和田　哲		100

																										個人		北浦　康次		100

																										個人		北川　淳一		100

																										個人		北川　智子		100

																										個人		北川　浩明		100

																										個人		北川　正弘		100

																										個人		北川　雅典		100

																										個人		北川　誉人		100

																										個人		北口　穂乃美		100

																										個人		北澤　涼介		100

																										個人		北島　靖久		100

																										個人		北田　昌宏		100

																										個人		北谷　嘉伸		100

																										個人		北野　伊知郎		100

																										個人		北林　勝義		100

																										個人		北原　一也		100

																										個人		北原　里香		100

																										個人		北原　真行		100

																										個人		北原　悠平		100

																										個人		北村　金雄		100

																										個人		北村　基成		100

																										個人		北村　隆		100

																										個人		北村　隆幸		100

																										個人		北村　秀樹		100

																										個人		北村　昌大		100

																										個人		北守　久美子		100

																										個人		絹川　耕二		100

																										個人		君島　宜己		100

																										個人		清　一哲		100

																										個人		清田　祥平		100

																										個人		清田　俊介		100

																										個人		清武　三千子		100

																										個人		清塚　勝		100

																										個人		清水　敦夫		100

																										個人		清水　一静		100

																										個人		清水　一博		100

																										個人		清水　雄樹		100

																										個人		清水　学		100

																										個人		清水　喜久子		100

																										個人		清水　孝彰		100

																										個人		清水　晃汰		100

																										個人		清水　栄治		100

																										個人		清水　栄伸		100

																										個人		清水　茂勇		100

																										個人		清水　隆行		100

																										個人		清水　鉄也		100

																										個人		清水　利憲		100

																										個人		清水　智裕		100

																										個人		清水　豊晴		100

																										個人		清水　秀男		100

																										個人		清水　弘也		100

																										個人		清水　幹也		100

																										個人		清水　康司		100

																										個人		清水　康成		100

																										個人		清水　祐二		100

																										個人		清水　優子		100

																										個人		清水　良一		100

																										個人		清水　理史		100

																										個人		清水　和広		100

																										個人		切明　貴宏		100

																										個人		桐原　さわ子		100

																										個人		桐原　理		100

																										個人		九鬼　大樹		100

																										個人		久代　康夫		100

																										個人		久次米　正博		100

																										個人		久常　健太郎		100

																										個人		久斗　佐智子		100

																										個人		久冨　佳恵		100

																										個人		久野　友裕		100

																										個人		久場　良太		100

																										個人		久本　晃三		100

																										個人		久安　浩文		100

																										個人		久保　克人		100

																										個人		久保　久仁男		100

																										個人		久保　哲司		100

																										個人		久保　信雄		100

																										個人		久保　秀明		100

																										個人		久保　美次		100

																										個人		久保　裕則		100

																										個人		久保田　厚美		100

																										個人		久保田　一冴		100

																										個人		久保田　雄介		100

																										個人		久保田　加津子		100

																										個人		久保田　旬		100

																										個人		久保田　直樹		100

																										個人		久保田　雪美		100

																										個人		久保田　陽亮		100

																										個人		久保田　芳宏		100

																										個人		久保田　涼奈		100

																										個人		工藤　啓太		100

																										個人		工藤　啓嗣		100

																										個人		工藤　健介		100

																										個人		工藤　孔毅		100

																										個人		工藤　晃		100

																										個人		工藤　浩睦		100

																										個人		工藤　文		100

																										個人		工藤　望絵		100

																										個人		草野　功		100

																										個人		鯨岡　洋		100

																										個人		葛西　友樹		100

																										個人		楠　時恵		100

																										個人		楠　芳男		100

																										個人		楠原　潤也		100

																										個人		口地　崇之		100

																										個人		朽名　和成		100

																										個人		國柄　努		100

																										個人		国司　侑吾		100

																										個人		國友　誠人		100

																										個人		國場　大貴		100

																										個人		國廣　瑞樹		100

																										個人		國分　友貴		100

																										個人		椚原　隆		100

																										個人		窪津　保治		100

																										個人		窪野　秀美		100

																										個人		隈河　努志		100

																										個人		隈部　淳子		100

																										個人		隈部　絢子		100

																										個人		熊木　正幸		100

																										個人		熊崎　悟		100

																										個人		熊谷　精		100

																										個人		熊野　諭美		100

																										個人		粂　武		100

																										個人		倉　浩二		100

																										個人		倉井　健		100

																										個人		倉上　正義		100

																										個人		倉田　敏郎		100

																										個人		倉田　泰樹		100

																										個人		倉橋　敬		100

																										個人		倉本　勤也		100

																										個人		倉持　京子		100

																										個人		倉持　繁雄		100

																										個人		蔵薗　俊明		100

																										個人		蔵所　一彦		100

																										個人		栗崎　美嘉		100

																										個人		栗島　大輔		100

																										個人		栗嶋　慎一		100

																										個人		栗栖　悠起		100

																										個人		栗田　瞬		100

																										個人		栗林　孝行		100

																										個人		栗林　由人		100

																										個人		栗原　久美子		100

																										個人		栗原　健次		100

																										個人		栗原　茂喜		100

																										個人		栗原　裕子		100

																										個人		栗又　孝徳		100

																										個人		栗山　幹夫		100

																										個人		来栖　茂		100

																										個人		来住野　文雄		100

																										個人		来山　定寿		100

																										個人		車谷　瞳		100

																										個人		榑松　純一		100

																										個人		黒岩　ゆかり		100

																										個人		黒金　栄子		100

																										個人		黒川　綾子		100

																										個人		黒川　美恵子		100

																										個人		黒川　由佳		100

																										個人		黒木　洋一		100

																										個人		黒坂　英樹		100

																										個人		黒崎　裕行		100

																										個人		黒崎　凌馬		100

																										個人		黒澤　千晴		100

																										個人		黒住　宰		100

																										個人		黒田　幸浩		100

																										個人		黒田　知彦		100

																										個人		黒田　俊行		100

																										個人		黒田　智生		100

																										個人		黒沼　史宜		100

																										個人		黒部　拓也		100

																										個人		桑内　和人		100

																										個人		桑木　一成		100

																										個人		桑島　麿加		100

																										個人		桑田　香子		100

																										個人		桑田　利光		100

																										個人		桑田　芳子		100

																										個人		桑名　佳明		100

																										個人		桑原　喜之		100

																										個人		桑原　敏一		100

																										個人		桑原　殿		100

																										個人		桑原　正史		100

																										個人		桑山　明美		100

																										個人		桑山　敦司		100

																										個人		鍬田　康平		100

																										個人		毛利　司		100

																										個人		毛呂　優太		100

																										個人		權田　広樹		100

																										個人		小池　恵		100

																										個人		小池　英人		100

																										個人		小池　仁洋		100

																										個人		小池　宏樹		100

																										個人		小池　芳夫		100

																										個人		小石　隆子		100

																										個人		小石　好美		100

																										個人		小泉　親彦		100

																										個人		小泉　紀子		100

																										個人		小泉　沙織		100

																										個人		小泉　俊次		100

																										個人		小板　英男		100

																										個人		小浦方　直人		100

																										個人		小尾　美穂		100

																										個人		小笠原　真歩		100

																										個人		小笠原　雅人		100

																										個人		小方　陽介		100

																										個人		小川　有貴		100

																										個人		小川　海渡		100

																										個人		小川　勤		100

																										個人		小川　利希也		100

																										個人		小川　俊雄		100

																										個人		小川　正則		100

																										個人		小川　正範		100

																										個人		小川　ミヨ子		100

																										個人		小川　美貴		100

																										個人		小川　祐樹		100

																										個人		小河　香織		100

																										個人		小木曽　健太朗		100

																										個人		小木曽　広美		100

																										個人		小清水　栄治		100

																										個人		小久江　一郎		100

																										個人		小口　亜里紗		100

																										個人		小口　秀仁		100

																										個人		小倉　規彰		100

																										個人		小倉　浩則		100

																										個人		小倉　優太		100

																										個人		小栗　道秋		100

																										個人		小坂　一也		100

																										個人		小坂　等		100

																										個人		小坂　由美子		100

																										個人		小崎　三鶴		100

																										個人		小笹　史登		100

																										個人		小澤　恭子		100

																										個人		小澤　節子		100

																										個人		小澤　武平		100

																										個人		小澤　玲		100

																										個人		小椎葉　竜太		100

																										個人		小島　孝俊		100

																										個人		小島　純		100

																										個人		小島　幹也		100

																										個人		小嶋　祐史		100

																										個人		小島　裕史		100

																										個人		小城　直子		100

																										個人		小菅　直人		100

																										個人		小瀬谷　光夫		100

																										個人		小関　学		100

																										個人		小関　里奈		100

																										個人		小田　悦子		100

																										個人		小田　大貴		100

																										個人		小田　敏明		100

																										個人		小田原　洋志		100

																										個人		小鷹狩　昭吾		100

																										個人		小谷　京子		100

																										個人		小谷　直道		100

																										個人		小谷　暢明		100

																										個人		小玉　哲也		100

																										個人		小積　克義		100

																										個人		小出　唯登		100

																										個人		小出　博和		100

																										個人		小寺　伸幸		100

																										個人		小鳥居　結子		100

																										個人		小鳥居　隆		100

																										個人		小中野　翔平		100

																										個人		小長井　季継		100

																										個人		小長谷　友幸		100

																										個人		小西　紀男		100

																										個人		小西　喜久夫		100

																										個人		小西　啓策		100

																										個人		小西　慶三		100

																										個人		小西　健太		100

																										個人		小西　善之		100

																										個人		小西　秀宜		100

																										個人		小西　秀彦		100

																										個人		小西　雅彦		100

																										個人		小西　美貴		100

																										個人		小西　康代		100

																										個人		小西　洋機		100

																										個人		小野　可愛		100

																										個人		小野　幸司		100

																										個人		小野　幸彦		100

																										個人		小野　敏明		100

																										個人		小野　智之		100

																										個人		小野　広之		100

																										個人		小野　泰憲		100

																										個人		小野　勇		100

																										個人		小野　玲子		100

																										個人		小野川　裕太郎		100

																										個人		小野木　巳奈		100

																										個人		小野澤　京平		100

																										個人		小野沢　龍洋		100

																										個人		小野島　久実子		100

																										個人		小野塚　岳文		100

																										個人		小野塚　昇		100

																										個人		小幡　愛子		100

																										個人		小幡　康男		100

																										個人		小林　一彦		100

																										個人		小林　慧祐		100

																										個人		小林　英之		100

																										個人		小林　英里子		100

																										個人		小林　寛		100

																										個人		小林　紀子		100

																										個人		小林　貴		100

																										個人		小林　久剛		100

																										個人		小林　佳代		100

																										個人		小林　敬佳		100

																										個人		小林　敬弘		100

																										個人		小林　栄一		100

																										個人		小林　栄二		100

																										個人		小林　繁		100

																										個人		小林　淳子		100

																										個人		小林　渉		100

																										個人		小林　千秋		100

																										個人		小林　園子		100

																										個人		小林　利七		100

																										個人		小林　豊		100

																										個人		小林　奈々		100

																										個人		小林　奈々絵		100

																										個人		小林　直美		100

																										個人		小林　信之		100

																										個人		小林　広祈		100

																										個人		小林　正和		100

																										個人		小林　美沙		100

																										個人		小林　美千代		100

																										個人		小林　勇太		100

																										個人		小林　勇人		100

																										個人		小林　洋介		100

																										個人		小林　吉隆		100

																										個人		小林　玲子		100

																										個人		小林　和宏		100

																										個人		小原　一貴		100

																										個人		小原　和裕		100

																										個人		小桧山　博		100

																										個人		小平　千尋		100

																										個人		小堀　直美		100

																										個人		小堀　義和		100

																										個人		小前　栄治		100

																										個人		小松　清		100

																										個人		小松　秀法		100

																										個人		小松　百合子		100

																										個人		小松　弘治		100

																										個人		小松原　学		100

																										個人		小豆澤　和秀		100

																										個人		小見　由美子		100

																										個人		小宮　孝文		100

																										個人		小宮山　実		100

																										個人		小椋　秀明		100

																										個人		小村　俊平		100

																										個人		小室　峰代		100

																										個人		小森　実		100

																										個人		小森　洋子		100

																										個人		小森田　怜史		100

																										個人		小柳　敬右		100

																										個人		小柳　美和子		100

																										個人		小柳　峯夫		100

																										個人		小柳　裕介		100

																										個人		小山　綾子		100

																										個人		小山　賢司		100

																										個人		小山　史朗		100

																										個人		小山　純一		100

																										個人		小山　浩史		100

																										個人		小山　真奈人		100

																										個人		小山　光雄		100

																										個人		小山　源太		100

																										個人		小山　裕貴		100

																										個人		五明　基泰		100

																										個人		五香　宏幸		100

																										個人		五木田　亘裕		100

																										個人		五十嵐　健		100

																										個人		五十嵐　健一		100

																										個人		五十嵐　淳		100

																										個人		五十嵐　卓		100

																										個人		五十嵐　利行		100

																										個人		五十嵐　晴香		100

																										個人		五月女　陽		100

																										個人		児玉　大輝		100

																										個人		兒玉　卓也		100

																										個人		児玉　哲也		100

																										個人		後藤　秋人		100

																										個人		後藤　大輔		100

																										個人		後藤　勝壽		100

																										個人		後藤　圭子		100

																										個人		後藤　壽恵		100

																										個人		後藤　純也		100

																										個人		後藤　昭		100

																										個人		後藤　紹元		100

																										個人		後藤　忠利		100

																										個人		後藤　照道		100

																										個人		後藤　正樹		100

																										個人		後藤　守男		100

																										個人		後藤　裕司		100

																										個人		後宮　信美		100

																										個人		合田　かこ		100

																										個人		合田　智恵子		100

																										個人		合田　美帆		100

																										個人		幸田　糸布		100

																										個人		幸長　弘樹		100

																										個人		幸山　法子		100

																										個人		郷古　恭平		100

																										個人		纐纈　佳世子		100

																										個人		越川　真一		100

																										個人		越田　普之		100

																										個人		越智　邦男		100

																										個人		越智　岳也		100

																										個人		駒田　公孝		100

																										個人		駒田　秀幸		100

																										個人		米　卓哉		100

																										個人		米内山　慶太		100

																										個人		米川　州紀		100

																										個人		米川　芳男		100

																										個人		米倉　拓矢		100

																										個人		米田　拓朗		100

																										個人		米田　美貴子		100

																										個人		米田　和子		100

																										個人		米丸　龍樹		100

																										個人		米光　信彦		100

																										個人		米屋　靖子		100

																										個人		近藤　雄助		100

																										個人		近藤　基		100

																										個人		近藤　基了		100

																										個人		近藤　毅		100

																										個人		近藤　慶英		100

																										個人		近藤　憲介		100

																										個人		近藤　剛		100

																										個人		近藤　佐代子		100

																										個人		近藤　祥平		100

																										個人		近藤　伸司		100

																										個人		近藤　善一		100

																										個人		近藤　宗一郎		100

																										個人		近藤　卓		100

																										個人		近藤　豊		100

																										個人		近藤　ふさへ		100

																										個人		近藤　文		100

																										個人		近藤　美喜子		100

																										個人		近藤　光夫		100

																										個人		近藤　佑星		100

																										個人		近藤　礼志		100

																										個人		佐川　純子		100

																										個人		佐川　敏幸		100

																										個人		佐川　朋也		100

																										個人		佐川　雅之		100

																										個人		佐久川　洋子		100

																										個人		佐久本　喜誠		100

																										個人		佐久間　慶		100

																										個人		佐瀬　健一		100

																										個人		佐野　明江		100

																										個人		佐野　有起		100

																										個人		佐野　賀与		100

																										個人		佐野　幸広		100

																										個人		佐野　司朗		100

																										個人		佐野　正太郎		100

																										個人		佐野　美奈		100

																										個人		佐伯　有実子		100

																										個人		佐伯　節子		100

																										個人		佐原　緑		100

																										個人		佐平　桂子		100

																										個人		佐藤　明正		100

																										個人		佐藤　麻衣子		100

																										個人		佐藤　有希子		100

																										個人		佐藤　一男		100

																										個人		佐藤　一樹		100

																										個人		佐藤　大		100

																										個人		佐藤　大輔		100

																										個人		佐藤　嘉彦		100

																										個人		佐藤　寛之		100

																										個人		佐藤　佳世		100

																										個人		佐藤　結子		100

																										個人		佐藤　健太		100

																										個人		佐藤　剛		100

																										個人		佐藤　梢		100

																										個人		佐藤　琴美		100

																										個人		佐藤　賛		100

																										個人		佐藤　詩帆		100

																										個人		佐藤　純人		100

																										個人		佐藤　伸祐		100

																										個人		佐藤　高士		100

																										個人		佐藤　崇広		100

																										個人		佐藤　辰廣		100

																										個人		佐藤　達雄		100

																										個人		佐藤　哲朗		100

																										個人		佐藤　敏幸		100

																										個人		佐藤　友宣		100

																										個人		佐藤　直		100

																										個人		佐藤　直也		100

																										個人		佐藤　範久		100

																										個人		佐藤　ひとみ		100

																										個人		佐藤　秀憲		100

																										個人		佐藤　広		100

																										個人		佐藤　浩一		100

																										個人		佐藤　浩子		100

																										個人		佐藤　浩二		100

																										個人		佐藤　雅俊		100

																										個人		佐藤　美恵		100

																										個人		佐藤　道子		100

																										個人		佐藤　光子		100

																										個人		佐藤　佑紀		100

																										個人		佐藤　由美子		100

																										個人		佐藤　好亮		100

																										個人		佐藤　芳雄		100

																										個人		佐藤　亮一		100

																										個人		佐藤　凜		100

																										個人		佐藤　廉		100

																										個人		佐藤　和久		100

																										個人		佐渡山　安信		100

																										個人		佐々木　相生		100

																										個人		佐々木　一成		100

																										個人		佐々木　克行		100

																										個人		佐々木　基充		100

																										個人		佐々木　健次		100

																										個人		佐々木　晃		100

																										個人		佐々木　視行		100

																										個人		佐々木　武弘		100

																										個人		佐々木　歩		100

																										個人		佐々木　真		100

																										個人		佐々木　良輔		100

																										個人		斉藤　あおい		100

																										個人		斎藤　新吾		100

																										個人		齋藤　大哉		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　寛起		100

																										個人		斎藤　孝		100

																										個人		斎藤　幸子		100

																										個人		齊藤　尚		100

																										個人		齋藤　祥子		100

																										個人		齊藤　彰久		100

																										個人		齋藤　慎一郎		100

																										個人		斎藤　千春		100

																										個人		斉藤　司		100

																										個人		齋藤　透		100

																										個人		齊藤　友紀		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　のの子		100

																										個人		齋藤　宏明		100

																										個人		齋藤　福寿		100

																										個人		齋藤　マリ子		100

																										個人		齋藤　正		100

																										個人		齊藤　洋		100

																										個人		齊藤　陽平		100

																										個人		財津　幸弘		100

																										個人		坂井　剛		100

																										個人		坂井　隆之		100

																										個人		坂口　浅子		100

																										個人		坂口　均		100

																										個人		坂口　十三		100

																										個人		坂口　宣		100

																										個人		坂口　輝石		100

																										個人		坂口　博		100

																										個人		坂越　達也		100

																										個人		坂田　亮介		100

																										個人		坂中　隼人		100

																										個人		坂野　絵理		100

																										個人		坂野　雅治		100

																										個人		坂野下　和矢		100

																										個人		坂場　節子		100

																										個人		坂東　克樹		100

																										個人		坂東　琢磨		100

																										個人		坂本　愛		100

																										個人		坂本　伊知朗		100

																										個人		坂本　翔一		100

																										個人		坂本　慎弥		100

																										個人		坂本　達也		100

																										個人		坂本　哲也		100

																										個人		坂本　典子		100

																										個人		坂本　宏		100

																										個人		坂本　光信		100

																										個人		坂本　裕之		100

																										個人		坂本　ルミ子		100

																										個人		阪口　光雄		100

																										個人		堺　倫代		100

																										個人		榊　正明		100

																										個人		榊原　健雄		100

																										個人		榊原　隆		100

																										個人		榊原　隆二郎		100

																										個人		榊原　好二		100

																										個人		崎田　典男		100

																										個人		崎本　壮		100

																										個人		崎本　智則		100

																										個人		櫻井　綾		100

																										個人		桜井　雄馬		100

																										個人		櫻井　研二		100

																										個人		桜井　健晴		100

																										個人		桜井　茂夫		100

																										個人		櫻井　敏雄		100

																										個人		桜井　博幸		100

																										個人		櫻井　紋未		100

																										個人		櫻井　康智		100

																										個人		櫻井　ゆかり		100

																										個人		櫻井　芳騎		100

																										個人		桜井　良行		100

																										個人		櫻井　莉奈		100

																										個人		櫻田　伊代		100

																										個人		櫻庭　崇徳		100

																										個人		桜林　英明		100

																										個人		酒井　麻帆		100

																										個人		酒井　郁枝		100

																										個人		酒井　一洋		100

																										個人		酒井　大輔		100

																										個人		酒井　加奈恵		100

																										個人		酒井　薫		100

																										個人		酒井　慶太		100

																										個人		酒井　章		100

																										個人		酒井　廣之		100

																										個人		酒井　萌		100

																										個人		酒井　裕理		100

																										個人		酒井　玲子		100

																										個人		酒上　肇		100

																										個人		酒谷　憲明		100

																										個人		酒戸　克浩		100

																										個人		酒元　史郎		100

																										個人		迫川　寿志		100

																										個人		迫田　英光		100

																										個人		笹木　貴志		100

																										個人		笹木　督史		100

																										個人		笹倉　慶成		100

																										個人		笹浪　正嗣		100

																										個人		笹野　信行		100

																										個人		定　弘樹		100

																										個人		定方　京子		100

																										個人		定田　義博		100

																										個人		貞國　輝明		100

																										個人		貞本　泰宏		100

																										個人		貞森　英治		100

																										個人		里　勝幸		100

																										個人		里吉　範政		100

																										個人		更家　正典		100

																										個人		猿木　克明		100

																										個人		澤　麻美		100

																										個人		澤　幸司		100

																										個人		澤　彰洋		100

																										個人		澤口　茜		100

																										個人		澤田　圭介		100

																										個人		沢田　昌演		100

																										個人		沢登　多恵子		100

																										個人		澤西　雄太		100

																										個人		澤村　大輔		100

																										個人		澤村　謙二		100

																										個人		椹木　順子		100

																										個人		志村　進		100

																										個人		志村　和久		100

																										個人		四條　加奈子		100

																										個人		四ノ原　弘一郎		100

																										個人		四宮　重樹		100

																										個人		椎名　康行		100

																										個人		椎野　史裕		100

																										個人		椎山　幸人		100

																										個人		塩生　隆夫		100

																										個人		塩賀　宣弘		100

																										個人		塩崎　順也		100

																										個人		塩崎　裕城		100

																										個人		塩澤　千恵子		100

																										個人		塩沢　正孝		100

																										個人		塩瀬　和成		100

																										個人		塩野　将之		100

																										個人		塩野谷　茂		100

																										個人		塩野谷　宣子		100

																										個人		塩原　秀夫		100

																										個人		塩見　慎		100

																										個人		塩森　智文		100

																										個人		鹿島　鴻		100

																										個人		鴫原　康夫		100

																										個人		茂木　克己		100

																										個人		茂木　竜次		100

																										個人		重野　健太		100

																										個人		重信　一弘		100

																										個人		重信　浩毅		100

																										個人		重廣　亮太		100

																										個人		重藤　宏太		100

																										個人		重本　淳一郎		100

																										個人		鎭守　大貴		100

																										個人		品川　哲也		100

																										個人		品川　真紗弘		100

																										個人		品川　由美		100

																										個人		篠崎　憲		100

																										個人		篠田　順子		100

																										個人		篠塚　浩夫		100

																										個人		篠原　明		100

																										個人		篠原　香里		100

																										個人		篠原　光治		100

																										個人		篠原　光博		100

																										個人		篠原　悠		100

																										個人		篠原　義和		100

																										個人		芝　庄吾		100

																										個人		芝本　英一		100

																										個人		柴崎　裕二		100

																										個人		柴田　尚明		100

																										個人		柴田　聖晃		100

																										個人		柴田　富一		100

																										個人		柴田　友徳		100

																										個人		柴田　智成		100

																										個人		柴田　博之		100

																										個人		柴田　勇夫		100

																										個人		柴戸　実		100

																										個人		澁谷　武智		100

																										個人		渋谷　努		100

																										個人		澁谷　智晴		100

																										個人		渋谷　守		100

																										個人		嶋　秀明		100

																										個人		島　浩之		100

																										個人		島浦　重己		100

																										個人		嶋川　美幸		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　淳二		100

																										個人		嶋崎　弘美		100

																										個人		島田　克敏		100

																										個人		嶋田　彩里		100

																										個人		島田　直子		100

																										個人		島田　弘子		100

																										個人		島本　健		100

																										個人		島村　伸子		100

																										個人		嶋村　光央		100

																										個人		島村　光洋		100

																										個人		下江　正幸		100

																										個人		下川　嘉満		100

																										個人		下川原　恒一		100

																										個人		下木　和敏		100

																										個人		下田　善郎		100

																										個人		下田　博貴		100

																										個人		下田　美恵		100

																										個人		下竹　桂子		100

																										個人		下谷　康弘		100

																										個人		下地　一貫		100

																										個人		下妻　信太		100

																										個人		下牧　伸子		100

																										個人		下向　広政		100

																										個人		下村　孝治		100

																										個人		下村　茂		100

																										個人		下村　美里		100

																										個人		下屋　直人		100

																										個人		霜島　美佐子		100

																										個人		朱　偉健		100

																										個人		首藤　浩聡		100

																										個人		宿野　拓也		100

																										個人		徐　輝		100

																										個人		徐　智源		100

																										個人		庄田　健一		100

																										個人		庄司　貴紀		100

																										個人		庄山　朋美		100

																										個人		白井　智也		100

																										個人		白井　秀憲		100

																										個人		白井　宏和		100

																										個人		白石　恵美		100

																										個人		白石　晃大		100

																										個人		白石　舞子		100

																										個人		白川　慶亮		100

																										個人		白坂　辰徳		100

																										個人		白坂　舞美亜		100

																										個人		白鳥　文夫		100

																										個人		城井　孝文		100

																										個人		城尾　翔		100

																										個人		城寶　慎吾		100

																										個人		城戸　邦彦		100

																										個人		進藤　泰志		100

																										個人		須合　勝範		100

																										個人		須永　由里子		100

																										個人		須藤　雄樹		100

																										個人		須藤　嘉一		100

																										個人		須藤　智大		100

																										個人		鄒　紅岩		100

																										個人		末永　博紀		100

																										個人		末原　正美		100

																										個人		末政　友久		100

																										個人		末光　啓史郎		100

																										個人		菅　英憲		100

																										個人		菅　晃宏		100

																										個人		菅　誠喜		100

																										個人		菅谷　直樹		100

																										個人		菅沼　哲司		100

																										個人		菅野　之裕		100

																										個人		菅野　将		100

																										個人		菅野　晋也		100

																										個人		菅野　富智		100

																										個人		菅原　篤		100

																										個人		菅原　佳孝		100

																										個人		菅原　徹		100

																										個人		菅原　秀隆		100

																										個人		杉　啓輔		100

																										個人		杉浦　幸佑		100

																										個人		杉浦　正憲		100

																										個人		杉尾　直樹		100

																										個人		杉尾　正明		100

																										個人		杉岡　雄一		100

																										個人		杉木　好江		100

																										個人		杉崎　健		100

																										個人		杉下　節子		100

																										個人		杉田　亜希		100

																										個人		杉田　匠平		100

																										個人		杉田　翔		100

																										個人		杉田　聴		100

																										個人		杉野　博志		100

																										個人		杉本　太作		100

																										個人		杉本　章太		100

																										個人		杉本　匡弘		100

																										個人		杉本　留三		100

																										個人		杉本　直治		100

																										個人		杉本　真美		100

																										個人		杉本　和晃		100

																										個人		杉山　有司		100

																										個人		杉山　貴洸		100

																										個人		杉山　善樹		100

																										個人		杉山　勇太		100

																										個人		杉山　和正		100

																										個人		鈴木　あつき		100

																										個人		鈴木　麻実		100

																										個人		鈴木　郁雄		100

																										個人		鈴木　宇光		100

																										個人		鈴木　絵美理		100

																										個人		鈴木　雄太		100

																										個人		鈴木　大介		100

																										個人		鈴木　大輔		100

																										個人		鈴木　大知		100

																										個人		鈴木　克佳		100

																										個人		鈴木　克巳		100

																										個人		鈴木　寛		100

																										個人		鈴木　基之		100

																										個人		鈴木　亨		100

																										個人		鈴木　恭平		100

																										個人		鈴木　啓太		100

																										個人		鈴木　剣之介		100

																										個人		鈴木　健太		100

																										個人		鈴木　健介		100

																										個人		鈴木　幸雄		100

																										個人		鈴木　菜々実		100

																										個人		鈴木　栄悦		100

																										個人		鈴木　史朗		100

																										個人		鈴木　昭子		100

																										個人		鈴木　祥晃		100

																										個人		鈴木　伸夫		100

																										個人		鈴木　すが子		100

																										個人		鈴木　駿太郎		100

																										個人		鈴木　誠		100

																										個人		鈴木　誠司		100

																										個人		鈴木　千尋		100

																										個人		鈴木　隆		100

																										個人		鈴木　隆嗣		100

																										個人		鈴木　隆平		100

																										個人		鈴木　忠郎		100

																										個人		鈴木　哲哉		100

																										個人		鈴木　敏且		100

																										個人		鈴木　敏道		100

																										個人		鈴木　朋宏		100

																										個人		鈴木　豊		100

																										個人		鈴木　博之		100

																										個人		鈴木　晴久		100

																										個人		鈴木　秀尚		100

																										個人		鈴木　宏治		100

																										個人		鈴木　正明		100

																										個人		鈴木　正美		100

																										個人		鈴木　政夫		100

																										個人		鈴木　萌莉		100

																										個人		鈴木　康浩		100

																										個人		鈴木　夕紀子		100

																										個人		鈴木　裕明		100

																										個人		鈴木　裕一		100

																										個人		鈴木　洋平		100

																										個人		鈴木　由紀雄		100

																										個人		鈴木　義則		100

																										個人		鈴木　亮平		100

																										個人		鈴木　和弘		100

																										個人		鈴鹿　守啓		100

																										個人		鈴村　泰通		100

																										個人		住田　啓史		100

																										個人		住元　菜々美		100

																										個人		住山　雄太		100

																										個人		住吉　宏樹		100

																										個人		角　覚		100

																										個人		角田　友香里		100

																										個人		角田　真哉		100

																										個人		墨谷　修		100

																										個人		世森　俊夫		100

																										個人		瀬尾　寛深		100

																										個人		瀬川　大樹		100

																										個人		瀬口　俊太		100

																										個人		瀬治山　正博		100

																										個人		瀬戸　華世		100

																										個人		瀨良　俊一		100

																										個人		関口　麻衣子		100

																										個人		関口　美奈子		100

																										個人		関谷　征明		100

																										個人		関谷　博昭		100

																										個人		関根　孝枝		100

																										個人		関根　浩史		100

																										個人		関野　利奈		100

																										個人		芹澤　航也		100

																										個人		芹澤　則夫		100

																										個人		千田谷　直光		100

																										個人		千葉　聡子		100

																										個人		千葉　哲二		100

																										個人		千葉　正美		100

																										個人		千葉　務彦		100

																										個人		千葉　陽子		100

																										個人		千葉　由美		100

																										個人		千原　研司		100

																										個人		善方　由貴		100

																										個人		祖父江　啓一		100

																										個人		曽我　朋子		100

																										個人		曽我部　幹男		100

																										個人		雙田　理恵子		100

																										個人		宋　京美		100

																										個人		宗像　健治		100

																										個人		曹　軼男		100

																										個人		曹　然		100

																										個人		添田　朝子		100

																										個人		袖澤　純		100

																										個人		袖山　丈也		100

																										個人		外園　晴弘		100

																										個人		外所　勉		100

																										個人		外山　晋也		100

																										個人		染谷　智久		100

																										個人		タカハシ　ユウコ		100

																										個人		田口　香苗		100

																										個人		田口　翔太郎		100

																										個人		田口　民子		100

																										個人		田口　富彦		100

																										個人		田口　優		100

																										個人		田栗　義也		100

																										個人		田之上　亜紀子		100

																										個人		田坂　勝義		100

																										個人		田坂　公司		100

																										個人		田坂　和之		100

																										個人		田崎　慶介		100

																										個人		田崎　裕二		100

																										個人		田澤　大樹		100

																										個人		田島　誠		100

																										個人		田島　のり子		100

																										個人		田島　美樹		100

																										個人		田島　勇祐		100

																										個人		田島　裕士		100

																										個人		田代　慶太		100

																										個人		田代　俊一		100

																										個人		田代　美子		100

																										個人		田代　義磨		100

																										個人		田角　好子		100

																										個人		田立　知路		100

																										個人		田中　葵偉		100

																										個人		田中　明美		100

																										個人		田中　一生		100

																										個人		田中　一成		100

																										個人		田中　一広		100

																										個人		田中　一也		100

																										個人		田中　一裕		100

																										個人		田中　英介		100

																										個人		田中　大嗣		100

																										個人		田中　覚士		100

																										個人		田中　寛		100

																										個人		田中　樹希		100

																										個人		田中　久治		100

																										個人		田中　啓介		100

																										個人		田中　孝夫		100

																										個人		田中　孝征		100

																										個人		田中　宰		100

																										個人		田中　菜乃春		100

																										個人		田中　修司		100

																										個人		田中　省一		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　奏		100

																										個人		田中　辰典		100

																										個人		田中　努		100

																										個人		田中　照雄		100

																										個人		田中　トク		100

																										個人		田中　俊輔		100

																										個人		田中　友可		100

																										個人		田中　豊		100

																										個人		田中　直		100

																										個人		田中　直宏		100

																										個人		田中　典幸		100

																										個人		田中　博史		100

																										個人		田中　秀一		100

																										個人		田中　秀夫		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　弘樹		100

																										個人		田中　正國		100

																										個人		田中　未紀		100

																										個人		田中　美薫		100

																										個人		田中　美保		100

																										個人		田中　光子		100

																										個人		田中　光芳		100

																										個人		田中　康一		100

																										個人		田中　康就		100

																										個人		田中　裕次		100

																										個人		田中　優澄		100

																										個人		田中　由浩		100

																										個人		田中　芳樹		100

																										個人		田中　芳弥		100

																										個人		田中　涼司		100

																										個人		田中　遼		100

																										個人		田中　令司		100

																										個人		田中　玲子		100

																										個人		田中　和子		100

																										個人		田仲　忠春		100

																										個人		田野　尚彦		100

																										個人		田端　慶紀		100

																										個人		田畑　千賀		100

																										個人		田畑　智昭		100

																										個人		田畑　まつ子		100

																										個人		田畑　勇介		100

																										個人		田平　愛		100

																										個人		田渕　紀滋		100

																										個人		田渕　耕太		100

																										個人		田邊　幸裕		100

																										個人		田辺　航		100

																										個人		田邊　豊子		100

																										個人		田辺　弘		100

																										個人		田邉　正浩		100

																										個人		田丸　洋介		100

																										個人		田村　慧一		100

																										個人		田村　英俊		100

																										個人		田村　英祐		100

																										個人		田村　起司郎		100

																										個人		田村　紀子		100

																										個人		田村　健太		100

																										個人		田村　憲滋		100

																										個人		田村　幸子		100

																										個人		田村　正夫		100

																										個人		田村　正和		100

																										個人		田室　真由美		100

																										個人		多田　清二		100

																										個人		多田　純恵		100

																										個人		多田　昇平		100

																										個人		多田　博之		100

																										個人		多田　和生		100

																										個人		多和田　真澄		100

																										個人		堆　輝明		100

																										個人		高井　勝志		100

																										個人		高井　久之		100

																										個人		高石　雄毅		100

																										個人		高市　直樹		100

																										個人		高尾　直樹		100

																										個人		高尾　ゆかり		100

																										個人		高岡　幸一		100

																										個人		高岡　達也		100

																										個人		高岡　正勝		100

																										個人		高垣　亞美		100

																										個人		高木　孝祐		100

																										個人		高木　徹夫		100

																										個人		高木　直哉		100

																										個人		高木　のぞ美		100

																										個人		高木　宏明		100

																										個人		高木　美和子		100

																										個人		高木　容子		100

																										個人		高久　政勝		100

																										個人		高崎　邦香		100

																										個人		高澤　裕志		100

																										個人		高島　之典		100

																										個人		高島　章		100

																										個人		高島　慎太郎		100

																										個人		高島　やよい		100

																										個人		高城　尚久		100

																										個人		高杉　明彦		100

																										個人		高田　敏文		100

																										個人		高田　信一		100

																										個人		高田　博利		100

																										個人		高田　政幸		100

																										個人		高田　康博		100

																										個人		高田　勇樹		100

																										個人		高田　勇治		100

																										個人		高田　義之		100

																										個人		高谷　勝彦		100

																										個人		高谷　祥子		100

																										個人		高塚　牧人		100

																										個人		高月　淳司		100

																										個人		高月　満広		100

																										個人		高槻　信希		100

																										個人		高那　利之		100

																										個人		高梨　善廣		100

																										個人		高野　慧		100

																										個人		高野　敬三		100

																										個人		高野　詢平		100

																										個人		高野　隆哉		100

																										個人		高野　永		100

																										個人		高野　信司		100

																										個人		高野　勉		100

																										個人		高羽　毅		100

																										個人		高橋　篤史		100

																										個人		高橋　大		100

																										個人		高橋　大介		100

																										個人		高橋　凱		100

																										個人		高橋　勝則		100

																										個人		高橋　寛		100

																										個人		高橋　寛樹		100

																										個人		高橋　きよみ		100

																										個人		高橋　研二		100

																										個人		高橋　健太郎		100

																										個人		高橋　功		100

																										個人		高橋　孝和		100

																										個人		高橋　幸雄		100

																										個人		高橋　紗也加		100

																										個人		高橋　修三		100

																										個人		高橋　昭彦		100

																										個人		高橋　龍之介		100

																										個人		高橋　努		100

																										個人		高橋　輝雄		100

																										個人		高橋　利至		100

																										個人		高橋　俊吉		100

																										個人		高橋　俊朗		100

																										個人		高橋　友子		100

																										個人		高橋　信行		100

																										個人		高橋　昇		100

																										個人		高橋　博		100

																										個人		高橋　比呂美		100

																										個人		高橋　秀明		100

																										個人		高橋　秀治		100

																										個人		高橋　秀典		100

																										個人		高橋　広篤		100

																										個人		高橋　弘		100

																										個人		高橋　浩彦		100

																										個人		高橋　真里子		100

																										個人		高橋　道明		100

																										個人		高橋　裕美		100

																										個人		高橋　優美		100

																										個人		高橋　洋介		100

																										個人		高橋　翼		100

																										個人		高橋　好美		100

																										個人		高橋　和信		100

																										個人		高橋　和歩		100

																										個人		高橋　和行		100

																										個人		高本　剛祐		100

																										個人		高間木　翔		100

																										個人		高松　明彦		100

																										個人		高見　敏之		100

																										個人		高峰　静子		100

																										個人		高宮　慎介		100

																										個人		高村　勇治		100

																										個人		高森　茂之		100

																										個人		高柳　祥一		100

																										個人		高山　有寿		100

																										個人		高山　一郎		100

																										個人		高山　公男		100

																										個人		高山　聡		100

																										個人		高良　卓実		100

																										個人		滝　俊介		100

																										個人		滝井　みどり		100

																										個人		瀧内　哲男		100

																										個人		滝口　かおる		100

																										個人		瀧本　宏		100

																										個人		丈達　敏子		100

																										個人		竹内　英樹		100

																										個人		竹内　薫		100

																										個人		竹内　寛太		100

																										個人		竹内　謙次		100

																										個人		竹内　晋		100

																										個人		竹内　規裕		100

																										個人		竹内　祐子		100

																										個人		竹内　由衣		100

																										個人		竹口　了介		100

																										個人		竹澤　保成		100

																										個人		竹澤　和弘		100

																										個人		竹島　里穂		100

																										個人		竹下　美枝子		100

																										個人		竹下　亮太		100

																										個人		竹田　寛治		100

																										個人		竹田　司		100

																										個人		竹田　雅貴		100

																										個人		竹田　陽子		100

																										個人		竹中　宣江		100

																										個人		竹中　真裕美		100

																										個人		竹中　亮		100

																										個人		竹浪　一良		100

																										個人		竹花　芳郎		100

																										個人		竹本　暁子		100

																										個人		竹本　昌史		100

																										個人		竹山　祐策		100

																										個人		武　加奈子		100

																										個人		武井　大		100

																										個人		武井　二郎		100

																										個人		武市　まゆ		100

																										個人		武市　和代		100

																										個人		武内　博隆		100

																										個人		武田　崇		100

																										個人		武田　隼人		100

																										個人		武田　浩三		100

																										個人		武田　真幸		100

																										個人		武田　義之		100

																										個人		武馬　高志		100

																										個人		武藤　明		100

																										個人		武藤　均		100

																										個人		武藤　邦弘		100

																										個人		武藤　みどり		100

																										個人		武本　誠		100

																										個人		只隈　鎮		100

																										個人		忠垣　信次郎		100

																										個人		立石　葉子		100

																										個人		立石　義人		100

																										個人		立入　克敏		100

																										個人		立尾　省悟		100

																										個人		立川　雄大		100

																										個人		立川　智大		100

																										個人		立川　直樹		100

																										個人		立花　幸代		100

																										個人		立森　景子		100

																										個人		橘　佳祐		100

																										個人		橘　昭宏		100

																										個人		辰巳　香織		100

																										個人		辰己　謙一郎		100

																										個人		巽　晃平		100

																										個人		舘田　亮		100

																										個人		棚橋　正人		100

																										個人		谷　若子		100

																										個人		谷井　紘子		100

																										個人		谷川　正幸		100

																										個人		谷川　雅子		100

																										個人		谷川　睦子		100

																										個人		谷口　学		100

																										個人		谷口　勝也		100

																										個人		谷口　毅		100

																										個人		谷口　玄樹		100

																										個人		谷口　仁史		100

																										個人		谷口　駿平		100

																										個人		谷口　善紀		100

																										個人		谷口　利允		100

																										個人		谷口　安弘		100

																										個人		谷口　義明		100

																										個人		谷田　満		100

																										個人		谷辺　静子		100

																										個人		谷本　悦二		100

																										個人		谷本　香亜奈		100

																										個人		谷好　弘章		100

																										個人		玉井　伸二		100

																										個人		玉置　絵里		100

																										個人		玉垣　麻奈		100

																										個人		玉川　敦祥		100

																										個人		玉木　学		100

																										個人		玉木　徹朗		100

																										個人		玉木　陽介		100

																										個人		玉田　八千代		100

																										個人		爲延　聡仁		100

																										個人		垂野　充宏		100

																										個人		樽本　章		100

																										個人		丹下　崇裕		100

																										個人		旦部　敏信		100

																										個人		地村　誠		100

																										個人		知野　雄介		100

																										個人		築村　豪輝		100

																										個人		茶谷　慎也		100

																										個人		丁　龍鎮		100

																										個人		調枝　玲子		100

																										個人		勅使河原　喬		100

																										個人		勅使河原　道江		100

																										個人		津川　雄輔		100

																										個人		津田　誠		100

																										個人		對馬　信博		100

																										個人		對馬　浩一		100

																										個人		塚田　恵美		100

																										個人		塚原　孝則		100

																										個人		塚原　洋平		100

																										個人		塚本　剛		100

																										個人		月岡　智		100

																										個人		辻　大祐		100

																										個人		辻　隼平		100

																										個人		辻　正光		100

																										個人		辻　陽治		100

																										個人		辻　好子		100

																										個人		辻上　和也		100

																										個人		辻内　瑠莉		100

																										個人		辻川　多惠子		100

																										個人		辻郷　幹夫		100

																										個人		辻田　祥二		100

																										個人		辻田　政喜		100

																										個人		辻本　有香		100

																										個人		土井　哲夫		100

																										個人		土岐　豊成		100

																										個人		土岐　光則		100

																										個人		土合　真人		100

																										個人		土合　雪乃		100

																										個人		土沢　忠正		100

																										個人		土田　健太		100

																										個人		土谷　慎一		100

																										個人		土谷　洋介		100

																										個人		土屋　圭子		100

																										個人		土屋　健太		100

																										個人		土屋　健三		100

																										個人		土屋　岳広		100

																										個人		土屋　宏二		100

																										個人		土屋　昌宏		100

																										個人		土屋　洋二		100

																										個人		筒井　昭男		100

																										個人		堤　健史		100

																										個人		恒藤　啓介		100

																										個人		坪井　孝文		100

																										個人		坪井　政和		100

																										個人		坪井　義雄		100

																										個人		坪野　綾子		100

																										個人		爪川　良男		100

																										個人		艶島　悠介		100

																										個人		釣　孝都志		100

																										個人		鶴岡　あや子		100

																										個人		鶴田　聡		100

																										個人		鶴巻　辰紘		100

																										個人		鶴見　正輝		100

																										個人		手嶋　有希		100

																										個人		手嶋　信行		100

																										個人		手島　美和		100

																										個人		手嶋　裕司		100

																										個人		手束　嘉孝		100

																										個人		手塚　慧介		100

																										個人		手塚　久雄		100

																										個人		手塚　勲		100

																										個人		手塚　直人		100

																										個人		出口　裕士		100

																										個人		出口　裕理江		100

																										個人		出口　義信		100

																										個人		出島　啓志		100

																										個人		出田　浩子		100

																										個人		出戸　道雄		100

																										個人		寺井　修也		100

																										個人		寺内　麻実子		100

																										個人		寺内　豊		100

																										個人		寺内　日出子		100

																										個人		寺内　湊紀		100

																										個人		寺尾　シヅ子		100

																										個人		寺尾　浩一		100

																										個人		寺岡　達郎		100

																										個人		寺門　直		100

																										個人		寺田　智浩		100

																										個人		寺田　優		100

																										個人		寺中　陽子		100

																										個人		寺本　明世		100

																										個人		寺本　翔		100

																										個人		寺本　翔太		100

																										個人		寺本　秀生		100

																										個人		寺山　大輔		100

																										個人		照井　春菜		100

																										個人		照屋　康之		100

																										個人		戸上　愛実		100

																										個人		戸崎　節		100

																										個人		戸崎　和彦		100

																										個人		戸澤　徹		100

																										個人		戸澤　信也		100

																										個人		戸城　憲子		100

																										個人		戸田　将平		100

																										個人		戸田　拓也		100

																										個人		戸田　信子		100

																										個人		戸田　浩喜		100

																										個人		戸田　美佳		100

																										個人		戸塚　勉		100

																										個人		戸部　直子		100

																										個人		都　恵理佳		100

																										個人		都澤　真也		100

																										個人		都志　俊範		100

																										個人		當真　聖也		100

																										個人		唐木　昭広		100

																										個人		唐木　駿一		100

																										個人		堂崎　幸伸		100

																										個人		陶山　欽三		100

																										個人		陶山　力		100

																										個人		通阪　純也		100

																										個人		通野　太一		100

																										個人		時女　充夫		100

																										個人		時野谷　亮太		100

																										個人		得岡　さおり		100

																										個人		徳江　豊		100

																										個人		徳岡　光範		100

																										個人		徳重　海		100

																										個人		徳丸　哲司		100

																										個人		床井　祐二朗		100

																										個人		利根川　惇		100

																										個人		富　玲子		100

																										個人		冨井　寛		100

																										個人		冨岡　要		100

																										個人		富岡　誠二		100

																										個人		冨田　陽平		100

																										個人		冨谷　佳成		100

																										個人		冨谷　知子		100

																										個人		富永　有美		100

																										個人		富永　尚晃		100

																										個人		富永　翔太		100

																										個人		冨安　誠志		100

																										個人		友澤　慎也		100

																										個人		友添　湖晴		100

																										個人		友田　美知代		100

																										個人		友利　亮太		100

																										個人		友野　順章		100

																										個人		豊田　皓介		100

																										個人		豊原　秀樹		100

																										個人		豊枡　正英		100

																										個人		豊増　和司		100

																										個人		乕田　隆介		100

																										個人		虎間　大樹		100

																										個人		鳥居　幸司		100

																										個人		鳥居　深雪		100

																										個人		鳥越　伸二		100

																										個人		鳥澤　正行		100

																										個人		鳥巣　京子		100

																										個人		名倉　国昭		100

																										個人		名越　幸基		100

																										個人		那須野　亮		100

																										個人		奈良　麻友子		100

																										個人		奈良　泰之		100

																										個人		直井　年夫		100

																										個人		中井　一貴		100

																										個人		中井　紘棋		100

																										個人		中井　浩義		100

																										個人		中井　眞砂子		100

																										個人		中居　真由美		100

																										個人		中上　祥吾		100

																										個人		中浦　真希		100

																										個人		中尾　直美		100

																										個人		中尾　瑞枝		100

																										個人		中尾　和		100

																										個人		中尾　和哉		100

																										個人		中川　英樹		100

																										個人		中川　勝之		100

																										個人		中川　翔太		100

																										個人		中川　隆介		100

																										個人		中川　拓磨		100

																										個人		中川　俊男		100

																										個人		中川　智晴		100

																										個人		中川　涼太		100

																										個人		中川　湧介		100

																										個人		中久木　晴美		100

																										個人		中久保　泰司		100

																										個人		中込　將太		100

																										個人		中沢　賢哉		100

																										個人		中澤　智美		100

																										個人		中澤　正人		100

																										個人		中澤　光		100

																										個人		中島　明大		100

																										個人		中島　麻美子		100

																										個人		中島　京子		100

																										個人		中島　孔志		100

																										個人		中島　幸治郎		100

																										個人		中島　仁志		100

																										個人		中島　輝王		100

																										個人		中島　直樹		100

																										個人		中島　信明		100

																										個人		中島　秀明		100

																										個人		中島　宏治		100

																										個人		中嶋　文彦		100

																										個人		中島　昌子		100

																										個人		中島　三男		100

																										個人		中嶋　陽一		100

																										個人		中条　ひろみ		100

																										個人		中園　幸太郎		100

																										個人		中園　聡子		100

																										個人		中田　乙一		100

																										個人		中田　啓史		100

																										個人		中田　純		100

																										個人		中田　和彦		100

																										個人		中谷　眞理子		100

																										個人		中司　雄基		100

																										個人		中司　文典		100

																										個人		中坪　昌朗		100

																										個人		中出　圭一		100

																										個人		中西　功		100

																										個人		中西　章		100

																										個人		中西　拓巳		100

																										個人		中西　政敏		100

																										個人		中西　康代		100

																										個人		中西　靖展		100

																										個人		中西　義彦		100

																										個人		中根　佳保里		100

																										個人		中野　歌代		100

																										個人		中野　恵太		100

																										個人		中野　雄太		100

																										個人		中野　大和		100

																										個人		中野　貴斗		100

																										個人		中野　毅彦		100

																										個人		中野　幸一		100

																										個人		中野　善夫		100

																										個人		中野　たづ子		100

																										個人		中埜　高史		100

																										個人		中野　武男		100

																										個人		中野　達哉		100

																										個人		中野　智博		100

																										個人		中野　浩臣		100

																										個人		中野　政子		100

																										個人		中野　良紀		100

																										個人		中畑　和也		100

																										個人		中林　敏国		100

																										個人		中原　章雄		100

																										個人		中原　真実		100

																										個人		中本　正博		100

																										個人		中松　隆一		100

																										個人		中路　稔彦		100

																										個人		中村　明博		100

																										個人		中村　敦夫		100

																										個人		中村　一夫		100

																										個人		中村　一典		100

																										個人		中村　克幸		100

																										個人		中村　寛一		100

																										個人		中村　樹		100

																										個人		中村　佳代		100

																										個人		中村　功		100

																										個人		中村　茂		100

																										個人		中村　静夫		100

																										個人		中村　淳子		100

																										個人		中村　純一		100

																										個人		中村　章紀		100

																										個人		中村　仁		100

																										個人		中村　澄子		100

																										個人		中村　聡子		100

																										個人		中村　高典		100

																										個人		中村　隆夫		100

																										個人		中村　智		100

																										個人		中村　智至		100

																										個人		中村　奈都子		100

																										個人		中村　弘美		100

																										個人		中村　浩一		100

																										個人		中村　文枝		100

																										個人		中村　眞耶子		100

																										個人		中村　昌治		100

																										個人		中村　充広		100

																										個人		中村　光男		100

																										個人		中村　めぐみ		100

																										個人		中村　守		100

																										個人		中村　裕也		100

																										個人		中村　翼		100

																										個人		中村　和徳		100

																										個人		中森　央貴		100

																										個人		中屋　雅博		100

																										個人		中保　和明		100

																										個人		中山　伊知郎		100

																										個人		中山　久美子		100

																										個人		中山　純雄		100

																										個人		中山　誠三		100

																										個人		中山　達雄		100

																										個人		中山　輝彦		100

																										個人		中山　智裕		100

																										個人		中山　秀昭		100

																										個人		中山　美保子		100

																										個人		中山　好昭		100

																										個人		中山　亮		100

																										個人		永井　健太郎		100

																										個人		永井　徹		100

																										個人		永井　智一		100

																										個人		永井　奈美		100

																										個人		永井　勇一		100

																										個人		永井　理雄		100

																										個人		永岡　慶悟		100

																										個人		永久保　浩		100

																										個人		永島　一郎		100

																										個人		永島　聖之		100

																										個人		永島　涼		100

																										個人		永瀬　崇行		100

																										個人		永瀬　百合子		100

																										個人		永田　英二		100

																										個人		永田　恭子		100

																										個人		永田　玄基		100

																										個人		永田　俊裕		100

																										個人		永原　英人		100

																										個人		永原　律子		100

																										個人		永森　弘子		100

																										個人		永山　誠吏		100

																										個人		永山　盛和		100

																										個人		仲井　優太		100

																										個人		仲尾　卓浩		100

																										個人		仲島　智		100

																										個人		仲島　正巳		100

																										個人		仲谷　周三		100

																										個人		仲西　弘善		100

																										個人		仲野　邦彦		100

																										個人		仲野　多美子		100

																										個人		仲村　拓		100

																										個人		長江　爽太		100

																										個人		長尾　徳貴		100

																										個人		長尾　康平		100

																										個人		長岡　研太郎		100

																										個人		長久　美鈴		100

																										個人		長崎　太樹		100

																										個人		長迫　君代		100

																										個人		長澤　伸治		100

																										個人		長澤　まり子		100

																										個人		長島　厚子		100

																										個人		長島　佳祐		100

																										個人		長島　好輝		100

																										個人		長島　芳子		100

																										個人		長島　和誉		100

																										個人		長瀬　之治		100

																										個人		長谷　さえ		100

																										個人		長谷川　清		100

																										個人		長谷川　邦子		100

																										個人		長谷川　健司		100

																										個人		長谷川　茂雄		100

																										個人		長谷川　隆史		100

																										個人		長谷川　正治		100

																										個人		長谷部　智		100

																										個人		長谷部　文哉		100

																										個人		長友　昌弘		100

																										個人		長南　峻介		100

																										個人		長屋　健太郎		100

																										個人		夏原　貴代美		100

																										個人		鍋島　和貴		100

																										個人		並河　孝		100

																										個人		並木　秀行		100

																										個人		波形　靖代		100

																										個人		波爾　宏明		100

																										個人		波多野　恵美子		100

																										個人		浪江　初代		100

																										個人		浪川　智行		100

																										個人		成井　絵美		100

																										個人		成川　雄亮		100

																										個人		成願　ひかる		100

																										個人		成清　心結		100

																										個人		成清　博司		100

																										個人		成清　夕香里		100

																										個人		成澤　尚人		100

																										個人		成瀬　義文		100

																										個人		成田　安友子		100

																										個人		鳴海　健大		100

																										個人		鳴澤　康予		100

																										個人		難波　慶太		100

																										個人		難波　宏文		100

																										個人		二階堂　嘉樹		100

																										個人		二ノ神　昭一		100

																										個人		二瓶　徹		100

																										個人		二又　俊仁		100

																										個人		二宮　まゆり		100

																										個人		西　麻由子		100

																										個人		西　将輝		100

																										個人		西　創太		100

																										個人		西　隆行		100

																										個人		西　俊明		100

																										個人		西　康栄		100

																										個人		西上　孝一		100

																										個人		西尾　浩二		100

																										個人		西尾　和久		100

																										個人		西岡　郁美		100

																										個人		西岡　かず江		100

																										個人		西岡　辰雄		100

																										個人		西岡　敏行		100

																										個人		西岡　日出喜		100

																										個人		西川　孝子		100

																										個人		西川　徹		100

																										個人		西迫　賢一		100

																										個人		西澤　実英		100

																										個人		西島　智裕		100

																										個人		西島　豊		100

																										個人		西島　正人		100

																										個人		西城　毅		100

																										個人		西田　士師		100

																										個人		西田　徳治		100

																										個人		西田　直矢		100

																										個人		西田　桃香		100

																										個人		西田　怜史		100

																										個人		西谷　重俊		100

																										個人		西出　幹治		100

																										個人		西中　克己		100

																										個人		西根　遥佑		100

																										個人		西野　泰正		100

																										個人		西野　陽子		100

																										個人		西本　晶子		100

																										個人		西本　奈生		100

																										個人		西本　雅俊		100

																										個人		西本　崚平		100

																										個人		西松　優一		100

																										個人		西村　有希子		100

																										個人		西村　一峰		100

																										個人		西村　香純		100

																										個人		西村　公輔		100

																										個人		西村　淳		100

																										個人		西村　翔汰		100

																										個人		西村　創		100

																										個人		西村　聡		100

																										個人		西村　拓哉		100

																										個人		西村　政輝		100

																										個人		西山　英二		100

																										個人		西山　かづゑ		100

																										個人		西山　絹		100

																										個人		西山　修一郎		100

																										個人		西山　康隆		100

																										個人		布川　敬祐		100

																										個人		布川　千秋		100

																										個人		布川　雅俊		100

																										個人		布瀬　哲男		100

																										個人		沼倉　真之		100

																										個人		沼田　春江		100

																										個人		根木　隆一		100

																										個人		根岸　久夫		100

																										個人		根岸　達朗		100

																										個人		根岸　裕麻		100

																										個人		根岸　良実		100

																										個人		根来　和昭		100

																										個人		根立　登喜夫		100

																										個人		根本　一宏		100

																										個人		根本　昂		100

																										個人		根本　信男		100

																										個人		根間　勇人		100

																										個人		野秋　良輔		100

																										個人		野上　明子		100

																										個人		野垣　佳奈		100

																										個人		野木　英樹		100

																										個人		野木森　一剛		100

																										個人		野口　心平		100

																										個人		野口　彩里		100

																										個人		野口　隆		100

																										個人		野口　敏彦		100

																										個人		野口　博史		100

																										個人		野口　和彦		100

																										個人		野坂　尋巳		100

																										個人		野崎　太一		100

																										個人		野崎　幸美		100

																										個人		野崎　テル子		100

																										個人		野沢　勝		100

																										個人		野澤　竹志		100

																										個人		野島　健嗣		100

																										個人		野島　秀子		100

																										個人		野田　学		100

																										個人		野田　勝也		100

																										個人		野田　繁雄		100

																										個人		野田　利幸		100

																										個人		野田　信仁		100

																										個人		野出　俊策		100

																										個人		野中　健太朗		100

																										個人		野中　孝子		100

																										個人		野本　敬		100

																										個人		野本　広男		100

																										個人		野本　雪子		100

																										個人		野間　隆宏		100

																										個人		野見山　大地		100

																										個人		野村　勝美		100

																										個人		野村　貴宏		100

																										個人		野村　貞子		100

																										個人		野村　周平		100

																										個人		野村　正		100

																										個人		野村　正江		100

																										個人		野村　祐基		100

																										個人		野村　良江		100

																										個人		野呂　佳代子		100

																										個人		野々垣　早苗		100

																										個人		野々村　伊千志		100

																										個人		能瀬　実		100

																										個人		能勢　晶暉		100

																										個人		能登　英一		100

																										個人		能見　靖		100

																										個人		納谷　昭美		100

																										個人		信原　彰		100

																										個人		乗田　正		100

																										個人		乗藤　学		100

																										個人		羽田　慎二		100

																										個人		羽田　陽三		100

																										個人		羽原　愼一郎		100

																										個人		羽藤　美恵		100

																										個人		馬越　秀夫		100

																										個人		馬野　恭視		100

																										個人		馬場　有子		100

																										個人		馬場　太希		100

																										個人		馬場　大和		100

																										個人		馬場　啓修		100

																										個人		馬場　善男		100

																										個人		馬淵　敬祐		100

																										個人		馬屋原　崇宏		100

																										個人		袴田　周		100

																										個人		萩　高明		100

																										個人		萩野　亜悠子		100

																										個人		萩野　新子		100

																										個人		萩原　一慶		100

																										個人		萩原　住枝		100

																										個人		萩原　敏男		100

																										個人		橋川　武		100

																										個人		橋本　新吾		100

																										個人		橋本　佳行		100

																										個人		橋本　健太郎		100

																										個人		橋本　章		100

																										個人		橋本　隆毅		100

																										個人		橋本　拓也		100

																										個人		橋本　晴充		100

																										個人		橋本　雅之		100

																										個人		橋本　みゆき		100

																										個人		橋本　泰広		100

																										個人		橋本　由里		100

																										個人		橋本　涼平		100

																										個人		橋村　信宏		100

																										個人		橋元　江里香		100

																										個人		蓮尾　修一		100

																										個人		畑垣　伸良		100

																										個人		畑田　猛		100

																										個人		畑田　泰彦		100

																										個人		畑中　義則		100

																										個人		畑山　正仁		100

																										個人		畠中　賢嗣		100

																										個人		畠山　淳		100

																										個人		畠山　康弘		100

																										個人		畠山　容子		100

																										個人		幡本　有造		100

																										個人		蜂須賀　英乃		100

																										個人		鉢嶺　宗盛		100

																										個人		鳩貝　松枝		100

																										個人		花井　善太		100

																										個人		花内　洋		100

																										個人		花澤　健太		100

																										個人		花澤　昭仁		100

																										個人		花尻　尚		100

																										個人		花田　寛和		100

																										個人		花野　誠士		100

																										個人		花房　宏		100

																										個人		花房　量子		100

																										個人		花渕　裕		100

																										個人		塙　新吾		100

																										個人		浜砂　俊憲		100

																										個人		浜瀬　敬輔		100

																										個人		浜田　大輔		100

																										個人		浜田　貴美子		100

																										個人		浜田　均		100

																										個人		濱田　敏男		100

																										個人		浜田　博		100

																										個人		濱田　真次		100

																										個人		浜田　美香		100

																										個人		濱中　千穗子		100

																										個人		浜本　清貴		100

																										個人		浜村　和生		100

																										個人		濱屋　孝憲		100

																										個人		早川　政夫		100

																										個人		早嵜　寿一		100

																										個人		早瀬　志麻		100

																										個人		速水　裕美		100

																										個人		林　一宏		100

																										個人		林　一也		100

																										個人		林　香澄		100

																										個人		林　健太		100

																										個人		林　賢成		100

																										個人		林　祥介		100

																										個人		林　精一		100

																										個人		林　竜		100

																										個人		林　常義		100

																										個人		林　哲也		100

																										個人		林　徹郎		100

																										個人		林　俊進		100

																										個人		林　秀之		100

																										個人		林　広明		100

																										個人		林　文哉		100

																										個人		林　稔		100

																										個人		林　洋子		100

																										個人		林　良弘		100

																										個人		林　亮太		100

																										個人		林田　萌聖		100

																										個人		林田　亘平		100

																										個人		林本　久美子		100

																										個人		原　明子		100

																										個人		原　悦久		100

																										個人		原　嘉宏		100

																										個人		原　覚		100

																										個人		原　健太郎		100

																										個人		原　健介		100

																										個人		原　順子		100

																										個人		原　章		100

																										個人		原　奈都良		100

																										個人		原　康一郎		100

																										個人		原　康城		100

																										個人		原　和美		100

																										個人		原川　睦美		100

																										個人		原口　洋徳		100

																										個人		原澤　昂大		100

																										個人		原沢　総一郎		100

																										個人		原澤　裕美子		100

																										個人		原島　昇		100

																										個人		原田　恭子		100

																										個人		原田　伸一		100

																										個人		原田　巧		100

																										個人		原田　豊		100

																										個人		原田　政広		100

																										個人		原田　涼平		100

																										個人		原野　直枝		100

																										個人		播摩　友恵		100

																										個人		春山　嘉章		100

																										個人		半田　直之		100

																										個人		半田　秀史		100

																										個人		伴　利治		100

																										個人		伴　義治		100

																										個人		畔柳　きよ子		100

																										個人		比嘉　浩美		100

																										個人		日沖　望		100

																										個人		日隈　久		100

																										個人		日下　教雅		100

																										個人		日下　拓也		100

																										個人		日野　美香		100

																										個人		日野戸　篤		100

																										個人		日比　文博		100

																										個人		日比　正博		100

																										個人		日比野　高史		100

																										個人		日比野　智博		100

																										個人		日比野　浩		100

																										個人		氷見野　真平		100

																										個人		肥田　正志		100

																										個人		樋口　啓子		100

																										個人		樋口　隆枝		100

																										個人		樋口　豊		100

																										個人		樋口　晴文		100

																										個人		樋口　満		100

																										個人		樋口　祐子		100

																										個人		樋口　裕之		100

																										個人		檜垣　修一		100

																										個人		檜垣　昌宏		100

																										個人		東　篤志		100

																										個人		東　綾子		100

																										個人		東　剛輝		100

																										個人		東　宗一郎		100

																										個人		東　達也		100

																										個人		東　勇生		100

																										個人		東嶋　麻哉		100

																										個人		東谷　健		100

																										個人		東野　俊哉		100

																										個人		東良　正人		100

																										個人		引地　秀		100

																										個人		引地　ミヤ子		100

																										個人		菱木　亮平		100

																										個人		菱田　佳紀		100

																										個人		左口　佳枝		100

																										個人		左田野　みゆき		100

																										個人		姫野　磨		100

																										個人		姫野　洋明		100

																										個人		百木　薫		100

																										個人		百々　寛子		100

																										個人		平　洋奈		100

																										個人		平井　亜紀子		100

																										個人		平井　雄己		100

																										個人		平井　伸和		100

																										個人		平井　壮紀		100

																										個人		平石　勝典		100

																										個人		平尾　篤利		100

																										個人		平尾　純苗		100

																										個人		平尾　晋介		100

																										個人		平尾　広吉		100

																										個人		平尾　充成		100

																										個人		平尾　亮		100

																										個人		平岡　てる子		100

																										個人		平岡　博志		100

																										個人		平岡　秀雄		100

																										個人		平賀　里美		100

																										個人		平川　幸節		100

																										個人		平川　優子		100

																										個人		平口　ますみ		100

																										個人		平子　聡		100

																										個人		平澤　和馬		100

																										個人		平社　美希		100

																										個人		平瀬　正洋		100

																										個人		平田　英昭		100

																										個人		平田　博樹		100

																										個人		平田　隼		100

																										個人		平田　みゆき		100

																										個人		平田　道晃		100

																										個人		平田　元彦		100

																										個人		平塚　英紀		100

																										個人		平手　知紗		100

																										個人		平西　学		100

																										個人		平野　惠子		100

																										個人		平野　智一		100

																										個人		平野　比呂美		100

																										個人		平野　美智子		100

																										個人		平野　祐貴		100

																										個人		平野　由香利		100

																										個人		平原　康彦		100

																										個人		平間　直道		100

																										個人		平松　和秀		100

																										個人		平見　祥之		100

																										個人		平山　征男		100

																										個人		平山　竜汰		100

																										個人		平山　正		100

																										個人		蛭子　新子		100

																										個人		廣井　正芳		100

																										個人		廣重　陽		100

																										個人		廣瀬　貴志		100

																										個人		広瀬　健一		100

																										個人		広田　有紀		100

																										個人		廣田　誠一		100

																										個人		廣田　拓也		100

																										個人		廣田　勇		100

																										個人		廣野　耕祐		100

																										個人		廣橋　真子		100

																										個人		広松　史洋		100

																										個人		不動　日祥		100

																										個人		譜久島　大介		100

																										個人		譜久島　理		100

																										個人		深味　孝之		100

																										個人		深尾　あつ子		100

																										個人		深田　晃生		100

																										個人		深谷　忠徳		100

																										個人		深原　一晃		100

																										個人		深山　泰三		100

																										個人		吹野　真理絵		100

																										個人		服部　克也		100

																										個人		服部　貞子		100

																										個人		服部　達哉		100

																										個人		服部　知巳		100

																										個人		服部　友三		100

																										個人		福井　英一		100

																										個人		福井　秀行		100

																										個人		福井　みち子		100

																										個人		福井　光治		100

																										個人		福岡　桂		100

																										個人		福岡　拓哉		100

																										個人		福岡　丈仁		100

																										個人		福岡　良佑		100

																										個人		福川　孝太郎		100

																										個人		福壽　健一		100

																										個人		福壽　弘子		100

																										個人		福島　彬		100

																										個人		福島　敦司		100

																										個人		福島　大揮		100

																										個人		福嶋　茂信		100

																										個人		福島　昭		100

																										個人		福島　祥太		100

																										個人		福島　伸太郎		100

																										個人		福島　浩		100

																										個人		福田　敦友		100

																										個人		福田　英樹		100

																										個人		福田　紀恵		100

																										個人		福田　貴代江		100

																										個人		福田　小夜子		100

																										個人		福田　岳彦		100

																										個人		福田　武司		100

																										個人		福田　龍生		100

																										個人		福田　敏也		100

																										個人		福田　盛樹		100

																										個人		福地　健太郎		100

																										個人		福地　淑人		100

																										個人		福永　浩之		100

																										個人		福本　嘉明		100

																										個人		福本　聡		100

																										個人		福本　隆男		100

																										個人		福本　好史		100

																										個人		福間　健太		100

																										個人		福元　隆吾		100

																										個人		福山　紀子		100

																										個人		福山　正裕		100

																										個人		福吉　直也		100

																										個人		伏原　資典		100

																										個人		伏見　二彦		100

																										個人		藤井　旭		100

																										個人		藤井　一成		100

																										個人		藤井　恵子		100

																										個人		藤井　孝比古		100

																										個人		藤井　修		100

																										個人		藤井　辰成		100

																										個人		藤井　友生		100

																										個人		藤井　信		100

																										個人		藤井　保浩		100

																										個人		藤井　靖子		100

																										個人		藤井　良和		100

																										個人		藤井　莉帆		100

																										個人		藤倉　克己		100

																										個人		藤倉　功育		100

																										個人		藤崎　愛馨		100

																										個人		藤崎　沙織		100

																										個人		藤崎　豊		100

																										個人		藤澤　和敏		100

																										個人		藤嶋　大輔		100

																										個人		藤島　美登里		100

																										個人		藤島　道雄		100

																										個人		藤城　正直		100

																										個人		藤田　一宏		100

																										個人		藤田　海人		100

																										個人		藤田　健一郎		100

																										個人		藤田　匠		100

																										個人		藤田　慎樹		100

																										個人		藤田　隆義		100

																										個人		藤田　竜也		100

																										個人		藤田　知宏		100

																										個人		藤田　敏代		100

																										個人		藤田　智憲		100

																										個人		藤田　秀一		100

																										個人		藤田　浩之		100

																										個人		藤田　洋一		100

																										個人		藤田　和代		100

																										個人		藤多　裕介		100

																										個人		藤墳　和典		100

																										個人		藤中　晴日		100

																										個人		藤永　仁美		100

																										個人		藤ノ井　孝治		100

																										個人		藤野　富士子		100

																										個人		藤原　恵美		100

																										個人		藤原　大		100

																										個人		藤原　数義		100

																										個人		藤原　友和		100

																										個人		藤原　智子		100

																										個人		藤原　幹響		100

																										個人		藤本　海渡		100

																										個人		藤本　英昭		100

																										個人		藤本　彰也		100

																										個人		藤本　知生		100

																										個人		藤本　友一		100

																										個人		藤本　雅巳		100

																										個人		藤村　一廣		100

																										個人		藤森　祐介		100

																										個人		藤山　雅章		100

																										個人		藤渡　真利		100

																										個人		淵上　敏行		100

																										個人		舟橋　葉子		100

																										個人		舩大工　海月		100

																										個人		麓　文範		100

																										個人		古市　みちる		100

																										個人		古賀　基幸		100

																										個人		古賀　颯汰		100

																										個人		古賀　信二		100

																										個人		古門　かおり		100

																										個人		古川　慧一		100

																										個人		古川　勝也		100

																										個人		古川　達也		100

																										個人		古川　政芳		100

																										個人		古川　保典		100

																										個人		古川　義樹		100

																										個人		古河　小由里		100

																										個人		古越　浩幸		100

																										個人		古澤　幸		100

																										個人		古澤　順子		100

																										個人		古城　洋子		100

																										個人		古薗　智也		100

																										個人		古谷　ありさ		100

																										個人		古谷　健一		100

																										個人		古谷　洋之		100

																										個人		古津　浩司		100

																										個人		古寺　孝一		100

																										個人		古波倉　睦代		100

																										個人		古西　正弥		100

																										個人		古布　尚久		100

																										個人		古野　正人		100

																										個人		古橋　せつ子		100

																										個人		古橋　和仁		100

																										個人		古林　達也		100

																										個人		古矢　雅彦		100

																										個人		古屋　京子		100

																										個人		古山　諄		100

																										個人		別所　達也		100

																										個人		別府　洋平		100

																										個人		穂坂　信司		100

																										個人		法原　泰		100

																										個人		朴　惠淑		100

																										個人		星　圭悟		100

																										個人		星　栄作		100

																										個人		星賀　康史		100

																										個人		星川　智郁		100

																										個人		星野　亜衣		100

																										個人		星野　裕子		100

																										個人		星野　陽平		100

																										個人		星野　由子		100

																										個人		星山　敏美		100

																										個人		細江　千草		100

																										個人		細川　恵多		100

																										個人		細川　聡		100

																										個人		細川　拓		100

																										個人		細木　榮一		100

																										個人		細田　恭章		100

																										個人		細田　悠太		100

																										個人		細谷　均		100

																										個人		細谷　岳史		100

																										個人		細谷　竜治		100

																										個人		細谷　峰男		100

																										個人		細野　昌二		100

																										個人		細見　克俊		100

																										個人		堀　有佑		100

																										個人		堀　耕補		100

																										個人		堀　匠		100

																										個人		堀　匡佑		100

																										個人		堀　智枝子		100

																										個人		堀　智之		100

																										個人		堀　宏一		100

																										個人		堀　福子		100

																										個人		堀内　忠紘		100

																										個人		堀内　美和		100

																										個人		堀江　麻美		100

																										個人		堀江　活三		100

																										個人		堀江　司		100

																										個人		堀江　飛辰		100

																										個人		堀口　大輔		100

																										個人		堀越　一洋		100

																										個人		堀越　英里		100

																										個人		堀越　駿平		100

																										個人		堀田　駿		100

																										個人		堀田　信三		100

																										個人		本岡　良英		100

																										個人		本木　和徳		100

																										個人		本田　幸愛		100

																										個人		本田　絢子		100

																										個人		本田　利明		100

																										個人		本田　法子		100

																										個人		本田　真也		100

																										個人		本田　昌枝		100

																										個人		本田　光		100

																										個人		本田　由馬		100

																										個人		本田　吉孝		100

																										個人		本多　英世		100

																										個人		本多　誠		100

																										個人		本多　早苗		100

																										個人		本多　範久		100

																										個人		本多　秀年		100

																										個人		本間　圭一		100

																										個人		本間　道郎		100

																										個人		本間　光一		100

																										個人		本松　直也		100

																										個人		本村　隆一		100

																										個人		本吉　正宗		100

																										個人		本吉　繭美		100

																										個人		本若　武久		100

																										個人		眞木　貞裕		100

																										個人		眞崎　シゲ子		100

																										個人		真城　仁		100

																										個人		真瀬　厚子		100

																										個人		眞造　裕子		100

																										個人		真継　悦子		100

																										個人		真鍋　英和		100

																										個人		真野　徳之		100

																										個人		眞山　洋士		100

																										個人		間嶋　瞳		100

																										個人		間宮　眞弓		100

																										個人		間宮　みどり		100

																										個人		前　加代子		100

																										個人		前　秀知		100

																										個人		前川　啓子		100

																										個人		前川　拓也		100

																										個人		前川　敏郎		100

																										個人		前川　美恵子		100

																										個人		前田　敦史		100

																										個人		前田　一成		100

																										個人		前田　樹希		100

																										個人		前田　樹里		100

																										個人		前田　晃		100

																										個人		前田　武		100

																										個人		前田　武士		100

																										個人		前田　哲也		100

																										個人		前田　敏宏		100

																										個人		前田　成彦		100

																										個人		前田　はるみ		100

																										個人		前田　正志		100

																										個人		前田　政典		100

																										個人		前田　雅代		100

																										個人		前田　道治		100

																										個人		前山　克己		100

																										個人		前山　利美		100

																										個人		牧　秀孝		100

																										個人		牧　泰則		100

																										個人		牧之内　祐介		100

																										個人		牧坂　壽美子		100

																										個人		牧田　渉		100

																										個人		牧野　加奈		100

																										個人		牧野　由尚		100

																										個人		蒔苗　友規		100

																										個人		槙野　修成		100

																										個人		槙原　由恵		100

																										個人		昌山　裕昭		100

																										個人		升　香里		100

																										個人		升田　博子		100

																										個人		桝谷　梓		100

																										個人		益子　保行		100

																										個人		益田　鮎美		100

																										個人		益留　誠		100

																										個人		増井　博一		100

																										個人		増井　宏幸		100

																										個人		増井　真紀		100

																										個人		増田　寛子		100

																										個人		増田　俊之		100

																										個人		増田　富夫		100

																										個人		増田　秀夫		100

																										個人		増田　未希		100

																										個人		増田　義男		100

																										個人		増平　善信		100

																										個人		増元　由紀		100

																										個人		増山　英男		100

																										個人		町田　圭介		100

																										個人		町田　寿治		100

																										個人		町田　翠		100

																										個人		町田　良		100

																										個人		町田　和靖		100

																										個人		松井　渓		100

																										個人		松井　賢一		100

																										個人		松井　修身		100

																										個人		松井　澄雄		100

																										個人		松井　龍世		100

																										個人		松井　秀博		100

																										個人		松井　宏樹		100

																										個人		松井　勇輔		100

																										個人		松居　卓也		100

																										個人		松家　慎二		100

																										個人		松石　康秀		100

																										個人		松浦　英樹		100

																										個人		松浦　徹		100

																										個人		松浦　康人		100

																										個人		松浦　夕貴		100

																										個人		松尾　大輔		100

																										個人		松尾　寛敏		100

																										個人		松尾　昭		100

																										個人		松尾　昭仁		100

																										個人		松尾　規之		100

																										個人		松岡　悟		100

																										個人		松岡　政和		100

																										個人		松木　明日美		100

																										個人		松隈　誠司		100

																										個人		松隈　由紀		100

																										個人		松崎　有宏		100

																										個人		松崎　泉帆		100

																										個人		松崎　淳		100

																										個人		松崎　武		100

																										個人		松崎　智大		100

																										個人		松崎　文則		100

																										個人		松崎　裕一		100

																										個人		松崎　良		100

																										個人		松島　淑江		100

																										個人		松下　佳史		100

																										個人		松下　健一郎		100

																										個人		松下　顕正		100

																										個人		松下　斉		100

																										個人		松下　讓		100

																										個人		松下　はな枝		100

																										個人		松下　浩治		100

																										個人		松下　律		100

																										個人		松田　大		100

																										個人		松田　強志		100

																										個人		松田　幸子		100

																										個人		松田　靜流		100

																										個人		松田　尚太郎		100

																										個人		松田　聡		100

																										個人		松田　浩一		100

																										個人		松田　洋子		100

																										個人		松田　和重		100

																										個人		松竹　一三		100

																										個人		松谷　あかね		100

																										個人		松谷　香里		100

																										個人		松谷　貴裕		100

																										個人		松谷　忠嗣		100

																										個人		松谷　元気		100

																										個人		松永　恵子		100

																										個人		松永　きみ		100

																										個人		松永　里加子		100

																										個人		松波　怜		100

																										個人		松原　英恵		100

																										個人		松原　武志		100

																										個人		松原　珠代		100

																										個人		松原　輝博		100

																										個人		松原　文雄		100

																										個人		松原　勉		100

																										個人		松原　未菜		100

																										個人		松原　充甫		100

																										個人		松藤　京介		100

																										個人		松本　圭司		100

																										個人		松本　啓		100

																										個人		松本　賢一		100

																										個人		松本　剛実		100

																										個人		松本　章		100

																										個人		松本　進		100

																										個人		松本　武志		100

																										個人		松本　達哉		100

																										個人		松本　鉄太		100

																										個人		松本　智子		100

																										個人		松本　成道		100

																										個人		松本　広		100

																										個人		松本　貢史郎		100

																										個人		松本　義明		100

																										個人		松本　亮一		100

																										個人		松丸　友樹		100

																										個人		松村　新一郎		100

																										個人		松村　覚子		100

																										個人		松村　栄司		100

																										個人		松村　高幸		100

																										個人		松村　充浩		100

																										個人		松元　久典		100

																										個人		的場　功一		100

																										個人		丸井　晴樹		100

																										個人		丸島　明		100

																										個人		丸本　清一郎		100

																										個人		丸山　あゆみ		100

																										個人		丸山　克彦		100

																										個人		丸山　耕志郎		100

																										個人		丸山　渉		100

																										個人		丸山　智子		100

																										個人		丸山　義夫		100

																										個人		三井　杏子		100

																										個人		三井　貴史		100

																										個人		三井　健司		100

																										個人		三井　慎介		100

																										個人		三上　三千代		100

																										個人		三上　祐希		100

																										個人		三浦　絵理子		100

																										個人		三浦　照子		100

																										個人		三浦　康司		100

																										個人		三浦　裕之		100

																										個人		三浦　義信		100

																										個人		三浦　和久		100

																										個人		三木　健太郎		100

																										個人		三木　正郎		100

																										個人		三木　涼太		100

																										個人		三国　きよ子		100

																										個人		三坂　彰史		100

																										個人		三品　祐樹		100

																										個人		三島　大季		100

																										個人		三島　睦美		100

																										個人		三角　秀一		100

																										個人		三田　寛之		100

																										個人		三田　和久		100

																										個人		三宅　明		100

																										個人		三宅　英紀		100

																										個人		三宅　健之		100

																										個人		三宅　伸夫		100

																										個人		三宅　俊彦		100

																										個人		三宅　則子		100

																										個人		三宅　正高		100

																										個人		三宅　より子		100

																										個人		三谷　史郎		100

																										個人		三反田　耕一		100

																										個人		三ツ橋　雄太		100

																										個人		三成　博子		100

																										個人		三根　広大		100

																										個人		三橋　良一		100

																										個人		三林　建太		100

																										個人		三原　幸文		100

																										個人		三村　洋子		100

																										個人		三村　遥		100

																										個人		三好　敦史		100

																										個人		三好　貴文		100

																										個人		三好　幸一郎		100

																										個人		三好　秀佳		100

																										個人		三輪　信幸		100

																										個人		見城　茜		100

																										個人		水上　健二		100

																										個人		水木　戍		100

																										個人		水木　信之		100

																										個人		水口　幸子		100

																										個人		水島　房江		100

																										個人		水田　浩一		100

																										個人		水田　亮		100

																										個人		水田　和子		100

																										個人		水谷　隆良		100

																										個人		水谷　友香		100

																										個人		水戸　秀子		100

																										個人		水野　愛巳		100

																										個人		水野　綾香		100

																										個人		水野　偉智		100

																										個人		水野　貴恵		100

																										個人		水野　貴仁		100

																										個人		水野　孝夫		100

																										個人		水野　達哉		100

																										個人		水野　美知子		100

																										個人		水野　矢彦		100

																										個人		水野　塁		100

																										個人		溝口　育弘		100

																										個人		溝口　伸二		100

																										個人		溝口　弘己		100

																										個人		溝田　浩利		100

																										個人		溝渕　高信		100

																										個人		溝渕　光		100

																										個人		道下　睦国		100

																										個人		道信　智之		100

																										個人		道見　和幸		100

																										個人		光冨　博章		100

																										個人		満塩　隼		100

																										個人		満田　典佳		100

																										個人		満間　智佳子		100

																										個人		皆川　恵信		100

																										個人		湊谷　剛博		100

																										個人		南　重喜		100

																										個人		南　昭洋		100

																										個人		南　拓磨		100

																										個人		南　拓郎		100

																										個人		南　智子		100

																										個人		南　道明		100

																										個人		南方　文雄		100

																										個人		南条　正宏		100

																										個人		南塚　信人		100

																										個人		南場　孝彦		100

																										個人		南部　親成		100

																										個人		源　明日斗		100

																										個人		源　怜奈		100

																										個人		峰岸　燦		100

																										個人		峯山　瑛斗		100

																										個人		箕浦　勝太郎		100

																										個人		箕輪　直枝		100

																										個人		箕輪　浩次		100

																										個人		宮内　裕征		100

																										個人		宮川　太暉		100

																										個人		宮川　宏美		100

																										個人		宮木　久眞		100

																										個人		宮坂　洋介		100

																										個人		宮崎　紀代		100

																										個人		宮嵜　清彦		100

																										個人		宮崎　圭司		100

																										個人		宮崎　佐知子		100

																										個人		宮崎　純子		100

																										個人		宮崎　順子		100

																										個人		宮崎　第五郎		100

																										個人		宮崎　直美		100

																										個人		宮崎　望		100

																										個人		宮崎　亮太		100

																										個人		宮崎　凛		100

																										個人		宮里　和子		100

																										個人		宮澤　一史		100

																										個人		宮澤　祐紀		100

																										個人		宮下　健一		100

																										個人		宮下　幸大		100

																										個人		宮下　充司		100

																										個人		宮下　源都		100

																										個人		宮代　克明		100

																										個人		宮城　有子		100

																										個人		宮城　大輔		100

																										個人		宮城　孝之		100

																										個人		宮園　紘彰		100

																										個人		宮田　幸一		100

																										個人		宮田　晃希		100

																										個人		宮田　昌之		100

																										個人		宮田　良子		100

																										個人		宮田　和弥		100

																										個人		宮地　佐知子		100

																										個人		宮永　大史		100

																										個人		宮野　弘之		100

																										個人		宮原　袈裟夫		100

																										個人		宮原　真紀		100

																										個人		宮古　愛美		100

																										個人		宮本　サナエ		100

																										個人		宮本　千佳		100

																										個人		宮本　直幸		100

																										個人		宮本　美耶子		100

																										個人		宮本　和典		100

																										個人		宮前　洋子		100

																										個人		牟田　まさみ		100

																										個人		向井　太郎		100

																										個人		向井　智恵		100

																										個人		向井　優正		100

																										個人		向出　真広		100

																										個人		麦沢　真吾		100

																										個人		椋本　左洋		100

																										個人		村井　健		100

																										個人		村井　峻悟		100

																										個人		村井　泰世		100

																										個人		村上　恵里佳		100

																										個人		村上　健太		100

																										個人		村上　寿朗		100

																										個人		村上　修一		100

																										個人		村上　千代		100

																										個人		村上　聡美		100

																										個人		村上　隆		100

																										個人		村上　隆夫		100

																										個人		村上　徹		100

																										個人		村上　正治		100

																										個人		村上　雅一		100

																										個人		村上　保彦		100

																										個人		村上　祐哉		100

																										個人		村上　和敬		100

																										個人		村尾　良太		100

																										個人		村岡　勝行		100

																										個人		村川　富美		100

																										個人		村島　順子		100

																										個人		村瀬　尚之		100

																										個人		村瀬　康人		100

																										個人		村田　寿一郎		100

																										個人		村田　尚貴		100

																										個人		村田　慎也		100

																										個人		村田　直樹		100

																										個人		村田　則一		100

																										個人		村田　宏嘉		100

																										個人		村田　康子		100

																										個人		村田　優		100

																										個人		村田　良光		100

																										個人		村野　瑞治		100

																										個人		村野　和也		100

																										個人		村橋　辰夫		100

																										個人		村松　和宏		100

																										個人		村山　正明		100

																										個人		村吉　政晃		100

																										個人		室山　大輔		100

																										個人		目代　真美		100

																										個人		望月　洋輔		100

																										個人		元　正之		100

																										個人		元久　晴夫		100

																										個人		守家　英斗		100

																										個人		守野　晃央		100

																										個人		守屋　喜巳		100

																										個人		守山　理恵		100

																										個人		盛井　一央		100

																										個人		森　藍里		100

																										個人		森　新祐		100

																										個人		森　恵美		100

																										個人		森　教安		100

																										個人		森　健哲		100

																										個人		森　幸子		100

																										個人		森　智史		100

																										個人		森　信也		100

																										個人		森　博昭		100

																										個人		森　政道		100

																										個人		森　佑佳		100

																										個人		森　勇二		100

																										個人		森　由加利		100

																										個人		森　芳子		100

																										個人		森井　康夫		100

																										個人		森井　優輝		100

																										個人		森岡　一		100

																										個人		森岡　榮吉		100

																										個人		森岡　淳彦		100

																										個人		森川　馨		100

																										個人		森川　和政		100

																										個人		森國　宏一郎		100

																										個人		森崎　晃		100

																										個人		森嶋　亜樹		100

																										個人		森島　敏雄		100

																										個人		森島　美樹		100

																										個人		森下　昌寬		100

																										個人		森住　友貴		100

																										個人		森田　雄斗		100

																										個人		森田　久美子		100

																										個人		森田　啓介		100

																										個人		森田　忠		100

																										個人		森田　博喜		100

																										個人		森田　晴子		100

																										個人		森田　諭史		100

																										個人		森田　悠司		100

																										個人		森田　裕之		100

																										個人		森田　和芳		100

																										個人		森高　千詞		100

																										個人		森谷　修巳		100

																										個人		森谷　文恵		100

																										個人		森中　麻知子		100

																										個人		森野　喜義		100

																										個人		森原　恵美		100

																										個人		森藤　瑞恵		100

																										個人		森本　有佳		100

																										個人		森本　英徳		100

																										個人		森本　久美子		100

																										個人		森本　啓二		100

																										個人		森本　忠司		100

																										個人		森本　博海		100

																										個人		森安　健太郎		100

																										個人		森安　信太郎		100

																										個人		森安　和奈		100

																										個人		森山　鈴子		100

																										個人		森吉　丈夫		100

																										個人		諸見里　みゆき		100

																										個人		八木　久欣		100

																										個人		八木　里奈		100

																										個人		八木　達雄		100

																										個人		八木　三重子		100

																										個人		八木　洋一		100

																										個人		八木沼　直記		100

																										個人		八木原　勇斗		100

																										個人		八倉　崇浩		100

																										個人		八坂　優希恵		100

																										個人		八重樫　亮一		100

																										個人		八島　潤子		100

																										個人		八田　直也		100

																										個人		八幡　圭		100

																										個人		矢口　佳代子		100

																										個人		矢口　悟志		100

																										個人		矢倉　淳		100

																										個人		矢作　晃		100

																										個人		矢作　浩		100

																										個人		矢島　考貴		100

																										個人		矢嶋　武		100

																										個人		矢野　哲郎		100

																										個人		矢野　稔		100

																										個人		矢吹　敏行		100

																										個人		矢藤　貴大		100

																										個人		屋式　徳孝		100

																										個人		屋比久　孝		100

																										個人		箭野　心太郎		100

																										個人		役　能之		100

																										個人		薬師寺　健太朗		100

																										個人		薬師寺　翔太		100

																										個人		安生　啓子		100

																										個人		安喜　史		100

																										個人		安田　恵美		100

																										個人		安田　圭佑		100

																										個人		安田　龍生		100

																										個人		安田　俊一		100

																										個人		安田　元也		100

																										個人		安達　清志		100

																										個人		安達　峻彦		100

																										個人		安達　宣克		100

																										個人		安達　俊美		100

																										個人		安永　克成		100

																										個人		安西　富美子		100

																										個人		安部　悦三		100

																										個人		安部　恒		100

																										個人		安藤　育佳		100

																										個人		安藤　郁		100

																										個人		安藤　一徳		100

																										個人		安藤　恵		100

																										個人		安藤　佳永子		100

																										個人		安藤　孝啓		100

																										個人		安藤　聡		100

																										個人		安藤　範樹		100

																										個人		安藤　正純		100

																										個人		安藤　康江		100

																										個人		安藤　亮佑		100

																										個人		安藤　涼平		100

																										個人		安藤　和幸		100

																										個人		安松　徹		100

																										個人		安保　克実		100

																										個人		安保　拓治		100

																										個人		保科　秀幸		100

																										個人		保科　亮祐		100

																										個人		梁　悠樹		100

																										個人		柳　聡諮		100

																										個人		柳　道寿		100

																										個人		柳澤　慎太朗		100

																										個人		柳澤　昌宏		100

																										個人		柳瀬　亜希		100

																										個人		柳田　崇		100

																										個人		柳橋　拓磨		100

																										個人		柳本　順子		100

																										個人		藪　博利		100

																										個人		籔下　俊一		100

																										個人		藪中　幸一		100

																										個人		山内　勝二		100

																										個人		山内　裕治		100

																										個人		山内　楽一		100

																										個人		山内　和明		100

																										個人		山内　和広		100

																										個人		山浦　京子		100

																										個人		山川　慶二郎		100

																										個人		山川　治		100

																										個人		山川　千秋		100

																										個人		山川　泰祐		100

																										個人		山川　綏子		100

																										個人		山岸　郁子		100

																										個人		山岸　清		100

																										個人		山岸　賢次		100

																										個人		山岸　晃司		100

																										個人		山岸　文雄		100

																										個人		山岸　遼太郎		100

																										個人		山口　慧		100

																										個人		山口　嘉明		100

																										個人		山口　貴也		100

																										個人		山口　幸士		100

																										個人		山口　剛礼		100

																										個人		山口　晃史		100

																										個人		山口　菜穂子		100

																										個人		山口　淳一		100

																										個人		山口　翔大		100

																										個人		山口　伸一		100

																										個人		山口　世二		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　トミエ		100

																										個人		山口　富士子		100

																										個人		山口　秀美		100

																										個人		山口　雅義		100

																										個人		山口　稔史		100

																										個人		山口　和人		100

																										個人		山縣　恭平		100

																										個人		山縣　哲孝		100

																										個人		山之内　雅紀		100

																										個人		山崎　喜美則		100

																										個人		山崎　貴晃		100

																										個人		山崎　國廣		100

																										個人		山崎　圭介		100

																										個人		山崎　淑子		100

																										個人		山崎　淳		100

																										個人		山嵜　哲也		100

																										個人		山崎　登彦		100

																										個人		山崎　敏也		100

																										個人		山崎　規生		100

																										個人		山嵜　晴美		100

																										個人		山崎　広之		100

																										個人		山崎　宏治		100

																										個人		山崎　浩司		100

																										個人		山崎　浩次		100

																										個人		山崎　勉		100

																										個人		山崎　真一		100

																										個人		山崎　康嗣		100

																										個人		山崎　靖子		100

																										個人		山崎　勇		100

																										個人		山崎　優太		100

																										個人		山崎　良喜		100

																										個人		山里　憲一		100

																										個人		山下　麻衣子		100

																										個人		山下　一歩		100

																										個人		山下　英法		100

																										個人		山下　大樹		100

																										個人		山下　勝		100

																										個人		山下　希望		100

																										個人		山下　恭市		100

																										個人		山下　純弘		100

																										個人		山下　順子		100

																										個人		山下　聡史		100

																										個人		山下　智		100

																										個人		山下　智弘		100

																										個人		山下　秀博		100

																										個人		山下　真理子		100

																										個人		山下　良幸		100

																										個人		山城　明		100

																										個人		山瀬　日奈		100

																										個人		山田　新太郎		100

																										個人		山田　大介		100

																										個人		山田　慶子		100

																										個人		山田　健司		100

																										個人		山田　献次		100

																										個人		山田　彩乃		100

																										個人		山田　尚登		100

																										個人		山田　尚弥		100

																										個人		山田　将大		100

																										個人		山田　高史		100

																										個人		山田　知世		100

																										個人		山田　敏男		100

																										個人		山田　智賀里		100

																										個人		山田　広樹		100

																										個人		山田　浩幸		100

																										個人		山田　文太郎		100

																										個人		山田　正治		100

																										個人		山田　元弘		100

																										個人		山田　康平		100

																										個人		山田　裕貴		100

																										個人		山田　陽一		100

																										個人		山田　和男		100

																										個人		山谷　智恵子		100

																										個人		山地　照代		100

																										個人		山中　一史		100

																										個人		山中　誠		100

																										個人		山中　牧子		100

																										個人		山中　勇輝		100

																										個人		山中　良介		100

																										個人		山梨　潤紀		100

																										個人		山梨　靖行		100

																										個人		山根　一祥		100

																										個人		山根　清嗣		100

																										個人		山根　栄利子		100

																										個人		山根　崇		100

																										個人		山根　鉄郎		100

																										個人		山根　和明		100

																										個人		山野　春樹		100

																										個人		山野　正高		100

																										個人		山部　肇		100

																										個人		山副　耕一		100

																										個人		山辺　康宏		100

																										個人		山辺　理紗		100

																										個人		山本　泉葉		100

																										個人		山本　一隆		100

																										個人		山本　英津子		100

																										個人		山本　英督		100

																										個人		山本　雄大		100

																										個人		山本　大地		100

																										個人		山本　大祐		100

																										個人		山本　紀代子		100

																										個人		山本　貴大		100

																										個人		山本　恭平		100

																										個人		山本　玄輝		100

																										個人		山本　幸一		100

																										個人		山本　耕司		100

																										個人		山本　治		100

																										個人		山本　尚弘		100

																										個人		山本　祥子		100

																										個人		山本　祥之		100

																										個人		山本　伸一		100

																										個人		山本　伸孝		100

																										個人		山本　千弦		100

																										個人		山本　丈人		100

																										個人		山本　知典		100

																										個人		山本　哲也		100

																										個人		山本　直輝		100

																										個人		山本　信美		100

																										個人		山本　肇		100

																										個人		山本　秀行		100

																										個人		山本　美香		100

																										個人		山本　妙子		100

																										個人		山本　睦男		100

																										個人		山本　元宣		100

																										個人		山本　盛之		100

																										個人		山本　泰寛		100

																										個人		山本　勇		100

																										個人		山本　行紘		100

																										個人		山本　よし子		100

																										個人		山本　由美子		100

																										個人		山路　智		100

																										個人		山宮　かれん		100

																										個人		山村　剛秀		100

																										個人		山室　治人		100

																										個人		鑓田　恒夫		100

																										個人		油川　さち		100

																										個人		湯川　大輝		100

																										個人		湯澤　二三子		100

																										個人		湯本　洋司		100

																										個人		湯本　和隆		100

																										個人		湯室　和夫		100

																										個人		柚原　秀明		100

																										個人		雪本　徹		100

																										個人		指田　貴子		100

																										個人		弓川　和子		100

																										個人		弓場　寛子		100

																										個人		與儀　明彦		100

																										個人		与那原　正勝		100

																										個人		與那嶺　弘次		100

																										個人		余　晴妍		100

																										個人		用水原　嘉一		100

																										個人		横井　幸治		100

																										個人		横内　隆		100

																										個人		横内　博		100

																										個人		横尾　卓也		100

																										個人		横尾　智恵		100

																										個人		横川　貴大		100

																										個人		横川　忠弘		100

																										個人		横木　直弥		100

																										個人		横崎　めぐみ		100

																										個人		横田　昭彦		100

																										個人		横田　昌和		100

																										個人		横原　秀平		100

																										個人		横堀　克幸		100

																										個人		横溝　孝幸		100

																										個人		横溝　拓		100

																										個人		横山　航		100

																										個人		横山　尚平		100

																										個人		横山　将史		100

																										個人		横山　ななみ		100

																										個人		横山　博文		100

																										個人		横山　光宏		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕保		100

																										個人		吉井　博子		100

																										個人		吉井　勇		100

																										個人		吉江　玲子		100

																										個人		吉岡　拓朗		100

																										個人		吉岡　知紘		100

																										個人		吉岡　照子		100

																										個人		吉岡　行雄		100

																										個人		吉賀　紘平		100

																										個人		吉川　剛司		100

																										個人		吉川　周		100

																										個人		吉川　修		100

																										個人		吉川　武仁		100

																										個人		吉川　達也		100

																										個人		吉川　博		100

																										個人		吉川　裕二		100

																										個人		吉川　由紀恵		100

																										個人		吉崎　孝史		100

																										個人		吉澤　寛智		100

																										個人		吉澤　弘子		100

																										個人		吉住　哲		100

																										個人		吉田　恵美		100

																										個人		吉田　恭子		100

																										個人		吉田　久子		100

																										個人		吉田　潔		100

																										個人		吉田　健治		100

																										個人		吉田　幸史		100

																										個人		吉田　之久		100

																										個人		吉田　昭枝		100

																										個人		吉田　千寿也		100

																										個人		吉田　隆峰		100

																										個人		吉田　拓麿		100

																										個人		吉田　哲央		100

																										個人		吉田　典義		100

																										個人		吉田　博俊		100

																										個人		吉田　美佳		100

																										個人		吉田　妙子		100

																										個人		吉田　元昭		100

																										個人		吉田　裕紀		100

																										個人		吉田　洋子		100

																										個人		吉田　由加		100

																										個人		吉田　好恵		100

																										個人		吉田　亮		100

																										個人		吉田　玲		100

																										個人		吉竹　茂利		100

																										個人		吉竹　裕子		100

																										個人		吉富　央子		100

																										個人		吉留　玲緒		100

																										個人		吉永　重成		100

																										個人		吉永　誠		100

																										個人		吉永　正信		100

																										個人		吉永　充孝		100

																										個人		吉成　和江		100

																										個人		吉沼　はるか		100

																										個人		吉野　幸夫		100

																										個人		吉野　幸雄		100

																										個人		吉野　祥		100

																										個人		吉野　安尋		100

																										個人		吉橋　眞由美		100

																										個人		吉原　知子		100

																										個人		吉原　正彦		100

																										個人		吉本　尚		100

																										個人		吉本　侑平		100

																										個人		吉村　一義		100

																										個人		吉村　憲一		100

																										個人		吉村　誠一		100

																										個人		吉村　秀夫		100

																										個人		吉村　真貴		100

																										個人		吉村　昌也		100

																										個人		吉村　元成		100

																										個人		吉山　徹		100

																										個人		芳本　慈央里		100

																										個人		良知　礼子		100

																										個人		呼　思楽		100

																										個人		李　恩卿		100

																										個人		李　思		100

																										個人		劉　柯		100

																										個人		劉　勇進		100

																										個人		和泉　秀文		100

																										個人		和泉　雅夫		100

																										個人		和泉　雅之		100

																										個人		和木　雄治		100

																										個人		和田　幸三		100

																										個人		和田　紘輝		100

																										個人		和田　進		100

																										個人		和田　長		100

																										個人		和田　延江		100

																										個人		和田　真範		100

																										個人		和田　真弓		100

																										個人		和田　光示		100

																										個人		和智　光弘		100

																										個人		輪千　大		100

																										個人		若月　友莉果		100

																										個人		若槻　久義		100

																										個人		若林　信雄		100

																										個人		若松　加代子		100

																										個人		脇　昌弘		100

																										個人		脇坂　弘暢		100

																										個人		脇阪　松代		100

																										個人		脇田　愛子		100

																										個人		脇本　裕夫		100

																										個人		渡部　天彦		100

																										個人		渡部　勝巳		100

																										個人		渡部　敬文		100

																										個人		渡部　俊平		100

																										個人		渡部　真一		100

																										個人		渡部　康裕		100

																										個人		渡部　裕之		100

																										個人		渡辺　亜希子		100

																										個人		渡邉　一博		100

																										個人		渡辺　一平		100

																										個人		渡辺　一弘		100

																										個人		渡辺　英一朗		100

																										個人		渡邉　寛		100

																										個人		渡邊　欣弥		100

																										個人		渡邊　啓太郎		100

																										個人		渡邊　敬介		100

																										個人		渡邉　健太		100

																										個人		渡邉　公平		100

																										個人		渡辺　孝充		100

																										個人		渡邊　茂		100

																										個人		渡邉　淳二		100

																										個人		渡邉　伸一		100

																										個人		渡邉　哲郎		100

																										個人		渡邉　利幸		100

																										個人		渡辺　友佳子		100

																										個人		渡邉　真		100

																										個人		渡邊　槙子		100

																										個人		渡辺　正		100

																										個人		渡辺　正幸		100

																										個人		渡辺　正巳		100

																										個人		渡邊　實		100

																										個人		渡邉　保		100

																										個人		渡邉　泰司		100

																										個人		渡辺　裕幸		100

																										個人		渡邉　由記		100

																										個人		渡辺　義隆		100

																										個人		渡邉　亮		100

																										個人		渡邊　亮		100

																										個人		渡辺　亮二		100

																										個人		渡邉　涼平		100

																										個人		渡辺　和雅		100

																										個人		蕨　悠太		100

																										個人		割石　健		100

																										個人		我喜屋　洋太		100

																										個人		我妻　卓哉		100

																										個人		我妻　美保		100

																										個人		天川商店		100

																										個人		西田　圭吾		100

																										個人		ＳＩＡ　ＣＨＥＥ　ＹＡＮ		100

																										個人		ゴ　チカ		100

																										個人		ＺＨＯＵ　ＷＥＩＪＩＮＧ		100

																										個人		チン　ケンキツ		100

																										個人		Ｄｅｌｓａｕｘ　Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｄｉｄｉｅｒ		100

																										個人		マナーズ　秀子		100

																										個人		柴野　真代		92

																										個人		高見澤　新悟		88

																										個人		西之上　美智子		83

																										個人		宮田　三佳		83

																										個人		宇古　学		82

																										個人		福田　元晃		80

																										個人		鹿子生　共紘		78

																										個人		石川　裕一		75

																										個人		兼田　聖子		74

																										個人		水谷　龍太		74

																										個人		青島　周一		73

																										個人		青木　寛敬		70

																										個人		籠宮　豊		70

																										個人		柴田　幸範		69

																										個人		辻野　克幸		69

																										個人		岡本　弘行		68

																										個人		上地　宣嘉		65

																										個人		天野　賢一		64

																										個人		川添　遥加		63

																										個人		清都　和也		63

																										個人		樫　千早		62

																										個人		満田　智彦		62

																										個人		大渕　魁人		61

																										個人		兜坂　一夫		60

																										個人		土生　幸広		60

																										個人		細谷　彩子		60

																										個人		斉藤　竜也		59

																										個人		清永　圭一		57

																										個人		青木　佑太		56

																										個人		田中　晶人		56

																										個人		伊東　勝弘		55

																										個人		関口　隼人		55

																										個人		渡邉　哲郎		54

																										個人		小林　ゆりえ		53

																										個人		澤山　克枝		53

																										個人		山田　かおる		53

																										個人		市原　正幸		52

																										個人		山内　貴之		52

																										個人		浅見　浩行		50

																										個人		梅田　和紀		50

																										個人		岸田　篤典		50

																										個人		國定　直樹		50

																										個人		栗野　沙織		50

																										個人		佐藤　真		50

																										個人		白井　克佳		50

																										個人		白木　寛和		50

																										個人		城塚　庸行		50

																										個人		中村　健司		50

																										個人		橋詰　浩明		50

																										個人		深味　朝日		50

																										個人		藤井　康弘		50

																										個人		眞野　鈴子		50

																										個人		松澤　紀子		50

																										個人		森　真弓		50

																										個人		安齋　徹哉		50

																										個人		安西　稔行		50

																										個人		山根　浩史		50

																										個人		山本　晃生		50

																										個人		渡邉　泰昌		50

																										個人		細貝　周平		46

																										個人		川口　恭平		45

																										個人		七尾　嘉一		45

																										個人		知念　拓人		45

																										個人		安仁屋　慎一郎		45

																										個人		赤星　拓也		43

																										個人		小梛　淳弥		43

																										個人		花岡　俊幸		43

																										個人		田中　勝		41

																										個人		平塚　功		41

																										個人		尾崎　美幸		40

																										個人		葛西　佳美		40

																										個人		篠原　礼		40

																										個人		鈴木　達郎		40

																										個人		高橋　俊一		40

																										個人		竹内　基起		40

																										個人		豊川　哲次		40

																										個人		西野　文一		40

																										個人		野田　裕暉		40

																										個人		村田　秀斗		40

																										個人		吉里　武彦		40

																										個人		渡邉　健一		40

																										個人		横山　史郎		39

																										個人		小部　幸春		38

																										個人		藤井　一博		37

																										個人		久保田　剛玄		35

																										個人		久保田　進		35

																										個人		月足　元希		35

																										個人		本田　浩章		35

																										個人		山中　達博		35

																										個人		青木　翔平		34

																										個人		河島　芳久		33

																										個人		齋藤　弘樹		32

																										個人		平徳　清志		32

																										個人		菅　龍介		31

																										個人		徳江　昭乃		31

																										個人		赤澤　淳		30

																										個人		江野澤　一三		30

																										個人		大島　久宜		30

																										個人		大滝　雄策		30

																										個人		亀井　英宏		30

																										個人		川口　奈緒美		30

																										個人		川田　佳邦		30

																										個人		小野　正美		30

																										個人		小林　秀子		30

																										個人		佐藤　祥人		30

																										個人		坂本　正司		30

																										個人		榊原　恵理		30

																										個人		柴田　昭雄		30

																										個人		鈴木　聡志		30

																										個人		竹口　信治郎		30

																										個人		永尾　誠		30

																										個人		長瀬　英樹		30

																										個人		成田　祐生		30

																										個人		西山　眞規子		30

																										個人		原田　信雄		30

																										個人		服部　正博		30

																										個人		渡邉　好則		30

																										個人		南方　遼平		28

																										個人		坂上　憲弘		27

																										個人		杉山　勇樹		27

																										個人		原田　咲季		27

																										個人		福島　寛己		27

																										個人		吉川　正健		27

																										個人		鈴木　博人		26

																										個人		新里　竜二		25

																										個人		伊藤　史晃		25

																										個人		大平　正規		25

																										個人		大森　祥行		25

																										個人		奥野　一丈		25

																										個人		片桐　圭		25

																										個人		佐藤　大樹		25

																										個人		佐々木　友矢		25

																										個人		庄堂　浩一		25

																										個人		立花　大嗣		25

																										個人		玉田　清久		25

																										個人		丹羽　広平		25

																										個人		松元　祥起		25

																										個人		鹿島　励		24

																										個人		村橋　諒洸		24

																										個人		酒井　和重		23

																										個人		福井　健志		23

																										個人		大門　寛和		22

																										個人		長谷川　智一		22

																										個人		伊藤　紀明		21

																										個人		飯塚　眞弓		21

																										個人		柏　伊吹		21

																										個人		高田　善弘		21

																										個人		中谷　映子		21

																										個人		宮本　樹希		21

																										個人		望田　三樹夫		21

																										個人		山川　聡士		21

																										個人		井上　慶一		20

																										個人		伊藤　伸一		20

																										個人		飯嶋　寿秀		20

																										個人		池内　大介		20

																										個人		一柳　恵亮		20

																										個人		市村　大樹		20

																										個人		榎本　綾奈		20

																										個人		榎本　宏徳		20

																										個人		大島　千周		20

																										個人		大島　卓三		20

																										個人		大峯　弘幸		20

																										個人		片山　勲		20

																										個人		川島　舞子		20

																										個人		川人　侑弥		20

																										個人		河野　裕一郎		20

																										個人		木村　吉広		20

																										個人		小川　敏広		20

																										個人		小暮　宏美		20

																										個人		坂井　慎一		20

																										個人		嶋崎　ひかり		20

																										個人		十九川　博喜		20

																										個人		杉浦　陽子		20

																										個人		鈴木　茂		20

																										個人		鈴木　直樹		20

																										個人		角谷　嶺		20

																										個人		田代　優也		20

																										個人		高橋　史也		20

																										個人		竹内　優司		20

																										個人		立木　一秀		20

																										個人		俵　恵一郎		20

																										個人		中村　恵		20

																										個人		西本　幸太郎		20

																										個人		野中　拓		20

																										個人		林　佐紀		20

																										個人		広安　省吾		20

																										個人		不破　智誉		20

																										個人		宮本　潤一朗		20

																										個人		室谷　英明		20

																										個人		柳本　藍		20

																										個人		山内　昌磨		20

																										個人		山根　英樹		20

																										個人		山本　晃太郎		20

																										個人		吉岡　宣生		20

																										個人		吉田　健介		20

																										個人		吉田　匡宏		20

																										個人		石山　竜成		19

																										個人		白川　恵子		19

																										個人		伊藤　彰悟		18

																										個人		岩田　登貴子		18

																										個人		山根　崇弘		18

																										個人		山本　政明		18

																										個人		石本　泰久		17

																										個人		黄　英哲		17

																										個人		小森谷　俊之		17

																										個人		榊原　英明		17

																										個人		塚本　直俊		17

																										個人		中井　真一		17

																										個人		本多　弘幸		17

																										個人		砂沢　涼子		16

																										個人		田中　嘉津也		16

																										個人		鶴ケ崎　直也		16

																										個人		秀島　晃		16

																										個人		虻川　大樹		15

																										個人		飯田　貴仁		15

																										個人		稲葉　岳史		15

																										個人		今井　晴香		15

																										個人		今井　洋一郎		15

																										個人		植村　公平		15

																										個人		牛久　信一		15

																										個人		大川　拓真		15

																										個人		大木　和樹		15

																										個人		大本　良次		15

																										個人		河野　慎一		15

																										個人		清水　香理		15

																										個人		小倉　悠平		15

																										個人		小林　多恵子		15

																										個人		佐々木　優		15

																										個人		田中　淳一		15

																										個人		寺田　三千子		15

																										個人		中島　利幸		15

																										個人		永松　正雄		15

																										個人		鍋多　隆史		15

																										個人		平林　孝之		15

																										個人		真鍋　仁		15

																										個人		持田　瞬		15

																										個人		森永　悠斗		15

																										個人		山崎　知美		15

																										個人		山本　貴広		15

																										個人		尾上　真治		14

																										個人		小林　豊		14

																										個人		槌谷　亮輔		14

																										個人		中西　拳斗		14

																										個人		樋口　文哉		14

																										個人		矢部　健一		14

																										個人		吉田　公祐		14

																										個人		吉田　亮平		14

																										個人		青木　厚		13

																										個人		網中　啓太		13

																										個人		大月　活人		13

																										個人		荻内　伸彦		13

																										個人		長谷川　慎		13

																										個人		西田　謙二		13

																										個人		原　直也		13

																										個人		舛田　奈己		13

																										個人		松木　優樹		13

																										個人		三木　将裕		13

																										個人		道下　義憲		13

																										個人		宮下　雅臣		13

																										個人		渡邊　友典		13

																										個人		青木　惇		12

																										個人		旭井　亮一		12

																										個人		今宮　大典		12

																										個人		大石　健太		12

																										個人		大文字　明浩		12

																										個人		大森　敏和		12

																										個人		金子　泰之		12

																										個人		川畑　郊士		12

																										個人		久村　悠人		12

																										個人		谷田　政志		12

																										個人		辻川　恭三		12

																										個人		中村　静香		12

																										個人		羽鳥　悦脩		12

																										個人		橋田　和也		12

																										個人		増井　肇		12

																										個人		南　行男		12

																										個人		宮本　哲弥		12

																										個人		伊藤　寛員		11

																										個人		石田　哲也		11

																										個人		植田　敬三		11

																										個人		岡本　正彦		11

																										個人		佐橋　遼太朗		11

																										個人		坂元　剛		11

																										個人		十川　陽子		11

																										個人		鈴木　豊		11

																										個人		丹治　有貴		11

																										個人		細川　大		11

																										個人		森　富幸		11

																										個人		阿部　一正		10

																										個人		浅野　哲也		10

																										個人		浅野　裕子		10

																										個人		虻川　誠悟		10

																										個人		天野　恵太		10

																										個人		荒賀　奈美		10

																										個人		伊勢崎　和也		10

																										個人		伊藤　七海		10

																										個人		池内　公		10

																										個人		池田　陸斗		10

																										個人		石川　勝也		10

																										個人		市村　拓也		10

																										個人		歌崎　聡		10

																										個人		内藤　克行		10

																										個人		内藤　典子		10

																										個人		梅田　善之		10

																										個人		大陽　慎也		10

																										個人		岡崎　清訓		10

																										個人		加藤　誠耶		10

																										個人		加藤　諭		10

																										個人		笠原　俊二		10

																										個人		神原　義行		10

																										個人		川上　喜丈		10

																										個人		川村　比呂美		10

																										個人		木下　貴道		10

																										個人		木原　惣佑		10

																										個人		木原　遼		10

																										個人		木村　慎吾		10

																										個人		久田　忠司		10

																										個人		国分　俊宏		10

																										個人		熊野　真二		10

																										個人		小澤　美佐恵		10

																										個人		小林　高平		10

																										個人		小松　幸和		10

																										個人		佐藤　あゆみ		10

																										個人		佐々木　文夫		10

																										個人		斉藤　蓉子		10

																										個人		酒井　得二		10

																										個人		志村　和希		10

																										個人		篠塚　佳紀		10

																										個人		柴田　直樹		10

																										個人		習田　優輔		10

																										個人		須貝　正明		10

																										個人		須永　貞司		10

																										個人		須藤　大智		10

																										個人		菅沼　律子		10

																										個人		杉田　裕樹		10

																										個人		田渕　聡		10

																										個人		高嶋　裕介		10

																										個人		竹下　智代		10

																										個人		立山　敏行		10

																										個人		谷広　幸裕		10

																										個人		玉村　庄汰		10

																										個人		柘植　佳孝		10

																										個人		土井　千尋		10

																										個人		土佐　翼		10

																										個人		出雲　玄晨		10

																										個人		寺村　義孝		10

																										個人		中田　恵		10

																										個人		中田　会津美		10

																										個人		永谷　和也		10

																										個人		成田　真也		10

																										個人		西岡　哲志		10

																										個人		錦織　大輔		10

																										個人		畑仲　優輝		10

																										個人		浜崎　恵		10

																										個人		林　祐作		10

																										個人		不藤　仁史		10

																										個人		福田　美穂		10

																										個人		福本　浩平		10

																										個人		藤澤　初海		10

																										個人		藤澤　昌志		10

																										個人		古賀　海人		10

																										個人		古本　幸司		10

																										個人		星野　明浩		10

																										個人		堀米　智		10

																										個人		本間　陽一		10

																										個人		前沢　実		10

																										個人		牧瀬　崇昭		10

																										個人		牧野　慎裕		10

																										個人		松澤　匠		10

																										個人		松本　英敏		10

																										個人		松本　奈央		10

																										個人		水谷　滉希		10

																										個人		宮越　俊行		10

																										個人		森　岳彦		10

																										個人		山川　英彦		10

																										個人		山口　智		10

																										個人		山初　美帆		10

																										個人		山本　温大		10

																										個人		山村　和巳		10

																										個人		渡邊　栄一		10

																										個人		岩崎　啓太		9

																										個人		上雲地　玲奈		9

																										個人		枝川　実代		9

																										個人		木下　大輔		9

																										個人		木浪　俊行		9

																										個人		熊本　正之		9

																										個人		小河　真子		9

																										個人		高橋　健治		9

																										個人		中村　竜也		9

																										個人		林　玄		9

																										個人		福岡　紀美子		9

																										個人		前川　達史		9

																										個人		松本　剛典		9

																										個人		村上　豪		9

																										個人		山下　華麗		9

																										個人		山本　峻士		9

																										個人		吉松　幸彦		9

																										個人		阿部　敦子		8

																										個人		新井　久子		8

																										個人		石川　ひとみ		8

																										個人		今野　航		8

																										個人		今福　將人		8

																										個人		大山　徹		8

																										個人		岡森　美貴		8

																										個人		苅部　幸夫		8

																										個人		串田　真規		8

																										個人		熊谷　一真		8

																										個人		黒崎　直人		8

																										個人		佐久間　和子		8

																										個人		坂尾　直子		8

																										個人		谷本　英幸		8

																										個人		寺田　俊一		8

																										個人		徳永　拓也		8

																										個人		本田　章		8

																										個人		松澤　茜		8

																										個人		松澤　風花		8

																										個人		三井　裕崇		8

																										個人		森田　直紀		8

																										個人		山本　善太		8

																										個人		荒井　太朗		7

																										個人		新沼　正敏		7

																										個人		岩田　諒介		7

																										個人		大田　友希		7

																										個人		カワバタ　カツヒロ		7

																										個人		米須　清陽		7

																										個人		佐藤　吉彦		7

																										個人		酒井　和美		7

																										個人		菅　英治		7

																										個人		鈴木　祐司		7

																										個人		高杉　佳子		7

																										個人		竹内　絢子		7

																										個人		辻村　研二		7

																										個人		出口　秀二		7

																										個人		鳥山　聡		7

																										個人		長尾　昂一		7

																										個人		西方　隆一		7

																										個人		西村　啓佑		7

																										個人		原　泰之		7

																										個人		春日　瑞葉		7

																										個人		百瀬　卓郎		7

																										個人		堀越　由紀子		7

																										個人		松原　康夫		7

																										個人		丸山　康治		7

																										個人		宮下　閑子		7

																										個人		柳川　侑哉		7

																										個人		吉岡　茂		7

																										個人		吉田　亮		7

																										個人		マルトノ　ヒンドラ		7

																										個人		浅見　陽平		6

																										個人		天野　貴人		6

																										個人		伊藤　大介		6

																										個人		伊藤　高広		6

																										個人		石垣　朋彦		6

																										個人		石黒　歩暉		6

																										個人		入江　正		6

																										個人		大原　悠人		6

																										個人		岡野　浩実		6

																										個人		川久保　虹輝		6

																										個人		川口　宏幸		6

																										個人		岸田　侑也		6

																										個人		清野　文嘉		6

																										個人		久保　雄司		6

																										個人		國島　淑子		6

																										個人		小早川　和輝		6

																										個人		小林　智香子		6

																										個人		佐々木　貴章		6

																										個人		佐々木　拓哉		6

																										個人		白江　太貴		6

																										個人		鈴木　華子		6

																										個人		碩　巳年		6

																										個人		田村　仁		6

																										個人		竹沢　真		6

																										個人		竹原　明洋		6

																										個人		棚木　すず香		6

																										個人		中村　成吾		6

																										個人		根本　隆史		6

																										個人		兵藤　常男		6

																										個人		星合　祐太		6

																										個人		星野　治巳		6

																										個人		増井　晃		6

																										個人		松本　和樹		6

																										個人		水野　貴夫		6

																										個人		宮崎　一泰		6

																										個人		山田　貴子		6

																										個人		山本　拓也		6

																										個人		吉田　大介		6

																										個人		秋元　柊		5

																										個人		有村　健		5

																										個人		伊藤　航		5

																										個人		生田　恵子		5

																										個人		板垣　浩彰		5

																										個人		今野　晋平		5

																										個人		内村　健樹		5

																										個人		大泉　優		5

																										個人		大久保　開航		5

																										個人		岡坂　勇治		5

																										個人		岡崎　雅治		5

																										個人		音田　正則		5

																										個人		加藤　政幸		5

																										個人		柿内　健		5

																										個人		樫尾　久幸		5

																										個人		金丸　直樹		5

																										個人		亀川　拓也		5

																										個人		亀山　晃希		5

																										個人		川上　渚		5

																										個人		久保田　明史		5

																										個人		工藤　恭裕		5

																										個人		栗原　稔		5

																										個人		黒木　悟之		5

																										個人		桑折　勝信		5

																										個人		桑原　扶美		5

																										個人		小合澤　誠美		5

																										個人		小畑　良介		5

																										個人		小林　慶子		5

																										個人		五十嵐　裕太		5

																										個人		佐藤　保衛		5

																										個人		齊藤　香里		5

																										個人		堺　貴彦		5

																										個人		澤田　力		5

																										個人		重　雄飛		5

																										個人		篠塚　浩		5

																										個人		柴田　哲男		5

																										個人		末延　一彦		5

																										個人		杉山　潤		5

																										個人		住田　直子		5

																										個人		角屋　栄治		5

																										個人		千島　峻		5

																										個人		千頭　直		5

																										個人		田中　美幸		5

																										個人		高橋　優斗		5

																										個人		瀧森　桃		5

																										個人		竹井　修平		5

																										個人		玉置　遼		5

																										個人		土屋　雄太		5

																										個人		鳥井　貴人		5

																										個人		中辻　拡興		5

																										個人		中村　好博		5

																										個人		仲宗根　広		5

																										個人		長谷川　裕一		5

																										個人		長橋　亮一		5

																										個人		成瀬　哲資		5

																										個人		成田　萌		5

																										個人		野間　光		5

																										個人		箱崎　智宏		5

																										個人		橋野　和幸		5

																										個人		比屋根　和史		5

																										個人		東　諒太朗		5

																										個人		平川　節子		5

																										個人		平原　謙一		5

																										個人		福島　大介		5

																										個人		福島　純一		5

																										個人		藤崎　智弘		5

																										個人		藤田　卓也		5

																										個人		細島　直子		5

																										個人		眞田　秀一		5

																										個人		丸山　勢衣子		5

																										個人		水野　智雄		5

																										個人		麦沢　一博		5

																										個人		森　俊哉		5

																										個人		森　和宣		5

																										個人		森川　裕介		5

																										個人		森村　哲久		5

																										個人		八木　将之		5

																										個人		柳橋　和美		5

																										個人		山川　真		5

																										個人		山崎　実		5

																										個人		山田　基生		5

																										個人		山田　卓弥		5

																										個人		山中　武		5

																										個人		山根　満		5

																										個人		吉田　喜和子		5

																										個人		吉田　豪		5

																										個人		吉原　功		5

																										個人		吉村　淳一		5

																										個人		若原　雅斗		5

																										個人		渡邉　真由良		5

																										個人		渡辺　翼		5

																										個人		赤澤　常雄		4

																										個人		新井　弘毅		4

																										個人		井上　欣也		4

																										個人		井垣　嘉之		4

																										個人		生野　要一		4

																										個人		石井　忠		4

																										個人		今泉　栄城		4

																										個人		岩瀬　泰介		4

																										個人		上野　秀征		4

																										個人		大島　涼		4

																										個人		大和田　純平		4

																										個人		岡澤　誠一		4

																										個人		岡野　桂子		4

																										個人		岡本　拓真		4

																										個人		金子　麻由美		4

																										個人		川村　直巳		4

																										個人		北條　俊彦		4

																										個人		草柳　善行		4

																										個人		小澤　馨司		4

																										個人		小西　弘朗		4

																										個人		五百部　益次郎		4

																										個人		後藤　幸恵		4

																										個人		齋藤　大海		4

																										個人		齋藤　盛之		4

																										個人		下村　和輝		4

																										個人		関原　祐治		4

																										個人		宗川　晃士		4

																										個人		田上　直樹		4

																										個人		高橋　淑子		4

																										個人		高橋　友佳子		4

																										個人		高橋　洋士郎		4

																										個人		瀧ヶ平　将人		4

																										個人		瀧澤　眞理子		4

																										個人		竹道　祥太		4

																										個人		土屋　武		4

																										個人		中村　喜一		4

																										個人		中山　大輔		4

																										個人		永田　洋之		4

																										個人		仲間　道延		4

																										個人		仲渡　孝雄		4

																										個人		二宮　秀紀		4

																										個人		西本　征太郎		4

																										個人		野上　大樹		4

																										個人		橋本　充弘		4

																										個人		橋本　康太		4

																										個人		濱先　孝行		4

																										個人		平川　亮		4

																										個人		舟橋　悟		4

																										個人		細野　千佳子		4

																										個人		松尾　優希		4

																										個人		松葉　和昌		4

																										個人		美澄　祐太		4

																										個人		牟田　諒太		4

																										個人		森西　賢		4

																										個人		安達　正敏		4

																										個人		横路　彩子		4

																										個人		横山　広大		4

																										個人		吉田　桃子		4

																										個人		吉田　和史		4

																										個人		阿部　孝博		3

																										個人		相川　亜美		3

																										個人		浅野　雅也		3

																										個人		梓　裕介		3

																										個人		新田　孝仁		3

																										個人		新山　正栄		3

																										個人		井上　哲徳		3

																										個人		伊東　俊介		3

																										個人		家富　稔		3

																										個人		池田　達哉		3

																										個人		市川　智絵		3

																										個人		稲山　ますみ		3

																										個人		岩崎　理		3

																										個人		岩田　裕一		3

																										個人		宇治　優太		3

																										個人		上野　建吾		3

																										個人		浦崎　訓子		3

																										個人		尾上　侑		3

																										個人		大西　一希		3

																										個人		大野　祥恵		3

																										個人		大場　歩		3

																										個人		大橋　賢太郎		3

																										個人		大和田　ソライリィ		3

																										個人		岡崎　直人		3

																										個人		岡田　尚		3

																										個人		岡村　信彦		3

																										個人		加藤　洋典		3

																										個人		嘉藤　諒		3

																										個人		笠井　巌		3

																										個人		片山　一則		3

																										個人		片山　晃一		3

																										個人		金澤　真吾		3

																										個人		金山　修三		3

																										個人		神谷　治行		3

																										個人		神原　正典		3

																										個人		柄田　直子		3

																										個人		川縁　賢二		3

																										個人		喜多　康介		3

																										個人		国府田　重人		3

																										個人		剣持　幸大		3

																										個人		小田　雄紀		3

																										個人		小田切　明広		3

																										個人		小田切　満明		3

																										個人		小野上　英樹		3

																										個人		小林　秀夫		3

																										個人		小林　真一		3

																										個人		近藤　大輔		3

																										個人		佐藤　憲司		3

																										個人		佐藤　幸代		3

																										個人		佐藤　雅俊		3

																										個人		佐藤　康史		3

																										個人		齊藤　和幸		3

																										個人		篠田　隆司		3

																										個人		菅原　弘規		3

																										個人		田口　大樹		3

																										個人		立石　知宇		3

																										個人		谷川　顕		3

																										個人		樽井　孝紀		3

																										個人		土井　将之		3

																										個人		寺岡　秀晃		3

																										個人		中里　彰秀		3

																										個人		永島　伸浩		3

																										個人		仲　陽平		3

																										個人		長井　悠		3

																										個人		楢戸　章浩		3

																										個人		根本　洋司		3

																										個人		橋本　規宏		3

																										個人		原田　佳祐		3

																										個人		伴野　裕哉		3

																										個人		樋口　智代		3

																										個人		東風谷　亮太		3

																										個人		菱沼　由梨		3

																										個人		福田　研二郎		3

																										個人		伏木　將人		3

																										個人		伏田　恵一		3

																										個人		藤崎　拓也		3

																										個人		藤田　陽一		3

																										個人		藤吉　浩次		3

																										個人		穂苅　侑希		3

																										個人		眞岡　朋光		3

																										個人		眞野　勇輝		3

																										個人		松下　恭一郎		3

																										個人		松野　優紀		3

																										個人		松林　久美子		3

																										個人		松原　佑一郎		3

																										個人		松本　貴志		3

																										個人		松本　泰実		3

																										個人		松本　緩奈		3

																										個人		三宅　小春		3

																										個人		三谷　政利		3

																										個人		村田　久尭		3

																										個人		室越　直樹		3

																										個人		森下　英一		3

																										個人		八田　豊		3

																										個人		八日市屋　和子		3

																										個人		矢内　正弘		3

																										個人		安藤　匠		3

																										個人		保阪　秀成		3

																										個人		山崎　秀貴		3

																										個人		山田　翔太		3

																										個人		山田　知彦		3

																										個人		山田　正春		3

																										個人		渡邊　啓太		3

																										個人		渡辺　由佳理		3

																										個人		ＰＩＡＯ　ＬＩＮＡ		3

																										個人		阿部　康裕		2

																										個人		青柳　秀季		2

																										個人		秋村　龍吾		2

																										個人		浅川　征規		2

																										個人		朝倉　秀人		2

																										個人		足立　裕樹		2

																										個人		有坂　臣由		2

																										個人		有光　佐千子		2

																										個人		伊藤　潤		2

																										個人		伊藤　信理		2

																										個人		池上　京佑		2

																										個人		池田　恭介		2

																										個人		池田　麗衣		2

																										個人		池野　由布子		2

																										個人		池間　智		2

																										個人		石井　綾子		2

																										個人		石川　新		2

																										個人		石黒　健治		2

																										個人		石田　博己		2

																										個人		石塚　泰斗		2

																										個人		一色　啓旦		2

																										個人		岩田　彩子		2

																										個人		鵜生川　雅己		2

																										個人		大石　泰史		2

																										個人		大亀　慎也		2

																										個人		太田　慎吾		2

																										個人		大高　拓未		2

																										個人		大野　拓也		2

																										個人		大橋　拓矢		2

																										個人		大橋　昌之		2

																										個人		大矢知　宏幸		2

																										個人		岡田　直樹		2

																										個人		沖山　晴央		2

																										個人		奥村　正章		2

																										個人		恩庄　一益		2

																										個人		加藤　修也		2

																										個人		嘉納　悠史		2

																										個人		柏木　太陽		2

																										個人		門澤　美佳		2

																										個人		金川　宏美		2

																										個人		金城　純一		2

																										個人		金城　輝		2

																										個人		金津　洋平		2

																										個人		神田　知永子		2

																										個人		榧下　翔太		2

																										個人		川崎　泰成		2

																										個人		管谷　勇人		2

																										個人		木下　学		2

																										個人		黄　真美		2

																										個人		北村　鍛充		2

																										個人		清水　公太		2

																										個人		久壽居　唯		2

																										個人		栗原　啓樹		2

																										個人		栗山　あかり		2

																										個人		黒田　真帆		2

																										個人		郡司　祥和		2

																										個人		小川　雅代		2

																										個人		小鷹　喜久		2

																										個人		小林　功敬		2

																										個人		小林　武史		2

																										個人		小林　充祥		2

																										個人		小林　勇一		2

																										個人		小松　重徳		2

																										個人		小宮　輝亮		2

																										個人		小柳　良		2

																										個人		小柳　諒祐		2

																										個人		近澤　卓哉		2

																										個人		佐藤　証		2

																										個人		佐々木　俊		2

																										個人		齋田　俊輔		2

																										個人		坂　満		2

																										個人		坂口　雄大		2

																										個人		坂田　裕介		2

																										個人		坂本　紳之介		2

																										個人		澤田　康佑		2

																										個人		塩野　泰美		2

																										個人		篠塚　健太		2

																										個人		柴　智明		2

																										個人		下田　直樹		2

																										個人		城津　樹里		2

																										個人		菅根　利明		2

																										個人		杉浦　忠志		2

																										個人		杉山　斗志雄		2

																										個人		杉山　典子		2

																										個人		鈴木　徹		2

																										個人		関　美保世		2

																										個人		曽谷　翼		2

																										個人		田口　将人		2

																										個人		田島　裕也		2

																										個人		田中　博則		2

																										個人		多田　将人		2

																										個人		高井　菜摘		2

																										個人		高澤　周示		2

																										個人		高橋　一樹		2

																										個人		高橋　縁		2

																										個人		高橋　格		2

																										個人		高橋　淳		2

																										個人		高橋　泰行		2

																										個人		高本　大介		2

																										個人		高山　群基		2

																										個人		竹内　啓城		2

																										個人		谷口　勝美		2

																										個人		種石　吉記		2

																										個人		民部　佳代		2

																										個人		土井　さえこ		2

																										個人		土屋　秀之		2

																										個人		友野　憲一		2

																										個人		中尾　友彦		2

																										個人		中里　睦		2

																										個人		中沢　圭史		2

																										個人		中田　次記		2

																										個人		中西　一彰		2

																										個人		中村　匡孝		2

																										個人		中村　直子		2

																										個人		中村　直也		2

																										個人		中村　正臣		2

																										個人		長澤　里佳		2

																										個人		長谷川　雅史		2

																										個人		楢崎　あかね		2

																										個人		西野　麻里		2

																										個人		西野　正行		2

																										個人		沼澤　和利		2

																										個人		乗松　里江		2

																										個人		萩原　徳夫		2

																										個人		橋詰　政一		2

																										個人		浜田　潤一		2

																										個人		早矢仕　章太		2

																										個人		林　優樹		2

																										個人		日高　優		2

																										個人		平田　久美子		2

																										個人		廣間　隆行		2

																										個人		福岡　正孝		2

																										個人		福田　圭佑		2

																										個人		福田　博文		2

																										個人		福本　博基		2

																										個人		藤田　裕嗣		2

																										個人		藤野　守		2

																										個人		藤本　進		2

																										個人		藤本　昌弘		2

																										個人		船石　啓介		2

																										個人		舩越　元		2

																										個人		古賀　充		2

																										個人		兵藤　章市		2

																										個人		邉見　智弘		2

																										個人		星野　則昭		2

																										個人		堀井　絢人		2

																										個人		前田　順子		2

																										個人		牧内　彩香		2

																										個人		松尾　加奈子		2

																										個人		松島　太一		2

																										個人		松永　耕輔		2

																										個人		松林　栄治		2

																										個人		松元　清		2

																										個人		丸橋　憲		2

																										個人		圓谷　真		2

																										個人		三浦　裕太郎		2

																										個人		三浦　洋一		2

																										個人		三澤　哲朗		2

																										個人		水沼　謙一		2

																										個人		水野尾　勇司		2

																										個人		宮川　満		2

																										個人		森田　卓也		2

																										個人		矢野　貴博		2

																										個人		矢吹　健一		2

																										個人		安井　隆博		2

																										個人		安東　智幸		2

																										個人		山室　達也		2

																										個人		行旨　祐三		2

																										個人		吉田　佳弘		2

																										個人		吉田　洋介		2

																										個人		吉村　淳史		2

																										個人		渡邊　崇		2

																										個人		渡邉　直之		2

																										個人		阿波連　陽一		1

																										個人		阿部　貴則		1

																										個人		阿部　弘		1

																										個人		赤池　直枝		1

																										個人		浅野　潤子		1

																										個人		浅野　俊幸		1

																										個人		芦阪　伸二		1

																										個人		天河　和士		1

																										個人		新開　勇希		1

																										個人		有野　健一		1

																										個人		有吉　辰教		1

																										個人		井上　善仁		1

																										個人		井上　真一		1

																										個人		井村　豪		1

																										個人		伊東　利明		1

																										個人		伊藤　弘明		1

																										個人		伊藤　浩三		1

																										個人		飯嶋　毅洋		1

																										個人		飯島　のぞみ		1

																										個人		飯田　剛志		1

																										個人		池崎　紹美		1

																										個人		池田　勝		1

																										個人		池田　栄二		1

																										個人		池村　美代		1

																										個人		石井　睦典		1

																										個人		石川　茜		1

																										個人		石川　明広		1

																										個人		石川　知佳		1

																										個人		石関　結衣		1

																										個人		石田　洋平		1

																										個人		石塚　義政		1

																										個人		石橋　大輔		1

																										個人		一之瀬　正寛		1

																										個人		市川　智也		1

																										個人		壱岐　和幸		1

																										個人		稲田　喜照		1

																										個人		稲手　拓哉		1

																										個人		今成　泰司		1

																										個人		今野　太介		1

																										個人		入山　友宏		1

																										個人		岩井　伸介		1

																										個人		岩崎　裕樹		1

																										個人		岩見　達磨		1

																										個人		岩見　祐哉		1

																										個人		宇都宮　麻那		1

																										個人		上野　智		1

																										個人		上野山　絵奈		1

																										個人		植田　真由子		1

																										個人		植原　暢哉		1

																										個人		臼井　隆文		1

																										個人		臼杵　悟朗		1

																										個人		内田　峻介		1

																										個人		内藤　千鶴		1

																										個人		梅田　久仁子		1

																										個人		江口　利宏		1

																										個人		江副　弘隆		1

																										個人		江渕　司朗		1

																										個人		榎本　健太		1

																										個人		蛯名　政之		1

																										個人		遠藤　さおり		1

																										個人		遠藤　静		1

																										個人		遠藤　修平		1

																										個人		遠藤　伸也		1

																										個人		尾迫　篤		1

																										個人		大江　忠右衛門		1

																										個人		大久保　正広		1

																										個人		大澤　和弘		1

																										個人		大島　一希		1

																										個人		大島　幸範		1

																										個人		太田　武司		1

																										個人		大竹　秀男		1

																										個人		大谷　修		1

																										個人		大西　康嗣		1

																										個人		大野　幸雄		1

																										個人		大橋　富士雄		1

																										個人		大濱　初夫		1

																										個人		大原　涼平		1

																										個人		大東　賢哉		1

																										個人		大薮　雅代		1

																										個人		大山　杏菜		1

																										個人		岡田　寛		1

																										個人		岡本　孝祐		1

																										個人		荻野　元大		1

																										個人		落合　紗代		1

																										個人		落合　依子		1

																										個人		カシザキ　トモエ		1

																										個人		加瀨　一浩		1

																										個人		加瀬　正紀		1

																										個人		加藤　順子		1

																										個人		加藤　哲也		1

																										個人		加藤　広章		1

																										個人		影山　喜也		1

																										個人		柏原　康弘		1

																										個人		梶ケ谷　孝浩		1

																										個人		片倉　隆平		1

																										個人		片山　沙紀		1

																										個人		勝畑　恭子		1

																										個人		勝畑　優作		1

																										個人		勝畑　和美		1

																										個人		門田　顕真		1

																										個人		金子　操		1

																										個人		金澤　充		1

																										個人		金田　敦徳		1

																										個人		金野　裕子		1

																										個人		兼平　舞美		1

																										個人		鎌倉　勉		1

																										個人		神山　達哉		1

																										個人		川井　康平		1

																										個人		川上　睦美		1

																										個人		川口　浩一		1

																										個人		川嶋　優治		1

																										個人		川瀬　太啓		1

																										個人		川田　靖		1

																										個人		川原崎　隆一郎		1

																										個人		川村　幸弘		1

																										個人		河野　律子		1

																										個人		乾　宏史		1

																										個人		管谷　理惠子		1

																										個人		木下　貴史		1

																										個人		木ノ島　雄介		1

																										個人		木村　海優		1

																										個人		木村　香織		1

																										個人		木村　春翔		1

																										個人		木村　裕二郎		1

																										個人		菊池　武		1

																										個人		菊池　道彦		1

																										個人		菊地　貞彰		1

																										個人		菊山　直樹		1

																										個人		岸川　和広		1

																										個人		北本　英司		1

																										個人		北村　誠		1

																										個人		久保　慎也		1

																										個人		久保　奈都美		1

																										個人		工藤　夏樹		1

																										個人		葛西　径		1

																										個人		轡　康裕		1

																										個人		倉田　一祐		1

																										個人		桑原　雅代		1

																										個人		桑原　塁		1

																										個人		小泉　一廣		1

																										個人		小泉　隼		1

																										個人		小川　直也		1

																										個人		小川　浩治		1

																										個人		小坂　真奈美		1

																										個人		小坂井　敬介		1

																										個人		小沢　忠史		1

																										個人		小島　裕美香		1

																										個人		小野　一		1

																										個人		小林　大祐		1

																										個人		小林　孝弘		1

																										個人		小林　千草		1

																										個人		小林　光		1

																										個人		小林　亮介		1

																										個人		小松　遼介		1

																										個人		小山　啓介		1

																										個人		後藤　千景		1

																										個人		合田　悟		1

																										個人		越智　雅也		1

																										個人		米田　功二		1

																										個人		米田　忠昭		1

																										個人		米山　裕生		1

																										個人		近藤　真生		1

																										個人		佐藤　雄太		1

																										個人		佐藤　大樹		1

																										個人		佐藤　剛志		1

																										個人		佐藤　菜津美		1

																										個人		佐藤　淳		1

																										個人		佐藤　光春		1

																										個人		佐藤　峰生		1

																										個人		斉藤　貴文		1

																										個人		坂口　恭久		1

																										個人		坂本　誠		1

																										個人		坂本　文芳		1

																										個人		坂本　眞弓		1

																										個人		坂本　雅昭		1

																										個人		境田　英彰		1

																										個人		崎田　美和		1

																										個人		櫻井　夏未		1

																										個人		里居　佑樹		1

																										個人		澤木　健利		1

																										個人		志賀　隆寿		1

																										個人		茂木　大樹		1

																										個人		茂木　勇己		1

																										個人		重田　広恵		1

																										個人		靜　浩太		1

																										個人		篠原　宏彰		1

																										個人		柴崎　盛治		1

																										個人		嶋田　晃司		1

																										個人		嶋田　祥		1

																										個人		下畑　浩隆		1

																										個人		釈迦郡　弘子		1

																										個人		白石　直嗣		1

																										個人		須藤　直之		1

																										個人		杉山　逸未		1

																										個人		鈴木　一成		1

																										個人		鈴木　慎太郎		1

																										個人		鈴木　聖得		1

																										個人		鈴木　誠		1

																										個人		鈴木　浩一		1

																										個人		鈴木　雅彦		1

																										個人		角田　悠		1

																										個人		角場　洋平		1

																										個人		瀬戸口　正二		1

																										個人		征矢野　詩織		1

																										個人		関野　勇生		1

																										個人		芹澤　敏		1

																										個人		曽江　幸示		1

																										個人		曽江　哲也		1

																										個人		曽江　直子		1

																										個人		曽爾　浩太郎		1

																										個人		曽我　梓		1

																										個人		曽我部　翔多		1

																										個人		田口　博一		1

																										個人		田口　光一		1

																										個人		田財　里奈		1

																										個人		田里　宗章		1

																										個人		田尻　美香子		1

																										個人		田中　一史		1

																										個人		田中　逸子		1

																										個人		田中　孝平		1

																										個人		田中　昂		1

																										個人		田中　栄治		1

																										個人		田中　敏夫		1

																										個人		田中　直樹		1

																										個人		田中　成		1

																										個人		田中　悠介		1

																										個人		田部井　諒		1

																										個人		田村　智史		1

																										個人		田村　由美		1

																										個人		高岡　一博		1

																										個人		高城　さおり		1

																										個人		高田　歩		1

																										個人		高野　洸		1

																										個人		高橋　郁子		1

																										個人		高橋　大明		1

																										個人		高橋　太一		1

																										個人		高橋　静		1

																										個人		高橋　尋重		1

																										個人		高橋　建人		1

																										個人		高橋　俊夫		1

																										個人		高橋　義直		1

																										個人		高橋　和宏		1

																										個人		滝澤　拓也		1

																										個人		竹田　章		1

																										個人		竹田　稔		1

																										個人		橘　和寿		1

																										個人		舘野　佑樹		1

																										個人		谷亀　寛泰		1

																										個人		谷口　友一		1

																										個人		知識　寛之		1

																										個人		津田　奈美		1

																										個人		対馬　大和		1

																										個人		塚田　亘		1

																										個人		土屋　雄二		1

																										個人		土屋　聖人		1

																										個人		出井　大晃		1

																										個人		寺尾　雅子		1

																										個人		寺田　久和		1

																										個人		トクヒラ　チエ		1

																										個人		戸田　勇治		1

																										個人		都丸　克典		1

																										個人		徳賀　美佳		1

																										個人		德永　幸子		1

																										個人		富原　健		1

																										個人		奈良原　彩		1

																										個人		中川　翔平		1

																										個人		中澤　晃一		1

																										個人		中澤　康		1

																										個人		中島　紀伊知		1

																										個人		中島　敬太郎		1

																										個人		中島　朗		1

																										個人		中谷　真規		1

																										個人		中西　美奈子		1

																										個人		中野　嘉大		1

																										個人		中野　正章		1

																										個人		中村　啓二		1

																										個人		中村　敏則		1

																										個人		中村　美子		1

																										個人		中山　淳子		1

																										個人		中山　淳之		1

																										個人		永戸　智宏		1

																										個人		永戸　悠介		1

																										個人		仲川　清隆		1

																										個人		長岡　菫		1

																										個人		長坂　洸和		1

																										個人		長坂　深雪		1

																										個人		長谷川　佳祐		1

																										個人		長谷川　千晃		1

																										個人		長屋　秀人		1

																										個人		成澤　彰		1

																										個人		難波　靖		1

																										個人		二瓶　豪崇		1

																										個人		二瓶　さつき		1

																										個人		西岡　聡志		1

																										個人		西川　雄大		1

																										個人		西迫　知美		1

																										個人		西田　豊		1

																										個人		西橋　昌也		1

																										個人		西本　潤		1

																										個人		西村　敏幸		1

																										個人		西村　真之介		1

																										個人		西村　実展		1

																										個人		布元　美絵		1

																										個人		根比　広大		1

																										個人		野澤　隆則		1

																										個人		野島　裕介		1

																										個人		野瀬　隆広		1

																										個人		野中　新一郎		1

																										個人		野村　崇		1

																										個人		野村　祐一郎		1

																										個人		野村　和生		1

																										個人		野々村　俊江		1

																										個人		野々村　万里子		1

																										個人		能美　佑		1

																										個人		信江　道弘		1

																										個人		羽根　伸鷹		1

																										個人		馬江　勉		1

																										個人		馬場　英彰		1

																										個人		端場　仁大		1

																										個人		橋本　武彦		1

																										個人		畑崎　義忠		1

																										個人		畑田　和良		1

																										個人		花園　広平		1

																										個人		浜田　由希		1

																										個人		林　賢二		1

																										個人		林　伸昭		1

																										個人		林　秀樹		1

																										個人		林　雅之		1

																										個人		原　睦子		1

																										個人		原岡　大輔		1

																										個人		原口　みなみ		1

																										個人		原澤　大志		1

																										個人		原嶌　雄二		1

																										個人		原田　剛		1

																										個人		針替　史博		1

																										個人		春田　孝浩		1

																										個人		春日　英俊		1

																										個人		日浅　雅人		1

																										個人		日高　加絵		1

																										個人		日比野　芽		1

																										個人		樋口　慎太郎		1

																										個人		東野　真		1

																										個人		東村　智朗		1

																										個人		百崎　恭平		1

																										個人		平井　ミキ		1

																										個人		平之内　博行		1

																										個人		深谷　祥吾		1

																										個人		服部　嘉晴		1

																										個人		福島　奈保子		1

																										個人		福永　貴寛		1

																										個人		福山　苑美		1

																										個人		福山　嘉晃		1

																										個人		藤井　征英		1

																										個人		藤永　愛梨		1

																										個人		藤村　誠喜		1

																										個人		淵崎　将		1

																										個人		鮒橋　研一		1

																										個人		舩本　成就		1

																										個人		古賀　邦彦		1

																										個人		古川　裕		1

																										個人		別所　利一		1

																										個人		帆足　宗和		1

																										個人		堀江　昌博		1

																										個人		堀河　佑太朗		1

																										個人		堀口　加代子		1

																										個人		堀口　秀司		1

																										個人		真木　章仁		1

																										個人		前田　康統		1

																										個人		前田　祐助		1

																										個人		牧田　成央		1

																										個人		牧野　麻友美		1

																										個人		牧野　朗		1

																										個人		増田　将士		1

																										個人		増田　稔大		1

																										個人		増渕　高照		1

																										個人		町田　哲也		1

																										個人		町田　由嘉		1

																										個人		松井　ひとみ		1

																										個人		松島　憲雄		1

																										個人		松嶋　誠一郎		1

																										個人		松下　洋輔		1

																										個人		松永　伸治		1

																										個人		松永　俊也		1

																										個人		松葉　吉行		1

																										個人		松本　拓也		1

																										個人		松本　則秀		1

																										個人		松本　弘司		1

																										個人		松本　光恵		1

																										個人		松村　哲好		1

																										個人		丸子　薫生		1

																										個人		丸澤　廣芳		1

																										個人		三浦　到		1

																										個人		三ツ木　和也		1

																										個人		三宮　恒一		1

																										個人		右高　克己		1

																										個人		水野　誠		1

																										個人		水野　智		1

																										個人		道見　潤生		1

																										個人		南　竜輔		1

																										個人		宮　智子		1

																										個人		宮崎　優汰		1

																										個人		宮澤　由美子		1

																										個人		宮地　弘		1

																										個人		宮本　英明		1

																										個人		宮本　政毅		1

																										個人		宮本　吉晴		1

																										個人		向口　公伸		1

																										個人		村田　由佳		1

																										個人		村田　和章		1

																										個人		持田　一行		1

																										個人		望月　佑輝		1

																										個人		守田　優美		1

																										個人		森　公一		1

																										個人		森　茂樹		1

																										個人		森井　太一		1

																										個人		森岡　茂		1

																										個人		森岡　浩美		1

																										個人		森川　知穂		1

																										個人		森下　晃輝		1

																										個人		森下　慎司		1

																										個人		森田　大介		1

																										個人		森橋　清一		1

																										個人		森橋　佐智子		1

																										個人		森脇　克久		1

																										個人		矢田　章史		1

																										個人		矢間　清浩		1

																										個人		安田　恭高		1

																										個人		安藤　大輔		1

																										個人		安孫子　紀之		1

																										個人		保坂　勝男		1

																										個人		柳瀬　正人		1

																										個人		山内　健嗣		1

																										個人		山尾　晃司		1

																										個人		山川　貴弘		1

																										個人		山口　祐也		1

																										個人		山崎　覚史		1

																										個人		山崎　孝久		1

																										個人		山崎　遼太郎		1

																										個人		山下　直香		1

																										個人		山城　栄一		1

																										個人		山田　誠		1

																										個人		山田　真紀		1

																										個人		山田　真也		1

																										個人		山中　慧		1

																										個人		山本　英之		1

																										個人		山本　啓太郎		1

																										個人		山本　晃弘		1

																										個人		山本　聡		1

																										個人		山本　哲也		1

																										個人		山本　和輝		1

																										個人		横川　広幸		1

																										個人		横山　泰三		1

																										個人		吉越　栄弾		1

																										個人		吉田　直人		1

																										個人		吉野　潤子		1

																										個人		吉埜　太		1

																										個人		和田　佳也		1

																										個人		和田　義郎		1

																										個人		若月　友也		1

																										個人		渡部　政則		1

																										個人		渡邉　英明		1

																										個人		渡邊　尚志		1

																										個人		渡辺　真実		1

																										個人		渡邉　義実		1

																										事業会社		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300

																										事業会社		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900

																										法人		日本ガスライン株式会社		260,000

																										法人		医療法人グリーンスウォード		20,500

																										法人		常磐合同産業株式会社		11,000

																										法人		株式会社飛鳥新社		5,000

																										法人		有限会社イーストトースト		4,600

																										法人		東京電機産業有限会社		2,500

																										法人		有限会社トータルワイド		2,000

																										法人		合同会社美仁		2,000

																										法人		株式会社スマートプラス		1,800

																										法人		エイディシーテクノロジー株式会社		1,400

																										法人		有限会社インターチェンジコンタクトレンズ		1,000

																										法人		コヤマ合同会社		1,000

																										法人		株式会社製作エンタ		1,000

																										法人		合同会社ＮＥＷ　ＰＨＡＳＥ		800

																										法人		株式会社日本エスコ		700

																										法人		株式会社ＪａｃｃｓＧａｔｅ		600

																										法人		合同会社エスプリ		500

																										法人		株式会社ＳＥＮＳ		500

																										法人		株式会社ＳＴＫ　ＴＲＡＤＥ		500

																										法人		有限会社柳川ネイチア		500

																										法人		株式会社リーン・スタイル		500

																										法人		株式会社明光トレーディング		400

																										法人		有限会社アドルーク		300

																										法人		株式会社アベイルテクノロジー		300

																										法人		クエスト・フォー・パリティ合同会社		300

																										法人		株式会社てるべる		300

																										法人		平成電工株式会社		300

																										法人		株式会社ＹＰＣ		300

																										法人		有限会社アビタ		200

																										法人		合資会社イープラン		200

																										法人		有限会社岩崎築炉		200

																										法人		Ｍｏｎｅｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ合同会社		200

																										法人		キャリスター株式会社		200

																										法人		株式会社中辻		200

																										法人		株式会社ＨＡＲＤＩＥ		130

																										法人		合同会社アセットプラネット社		100

																										法人		株式会社アンドバイユー		100

																										法人		株式会社朝日リビング		100

																										法人		有限会社池添清掃		100

																										法人		株式会社一や		100

																										法人		株式会社オアシスコーポレーション		100

																										法人		有限会社カネヒサコーポレーション		100

																										法人		京和横浜合同会社		100

																										法人		小針土建株式会社		100

																										法人		有限会社サイクレード		100

																										法人		株式会社サムズアップ		100

																										法人		師崎水産株式会社		100

																										法人		ＪＹＸＹＥＲ株式会社		100

																										法人		七モンドール有限会社		100

																										法人		株式会社下嶋商店		100

																										法人		株式会社鈴屋ハウジング		100

																										法人		ティアイ株式会社		100

																										法人		有限会社富士薬局		100

																										法人		医療法人のぞみ整形外科		100

																										法人		兵庫エステート株式会社		100

																										法人		株式会社リジェネレーション		100

																										法人		有限会社元三不動産		25

																										法人		合同会社ＫＧインベストメント		1

																										法人		マルエス合同会社		1

																														13,819,700





株主データ (降順)

				属性 ゾクセイ		株主名		3末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		9末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		2020年３月末 ネン ガツ マツ		直近中間比増減		直近期末比増減		属性 ゾクセイ		株主名 カブヌシメイ		2021年3月末 ネン ガツ マツ

				VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		955300		2398400		機関 キカン		株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400

				事業会社 ジギョウ カイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		1,245,000		515000		515000		役職員		瓜生　憲		1,245,000

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		0		0		事業会社		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		0		0		機関		BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)		808,599

				VC		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000		VC		Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		-338200		-338200		VC		Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800

				VC		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		453,700		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		165100		334700		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900

				VC		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		95000		433000		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託口9）		509,200

				VC		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		個人 コジン		大塚　至高		358,500		個人 コジン		大塚　至高		358,500		0		91900		個人		大塚　至高		410,000

				機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		50500		354400		役職員		高田　隆太郎		288,000

				VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		300,000		168500		300000		法人		日本ガスライン株式会社		260,000

				VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		機関 キカン		野村信託銀行株式会社（投信口）		303,900		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		288,000		215000		215000		機関		株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）		240,200

				VC		谷家　衛		280,100		VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		VC（GP保有）		起業投資株式会社		286,100		-167600		69400		機関		ａｕカブコム証券株式会社		200,200

				個人 コジン		大塚　至高		266,600		機関 キカン		福島　保典　※三崎さん系 ミサキ ケイ		296,500		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		276,211		-105292		-134089		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		198,000

				VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		216,700		VC		起業投資事業有限責任組合１号		282,800		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		269,600		128000		211800		機関		福島　保典　※		172,300

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		274,700		機関		クレディ・スイス証券株式会社		242,500		242500		242500		機関		株式会社ＳＢＩ証券		153,500

				VC		ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合		200,000		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		222,389		VC		起業投資事業有限責任組合１号		194,600		-88200		-345400		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900

				機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		145,600		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		VC		起業投資事業有限責任組合２号		193,300		-8700		-426200		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口）		125,100

				機関 キカン		日本証券金融株式会社		144,000		VC		起業投資事業有限責任組合２号		202,000		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３００００２		178,900		178900		178900		事業会社		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900

				VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		157,700		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900		-70900		-70900		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６４６		105,800

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		141,600		機関		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		129,389		23992		129389		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600

				VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		0		0		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６２１		94,100

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		131,500		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		100,300		100300		100300		個人		渡邉　力英		93,000

				機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		105,100		機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		125,100		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		96,800		96500		94600		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100

				機関 キカン		楽天証券株式会社		101,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		個人 コジン		渡邉　力英		96,000		-4000		-4000		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　１　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		62,622

				VC		ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		100,000		VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600		-46900		-46900		個人		佐々木　裕子		60,000

				VC		りそなキャピタル２号投資事業組合		100,000		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		84,300		-138089		84300		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		56,700

				個人 コジン		森川　和正		100,000		機関 キカン		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		105,397		VC（GP保有）		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		0		0		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700

				個人 コジン		渡邉　力英		100,000		個人 コジン		渡邉　力英		100,000		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100		-36800		-36800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800

				機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		82,400		個人 コジン		森川　和正		93,500		機関		ａｕカブコム証券株式会社		73,400		1600		-9000		機関		ＬＩＮＥ証券株式会社		45,573

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		機関		福島　保典　※三崎さん ミサキ		69,100		-227400		69100		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		44,500

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		個人 コジン		宮永　浩明		68,300		67800		68300		個人		大坪　一成		43,100

				VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		機関		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		60,000		15000		60000		個人		北村　聡		42,200

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		75,539		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000		機関		日本証券金融株式会社		57,600		51800		-86400		役職員		石橋　省三		41,300

				VC		ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合		75,000		機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		71,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700		-26100		-26100		個人		田中　博		41,000

				役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社ベクトル		70,000		機関		株式会社ＳＢＩ証券		52,700		-105000		-92900		個人		三井　徳益		40,000

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社ベクトル		70,000		機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		63,839		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800		-25700		-25700		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400

				VC		三生５号投資事業有限責任組合		60,000		VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		個人 コジン		森川　和正		50,000		-43500		-50000		機関		Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ｐｌｃ		36,600

				個人 コジン		水野　英行		60,000		機関 キカン		鎌田　和樹　※三崎さん系、UUUM社長 ミサキ ケイ ウウウｍシャチョウ		45,000		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		44,100		44100		44100		個人		山上　和良		35,000

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		59,200		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		45,000		機関		野村證券株式会社		43,789		43789		43789		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＳＵＢ　Ａ／Ｃ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ		34,593

				VC		ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合		58,100		機関 キカン		楽天証券株式会社		42,900		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		42,700		42700		42700		VC（GP保有）		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400

				機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		58,000		個人 コジン		山本　功		41,300		機関		いちよし証券株式会社		42,200		42200		42200		機関		ＲＢＣ　ＩＳＢ　Ａ／Ｃ　ＬＵＸ　ＮＯＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴ／ＤＯＭＥＳＴＩＣ　ＲＡＴＥ－ＵＣＩＴＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		33,400

				機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		57,800		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300		個人 コジン		山本　功		41,300		0		26300		機関		立花証券株式会社		32,000

				VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		機関 キカン		野村證券株式会社		36,400		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300		0		26300		役職員		杉村　武亮		31,500

				法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		51,800		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		35,898		個人 コジン		大坪　一成		40,000		40000		40000		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400

				機関 キカン		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		51,300		個人 コジン		望月　一男		34,800		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400		-19100		-19100		個人		小堀　泰清		31,200

				機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		42,800		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		35,300		33800		35300		機関		みずほ証券株式会社		30,000

				法人 ホウジン		株式会社森本本店		35,000		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		0		0		機関		松井証券株式会社		29,900

				機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＬＯＮＤＯＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＦＯＲ　ＰＲＩＭＥ　ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ　ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ　ＡＣＣ　ＦＯＲ　ＴＨＩＲＤ　ＰＡＲＴＹ		34,200		個人 コジン		奥山　秀朗		28,000		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		31,900		8626		31900		個人		吉永　和貴		29,500

				個人 コジン		株式会社シャンディガフ		34,000		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		25,200		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		31,500		16500		16500		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　－　ＬＯＮＤＯＮ　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		28,900

				VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		23,274		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		0		0		機関		ＢＢＨ　（ＬＵＸ）　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＦＵＮＤＳ－ＪＡＰＡＮ　ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ		28,900

				機関 キカン		松井証券株式会社		32,100		個人 コジン		和田　享		22,600		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		30,000		4800		30000		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		27,100

				VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		個人 コジン		岸田　英明		20,000		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		27,900		-35939		-14900		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２５		26,500

				個人 コジン		野村　壮太郎		30,000		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		20,000		個人 コジン		奥山　秀朗		27,000		-1000		27000		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		25,200

				個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		26,200		法人 ホウジン		株式会社森本本店		20,000		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		23,800		23800		23800		機関		野村證券株式会社		25,186

				機関 キカン		マネックス証券株式会社		22,702		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		個人 コジン		小堀　泰清		23,200		23200		23200		役職員		矢口　順子		25,000

				機関 キカン		野村證券株式会社		22,100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		個人 コジン		鳥海　洋子		23,100		23100		23100		機関		楽天証券株式会社		23,300

				機関 キカン		大和証券株式会社		20,500		個人 コジン		伊集　由明		17,000		法人 ホウジン		有限会社プラサムジャパン		20,000		20000		20000		個人		宮永　浩明		23,100

				個人 コジン		ＰＬＯＧＥＲＴ　ＮＩＣＯＬＡＳ		20,000		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		0		0		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		23,000

				個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		個人 コジン		服部　茂夫		15,000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		0		0		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		22,900

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		個人 コジン		中川　陽		15,000		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		19,000		-1000		-7200		機関		日本証券金融株式会社		21,300

				個人 コジン		望月　一男		19,800		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		18,811		18811		18811		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		20,600

				機関 キカン		岡三証券株式会社		18,200		機関 キカン		マネックス証券株式会社		14,000		個人 コジン		今給黎　孝		17,800		17800		17800		法人		医療法人グリーンスウォード		20,500

				機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		17,068		個人 コジン		太田　邦子		13,100		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		17,800		5700		17800		役職員		瓜生　理科子		20,000

				個人 コジン		伊集　由明		17,000		機関 キカン		松井証券株式会社		12,900		機関		東海東京証券株式会社		17,000		16500		9000		個人		山岸　健太郎		20,000

				法人 ホウジン		株式会社オウケイウェイヴ		15,000		個人 コジン		室　圭介		12,500		個人 コジン		三谷　和弘		16,300		9200		9200		個人		山本　功		20,000

				法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400		個人 コジン		木村　比登史		15,600		15600		15600		個人		小林　照幸		18,000

				個人 コジン		服部　茂夫		15,000		機関 キカン		ＪＰモルガン証券株式会社		12,100		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		15,200		14300		14300		機関		株式会社ＳＢＩネオトレード証券		17,400

				個人 コジン		中川　陽		15,000		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		11,700		個人 コジン		服部　茂夫		15,000		0		0		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６５０		16,400

				個人 コジン		山本　功		15,000		個人 コジン		平野　尚久		11,000		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		0		0		機関		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		15,700

				役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		15,000		個人 コジン		山城　祐也		10,500		個人 コジン		中川　陽		15,000		0		0		個人		木村　比登史		15,400

				役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		役職員 ヤクショクイン		矢口　順子		15,000		15000		15000		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		15,300

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		14,693		個人 コジン		高島　英子		10,000		機関		鎌田　和樹　※三崎さん ミサキ		15,000		-30000		15000		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　Ｕ．Ｓ．　ＴＡＸ　ＥＸＥＭＰＴＥＤ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＦＵＮＤＳ		14,100

				機関 キカン		株式会社ライブスター証券		13,000		個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		太田　邦子		13,100		0		13100		機関		大和証券株式会社		13,500

				個人 コジン		花澤　真理		13,000		個人 コジン		藤岡　慎也		10,000		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400		0		-39400		機関		岡三オンライン証券株式会社		13,300

				機関 キカン		豊証券株式会社		12,000		個人 コジン		奥元　直秀		9,400		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		11,600		9600		11600		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		13,298

				法人 ホウジン		株式会社あおい書店		12,000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		個人 コジン		山城　祐也		10,500		0		0		個人		中川　陽		12,000

				個人 コジン		藤岡　慎也		12,000		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		10,374		1895		10374		個人		森田　拓之		11,900

				機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		11,900		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		0		10000		個人		本村　剛一		11,700

				個人 コジン		山城　祐也		10,500		個人 コジン		太田　裕人		8,700		個人 コジン		高島　英子		10,000		0		0		個人		太田　邦子		11,600

				個人 コジン		高島　英子		10,000		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		個人 コジン		高野　玲子		10,000		0		0		個人		坂内　秀樹		11,300

				個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		機関		楽天証券株式会社		9,100		-33800		-91900		個人		荒谷　道徳		11,100

				個人 コジン		平野　尚久		10,000		個人 コジン		染宮　秀樹		8,700		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		0		0		法人		常磐合同産業株式会社		11,000

				法人 ホウジン		チューリップみのや株式会社		10,000		個人 コジン		中村　敦英		8,700		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800		0		8800		個人		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		11,000

				法人 ホウジン		ヤマト電器株式会社		10,000		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		機関		ＵＢＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＬＣ－ＨＦＳ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＡＣＣＯＵＮＴ		8,800		8800		8800		個人		下谷　茂		10,500

				個人 コジン		王　軍		9,000		個人 コジン		平林　正子		8,700		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		0		8700		個人		山城　祐也		10,500

				個人 コジン		平山　正樹		9,000		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		8,479		個人 コジン		太田　裕人		8,700		0		8700		個人		野々村　勝		10,320

				個人 コジン		柳田　公之		9,000		機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		8,200		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		0		8700		個人		今村　勇一		10,194

				個人 コジン		松永　良輔		9,000		個人 コジン		石津　知英子		8,000		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		0		8700		個人		川尻　一		10,000

				個人 コジン		渡辺　啓		9,000		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		7,500		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		0		8700		個人		土井　尚久		10,000

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		平林　正子		8,700		0		8700		個人		平林　正子		9,700

				機関 キカン		ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　Ｃｌｅａｒｉｎｇ　Ｂａｎｋ　Ｎ．Ｖ．，　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　Ｂｒａｎｃｈ		8,500		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		深井　大		8,200		8200		8200		機関		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		9,400

				機関 キカン		東海東京証券株式会社		8,000		個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		車　創太		8,100		8100		8100		役職員		瓜生　佳枝		9,000

				個人 コジン		青嶋　俊江		8,000		個人 コジン		渡辺　啓		7,000		個人 コジン		石津　知英子		8,000		0		0		個人		田中　由起子		9,000

				個人 コジン		大川　路代		8,000		個人 コジン		松永　良輔		6,500		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		0		0		役職員		大塚　善弘		8,800

				個人 コジン		重松　忠義		8,000		個人 コジン		池田　盛也		6,000		個人 コジン		渡辺　啓		7,000		0		-2000		個人		稲垣　伸一		8,700

				個人 コジン		石津　知英子		8,000		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		個人 コジン		林　直樹		6,600		6600		6600		個人		佐々木　恵一		8,700

				法人 ホウジン		株式会社アモス		8,000		個人 コジン		芝原　英司		6,000		個人 コジン		松永　良輔		6,500		0		-2500		個人		斎藤　朋子		8,700

				個人 コジン		高山　義夫		7,500		機関 キカン		日本証券金融株式会社		5,800		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		0		0		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		8,700

				個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		橋本　さちよ		5,100		個人 コジン		芝原　英司		6,000		0		4000		個人		加島　諭		8,100

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		7,000		個人 コジン		佐々木　剛		5,000		個人 コジン		加島　諭		5,800		5800		5800		個人		石津　知英子		8,000

				個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		鈴木　均		5,000		個人 コジン		小堀　ひろみ		5,800		5800		5800		個人		多田　靖		7,500

				個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		個人 コジン		浅野　勇夫		5,700		5700		5700		個人		鈴　ゆう子		7,400

				機関 キカン		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		6,700		個人 コジン		満塩　亜美		5,000		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,700		-2500		400		個人		山口　貴弘		7,400

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		6,600		個人 コジン		安川　允		5,000		個人 コジン		岩崎　昌作		5,400		5400		5400		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		7,400

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ		6,600		個人 コジン		田中　由起子		5,000		個人 コジン		田中　宏樹		5,400		5400		5400		個人		田中　宏樹		7,287

				個人 コジン		北川　耕造		6,600		機関 キカン		大和証券株式会社		4,900		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		0		5000		個人		林　直樹		7,100

				個人 コジン		白井　知宏		6,600		個人 コジン		林　倹一		4,800		法人 ホウジン		株式会社スペースデブリ		5,000		5000		5000		個人		渡辺　啓		7,000

				個人 コジン		池田　盛也		6,000		機関 キカン		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		4,610		法人 ホウジン		株式会社シャンディガフ		5,000		5000		5000		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		7,000

				個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		4,600		個人 コジン		田中　由起子		5,000		0		0		個人		岸田　英明		6,900

				個人 コジン		澤　比三師		6,000		個人 コジン		林　一城		4,500		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		5000		5000		個人		田中　和宏		6,900

				個人 コジン		阿久津　雅義		5,900		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（金銭信託課税口）		4,400		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		0		4400		個人		木元　淳一郎		6,700

				個人 コジン		渡辺　泰之		5,800		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		0		4400		個人		前川　惣		6,700

				機関 キカン		モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社		5,500		個人 コジン		北村　隆人		4,400		個人 コジン		中川　洋		4,400		0		4400		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　３８１５７２		6,600

				機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,300		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		個人 コジン		羽田　直志		4,400		0		4400		個人		松永　良輔		6,500

				個人 コジン		濱口　愛佳		5,300		個人 コジン		中川　洋		4,400		個人 コジン		今給黎　愛梨		4,300		4300		4300		個人		田中　寿史		6,200

				個人 コジン		西澤　敦		5,200		個人 コジン		西崎　泉		4,400		個人 コジン		今給黎　惠		4,300		4300		4300		個人		太田　裕人		6,000

				機関 キカン		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		個人 コジン		羽田　直志		4,400		個人 コジン		今給黎　梨圭		4,300		4300		4300		個人		楠根　稔		6,000

				個人 コジン		今村　彰利		5,000		法人 ホウジン		株式会社レゾネート・アジア		4,400		個人 コジン		中嶋　浩一		4,300		4300		4300		個人		小堀　ひろみ		6,000

				個人 コジン		大長　靖隆		5,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		4,300		個人 コジン		田畑　由香理		4,100		3900		4100		個人		染宮　秀樹		6,000

				個人 コジン		岡村　泰宏		5,000		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		4,290		個人 コジン		伊藤　厚二		4,000		4000		4000		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　＆　ＣＯ．　ＲＥＧ		5,900

				個人 コジン		国分　敏樹		5,000		法人 ホウジン		株式会社あおい書店		4,100		個人 コジン		石井　明子		4,000		4000		4000		個人		内田　ケイ子		5,500

				個人 コジン		鈴木　均		5,000		機関 キカン		岡三にいがた証券株式会社		4,000		個人 コジン		市岡　正基		4,000		4000		4000		個人		大西　康寛		5,500

				個人 コジン		田村　秋男		5,000		個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		武部　雅人		4,000		4000		4000		個人		野田　智三登		5,400

				個人 コジン		高橋　智恵子		5,000		個人 コジン		加賀谷　博雄		4,000		個人 コジン		馬場　航太郎		4,000		4000		4000		個人		富田　裕樹		5,300

				個人 コジン		谷口　悦子		5,000		個人 コジン		鈴木　良治		4,000		個人 コジン		本間　哲彦		4,000		4000		4000		個人		三谷　和弘		5,100

				個人 コジン		富田　雪男		5,000		個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		松本　末敏		4,000		4000		4000		個人		阿部　洋		5,000

				個人 コジン		長部　理恵		5,000		個人 コジン		中村　幸子		4,000		個人 コジン		宮川　弘道		4,000		4000		4000		役職員 ヤクショクイン		井川　純一		5,000

				個人 コジン		根本　親良		5,000		個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		染宮　秀樹		4,000		-4700		4000		個人		市川　博章		5,000

				個人 コジン		左向　勝子		5,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		3,500		個人 コジン		野々村　勝		4,000		3000		3700		個人		大久保　康生		5,000

				個人 コジン		松井　理		5,000		個人 コジン		安村　一郎		3,500		個人 コジン		松岡　喜一		4,000		1000		4000		個人		兼重　宏一		5,000

				個人 コジン		田中　由起子		5,000		個人 コジン		阿部　明央		3,400		個人 コジン		宮永　絵里子		4,000		3000		4000		個人		小山　諒		5,000

				個人 コジン		林　倹一		5,000		個人 コジン		上野　知美		3,400		個人 コジン		藤岡　慎也		4,000		-6000		-8000		個人		構　宏介		5,000

				個人 コジン		奥元　直秀		4,400		機関 キカン		岡三証券株式会社		3,200		機関		野村證券株式会社		3,800		-32600		-18300		個人		田中　ヒサヨ		5,000

				個人 コジン		池上　哲		4,000		機関 キカン		小瀬澤　央（有名FM、自己売） ユウメイ ジコ バイ		3,100		個人 コジン		岡田　順子		3,600		3600		3600		個人		高橋　奉嗣		5,000

				個人 コジン		岩井　惠子		4,000		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		個人 コジン		大西　剛史		3,500		3500		3500		個人		中道　恵太		5,000

				個人 コジン		氏永　勝之		4,000		個人 コジン		大久保　光		3,000		個人 コジン		水村　東雄		3,400		3400		3400		個人		野口　倫弘		5,000

				個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		神戸　謙二		3,000		個人 コジン		阿部　明央		3,400		0		2200		個人		藤本　幸子		5,000

				個人 コジン		奥野　信亮		4,000		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		林　倹一		3,400		-1400		-1600		個人		水川　義也		5,000

				個人 コジン		柴田　重夫		4,000		個人 コジン		久保　真一郎		3,000		個人 コジン		内田　樹奈		3,300		3300		3300		個人		森川　和正		5,000

				個人 コジン		高山　あけみ		4,000		個人 コジン		佐藤　修一		3,000		機関		マネックス証券株式会社		3,200		-10800		-19502		法人		株式会社飛鳥新社		5,000

				個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		鈴木　勲		3,000		個人 コジン		青柳　芳		3,000		3000		3000		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		5,000

				個人 コジン		谷口　俊二		4,000		個人 コジン		曽根　俊祐		3,000		個人 コジン		土本　義隆		3,000		3000		3000		個人		大島　一徳		4,800

				個人 コジン		中西　利壽		4,000		個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		徳竹　正彦		3,000		3000		3000		機関		岡三証券株式会社		4,800

				個人 コジン		森川　貴世美		4,000		個人 コジン		平良　眞人		3,000		個人 コジン		山内　伸一		3,000		3000		3000		個人		小堀　泰隆		4,700

				個人 コジン		原田　陽平		3,800		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		0		3000		法人		有限会社イーストトースト		4,600

				個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		松岡　喜一		3,000		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		0		0		個人		佐藤　洋右		4,500

				個人 コジン		黄　順子		3,500		個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		杉江　陽一		3,000		1500		2000		個人		手塚　貴徳		4,500

				法人 ホウジン		常盤ステンレス工業株式会社		3,500		個人 コジン		安藤　賢治		3,000		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		0		0		個人		五内川　拡史		4,400

				機関 キカン		藍澤證券株式会社		3,300		個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		稲垣　小太郎		2,800		2800		2800		個人		加納　明浩		4,300

				個人 コジン		菅沼　辰也		3,300		個人 コジン		大橋　智恵子		2,900		個人 コジン		伴　元貴		2,800		2800		2800		個人		武井　文哉		4,200

				個人 コジン		増田　啓至		3,200		機関 キカン		株式会社ライブスター証券		2,800		個人 コジン		中山　順郎		2,600		2600		2600		個人		岡田　伸雄		4,100

				個人 コジン		加藤　伸二		3,100		個人 コジン		石山　清己		2,800		個人 コジン		原田　康二		2,600		2600		2600		個人		車　創太		4,100

				個人 コジン		中谷　健		3,100		個人 コジン		河合　多喜子		2,800		個人 コジン		荒川　英一郎		2,500		2500		2500		個人		小原　紀明		4,100

				個人 コジン		青山　理		3,000		個人 コジン		福島　隆		2,800		個人 コジン		片岡　大輔		2,500		2500		2500		機関		ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ－ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＳＭＡＬＬ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＳＥＲＩＥＳ		4,002

				個人 コジン		市川　憲治		3,000		個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		高橋　真紀子		2,500		2500		2500		個人		岩間　勇弥		4,000

				個人 コジン		上田　実		3,000		個人 コジン		増田　啓至		2,700		個人 コジン		伊藤　勤		2,500		2000		2500		個人		太田　嘉直		4,000

				個人 コジン		上野　香子		3,000		個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		岡田　伸雄		2,500		1500		2500		個人		神田　浩孝		4,000

				個人 コジン		上野　武志		3,000		個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		田中　寿史		2,500		400		2300		個人		川田　秀樹		4,000

				個人 コジン		及川　太		3,000		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		2,500		1000		-9400		個人		小川　統生		4,000

				個人 コジン		折口　慶太		3,000		個人 コジン		白井　知宏		2,300		個人 コジン		小川　統生		2,400		2400		2400		個人		小西　邦男		4,000

				個人 コジン		勝本　浩司		3,000		個人 コジン		塩川　浩美		2,200		機関		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		2,400		2400		2400		個人		佐々木　嶺一		4,000

				個人 コジン		金子　養三		3,000		個人 コジン		長洲　謙一		2,200		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		0		2300		個人		瀧澤　慶治		4,000

				個人 コジン		鎌田　光和		3,000		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,100		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,300		200		2300		個人		武部　雅人		4,000

				個人 コジン		川手　純		3,000		個人 コジン		洪　智梧		2,100		個人 コジン		山神　健司		2,200		1700		2200		個人		徳竹　正彦		4,000

				個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		田中　寿史		2,100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		2,200		2200		2200		個人		永田　康一		4,000

				個人 コジン		栗林　憲介		3,000		法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100		機関		大和証券株式会社		2,200		-2700		-18300		個人		林　利恵		4,000

				個人 コジン		黒田　輝美		3,000		機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		2,000		個人 コジン		松野　房子		2,100		2100		2100		個人		福山　信貴		4,000

				個人 コジン		小田　剛士		3,000		機関 キカン		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		2,000		機関		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		2,100		2100		2100		個人		矢野　潔		4,000

				個人 コジン		小松　英規		3,000		個人 コジン		生田　秀巳		2,000		個人 コジン		板東　俊一		2,000		2000		2000		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＡＣ　ＣＡＮＴＯＲ　　ＦＩＴＺＧＥＲＡＬＤ　ＡＮＤ　ＣＯ．　４６００６１７		4,000

				個人 コジン		後藤　隆志		3,000		個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		岡　重吉		2,000		2000		2000		個人		田代　秀彦		3,700

				個人 コジン		佐藤　修一		3,000		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		個人 コジン		小瀬　仁志		2,000		2000		2000		個人		寺井　嘉哉		3,700

				個人 コジン		篠崎　正司		3,000		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		個人 コジン		小瀬澤　央		2,000		-1100		2000		個人		八木　紘一		3,600

				個人 コジン		柴田　稔		3,000		個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		小見野　明子		2,000		2000		2000		機関		マネックス証券株式会社		3,550

				個人 コジン		杉本　直樹		3,000		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		個人 コジン		構　宏介		2,000		2000		2000		個人		秋葉　宏一		3,500

				個人 コジン		田辺　哲郎		3,000		個人 コジン		太田　和伸		2,000		個人 コジン		近藤　竜介		2,000		2000		2000		個人		佐藤　義美		3,500

				個人 コジン		高橋　知道		3,000		個人 コジン		大中　智代子		2,000		個人 コジン		末田　治		2,000		2000		2000		個人		柴田　由貴恵		3,500

				個人 コジン		高山　佳子		3,000		個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		千葉　圭子		2,000		2000		2000		個人		水村　東雄		3,500

				個人 コジン		龍田　善久		3,000		個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		高橋　駿介		2,000		2000		2000		個人		阿部　明央		3,400

				個人 コジン		谷　喜久郎		3,000		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		西山　晴一郎		2,000		2000		2000		個人		菅　栄一		3,400

				個人 コジン		中澤　和光		3,000		個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		野秋　香		2,000		2000		2000		個人		中谷　幸義		3,400

				個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		小宮　一哲		2,000		個人 コジン		堀出　忠史		2,000		2000		2000		個人		永井　文隆		3,400

				個人 コジン		馬場　妙子		3,000		個人 コジン		近藤　隆司		2,000		個人 コジン		松井　聡		2,000		2000		2000		個人		三戸　嘉信		3,400

				個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		八馬　建司		2,000		2000		2000		個人		八百村　秀司		3,400

				個人 コジン		堀　裕紀		3,000		個人 コジン		柴田　克之		2,000		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		0		0		個人		小瀬澤　央		3,300

				個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		0		2000		個人		森　聖太		3,300

				個人 コジン		水口　幸子		3,000		個人 コジン		中村　勝志		2,000		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		0		2000		個人		岩井　優一		3,200

				個人 コジン		宮永　武文		3,000		個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		柏　昭子		2,000		0		0		個人		坂田　雄一		3,100

				個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		花井　栄治		2,000		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		0		0		個人		武田　宏美		3,100

				法人 ホウジン		株式会社フルコーポレーション		3,000		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		0		0		個人		阿部　光太郎		3,000

				法人 ホウジン		文殊院		3,000		個人 コジン		平塚　賢司		2,000		個人 コジン		高橋　克聡		2,000		700		2000		個人		青柳　芳		3,000

				個人 コジン		村田　孝子		2,900		個人 コジン		正清　榮二		2,000		個人 コジン		高橋　正雄		2,000		2000		2000		個人		淺川　和夫		3,000

				個人 コジン		金子　初美		2,800		個人 コジン		三好　朋一		2,000		個人 コジン		竹田　俊幸		2,000		1500		1800		個人		荒木　朋		3,000

				個人 コジン		小埜　栄二郎		2,800		個人 コジン		安川　容子		2,000		個人 コジン		竹中　康史		2,000		1800		2000		個人		伊藤　誠		3,000

				個人 コジン		土井　雅之		2,800		個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		0		2000		役職員 ヤクショクイン		大谷　一幸		3,000

				個人 コジン		野田　裕康		2,800		個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		永井　敏史		2,000		0		0		個人		川添　祐資		3,000

				個人 コジン		小山　雅弘		2,700		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		個人 コジン		任　道勇		2,000		1000		1000		個人		小川　豊		3,000

				個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		花井　栄治		2,000		0		2000		個人		小野田　光希		3,000

				個人 コジン		関田　輝雄		2,600		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		0		0		個人		小見野　明子		3,000

				個人 コジン		山西　良知		2,600		法人 ホウジン		株式会社日本アプライドリサーチ研究所		2,000		個人 コジン		三好　朋一		2,000		0		0		個人		師田　誠司		3,000

				個人 コジン		植波　敦子		2,500		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		個人 コジン		守屋　充郎		2,000		1500		2000		個人		竹中　康史		3,000

				個人 コジン		加賀谷　博雄		2,500		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		0		2000		個人		立森　真		3,000

				個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		松本　泰彦		1,800		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		0		0		個人		辻本　達寛		3,000

				個人 コジン		林　一城		2,500		個人 コジン		朝原　秀太		1,700		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		0		0		個人		中嶋　壽		3,000

				個人 コジン		福地　稔		2,500		個人 コジン		金子　政雄		1,700		個人 コジン		野村　貞夫		1,900		1900		1900		個人		流田　武		3,000

				個人 コジン		水野　淳延		2,500		機関 キカン		岩井コスモ証券株式会社		1,600		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		0		0		個人		成田　泰		3,000

				個人 コジン		宮内　幸一		2,500		個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		豊田　重典		1,800		1800		1800		個人		鳴沢　隆		3,000

				個人 コジン		久城　憲次		2,400		個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		野口　和徳		1,800		1800		1800		個人		林　巨樹		3,000

				個人 コジン		高橋　英次		2,400		個人 コジン		戒能　憲一		1,600		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		0		0		個人		三井　慶満		3,000

				個人 コジン		中崎　重樹		2,400		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		原　幸子		1,600		1600		1600		個人		室　圭介		3,000

				個人 コジン		町田　浩之		2,400		個人 コジン		吉岡　啓一		1,600		個人 コジン		森　予始子		1,600		1600		1600		個人		山神　健司		3,000

				個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		紙田　春夫		1,501		個人 コジン		小原　紀明		1,600		600		1600		個人		新保　博之		2,900

				個人 コジン		石川　敏		2,300		機関 キカン		極東証券株式会社		1,500		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		0		0		個人		井部　尚子		2,900

				個人 コジン		前川　和満		2,300		機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		1,500		個人 コジン		室　圭介		1,600		-10900		1600		個人		小峰　孝治		2,900

				機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		2,200		機関 キカン		株式会社証券ジャパン		1,500		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		1,600		-10100		1600		個人		西田　陽介		2,900

				個人 コジン		饒平名　弘貴		2,200		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		1,500		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		1,600		-3000		-5400		個人		飯島　孝		2,800

				個人 コジン		塩川　浩美		2,200		個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		田口　敦史		1,500		1500		1500		個人		江本　千絵子		2,800

				個人 コジン		澁谷　幸一		2,200		個人 コジン		大谷　善保		1,500		個人 コジン		高麗　裕介		1,500		1500		1500		個人		田中　純一		2,800

				個人 コジン		鍛治川　隆		2,200		個人 コジン		梶原　仁臣		1,500		個人 コジン		早雲　吉信		1,500		1500		1500		個人		田中　真弓		2,800

				個人 コジン		吉原　順子		2,100		個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		服部　文一		1,500		1500		1500		個人		副島　みち子		2,800

				法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100		個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		松尾　祐子		1,500		1500		1500		個人		河本　淳		2,700

				機関 キカン		アーク証券株式会社		2,000		個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		木村　雅子		1,500		0		0		個人		須藤　清司		2,700

				機関 キカン		三田証券株式会社		2,000		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		久保　真一郎		1,500		-1500		1500		個人		西　英治		2,600

				個人 コジン		伊藤　正達		2,000		個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		0		0		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００４		2,503

				個人 コジン		池田　堅一		2,000		個人 コジン		杉江　陽一		1,500		個人 コジン		柴田　克之		1,500		-500		1500		個人		兵頭　雅人		2,501

				個人 コジン		石田　満		2,000		個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		藤原　洋之		1,500		1000		1500		個人		池田　勝紀		2,500

				個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		川里　和孝		1,400		1400		1400		個人		大塚　眞弘		2,500

				個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500		個人 コジン		咲間　勇気		1,400		1400		1400		個人		大森　浩明		2,500

				個人 コジン		岩佐　京子		2,000		機関 キカン		水戸証券株式会社		1,400		個人 コジン		田中　陽一		1,400		1400		1400		個人		大和田　貴将		2,500

				個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		浅川　貴久		1,400		個人 コジン		田中　義弘		1,400		1400		1400		個人		小島　剛志		2,500

				個人 コジン		尾立　昌弘		2,000		個人 コジン		石垣　陽子		1,400		個人 コジン		福島　昌紀		1,400		1400		1400		個人		笹原　元基		2,500

				個人 コジン		奥藤　利文		2,000		個人 コジン		岡島　文子		1,400		個人 コジン		細淵　喜行		1,400		1400		1400		個人		澤田　健吾		2,500

				個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		根本　隆文		1,400		個人 コジン		松井　香織		1,400		1400		1400		個人		杉江　陽一		2,500

				個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		0		1400		個人		辰巳　佳子		2,500

				個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		平田　裕一		1,400		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,326		305		1326		個人		中山　順郎		2,500

				個人 コジン		金谷　範明		2,000		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		今井　紘三		1,300		1300		1300		個人		沼嵜　昭宏		2,500

				個人 コジン		神田　美紀		2,000		個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		千原　研司		1,300		1300		1300		個人		増田　理恵		2,500

				個人 コジン		神谷　亨		2,000		個人 コジン		高橋　克聡		1,300		個人 コジン		田中　博		1,300		1300		1300		個人		箕浦　壮志		2,500

				個人 コジン		川嶋　勘一郎		2,000		個人 コジン		照山　雄三		1,300		個人 コジン		林　淑子		1,300		1300		1300		法人		東京電機産業有限会社		2,500

				個人 コジン		河合　章子		2,000		個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		浅田　重義		1,300		1100		1100		個人		天川　裕之		2,400

				個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		福留　京子		1,300		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		0		0		個人		菅野　茂男		2,400

				個人 コジン		倉島　文雄		2,000		個人 コジン		前田　光男		1,300		個人 コジン		古口　綾子		1,300		300		1300		個人		東藤　一司		2,400

				個人 コジン		坂本　雅俊		2,000		個人 コジン		町田　浩之		1,300		個人 コジン		町田　浩之		1,300		0		-1100		個人		小林　信義		2,300

				個人 コジン		酒井　直江		2,000		個人 コジン		丸一　淳		1,300		個人 コジン		山地　聰		1,300		600		1100		個人		田島　慎也		2,300

				個人 コジン		酒造　博明		2,000		個人 コジン		神田　美紀		1,200		個人 コジン		金　毅		1,200		1200		1200		個人		高野　昭二		2,300

				個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		佐々木　博昭		1,200		個人 コジン		中山　まき子		1,200		1200		1200		個人		武内　優太		2,300

				個人 コジン		芝原　英司		2,000		個人 コジン		志水　典二		1,200		個人 コジン		浅川　貴久		1,200		-200		1200		個人		丸山　孝治		2,300

				個人 コジン		島津　修一		2,000		個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		金澤　峰子		1,100		1100		1100		個人		森本　義彦		2,300

				個人 コジン		城戸　玲子		2,000		個人 コジン		西島　寛裕		1,200		個人 コジン		木村　英夫		1,100		1100		1100		個人		和泉　義人		2,300

				個人 コジン		菅原　渉		2,000		個人 コジン		水口　幸子		1,200		個人 コジン		小林　睦		1,100		1100		1100		個人		飯島　学		2,200

				個人 コジン		杉田　裕		2,000		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		個人 コジン		坂井　賢三		1,100		1100		1100		個人		岩瀬　俊哉		2,200

				個人 コジン		高佐　正雄		2,000		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		個人 コジン		笹渕　久夫		1,100		1100		1100		個人		岩瀬　良治		2,200

				個人 コジン		反保　愛佳		2,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,100		個人 コジン		陶山　力		1,100		1100		1100		個人		熊岡　直広		2,200

				個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		長沼　孝一朗		1,100		1100		1100		個人		角田　俊則		2,200

				個人 コジン		長井　一成		2,000		個人 コジン		戸城　秀樹		1,100		個人 コジン		三好　佐代子		1,100		1100		1100		個人		高内　功二		2,200

				個人 コジン		西村　久美子		2,000		個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		上田　穂積		1,100		200		300		個人		寺井　史郎		2,200

				個人 コジン		野澤　二郎		2,000		個人 コジン		鍋島　賛郎		1,100		個人 コジン		菊池　淳		1,100		1000		1100		個人		福井　龍一		2,200

				個人 コジン		歯朶　哲也		2,000		個人 コジン		深森　史子		1,100		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		0		1100		個人		内生蔵　晃		2,100

				個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		福嶋　猛		1,100		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		0		-1900		個人		笠原　徳久		2,100

				個人 コジン		原　健二		2,000		個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		村上　俊行		1,100		500		1100		個人		兜山　真宏		2,100

				個人 コジン		福江　梨乃		2,000		個人 コジン		宮前　洋子		1,100		個人 コジン		伊藤　禧枝		1,000		1000		1000		個人		島田　雄大		2,100

				個人 コジン		福嶋　正夫		2,000		個人 コジン		余　輝		1,100		個人 コジン		伊豆川　達也		1,000		1000		1000		個人		津本　智史		2,100

				個人 コジン		本間　真吾		2,000		機関 キカン		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,021		個人 コジン		石井　博和		1,000		1000		1000		個人		成田　健一		2,100

				個人 コジン		松岡　利彦		2,000		機関 キカン		廣田証券株式会社		1,011		個人 コジン		石崎　正史		1,000		1000		1000		個人		橋本　知幸		2,100

				個人 コジン		丸木　和子		2,000		機関 キカン		東洋証券株式会社		1,000		個人 コジン		植松　秋彦		1,000		1000		1000		個人		林　淑子		2,100

				個人 コジン		三好　朋一		2,000		機関 キカン		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		個人 コジン		内田　敦		1,000		1000		1000		個人		原田　康二		2,100

				個人 コジン		宮腰　泰光		2,000		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		個人 コジン		打田　保貴		1,000		1000		1000		個人		山本　清偉		2,100

				個人 コジン		宮下　竜太		2,000		個人 コジン		阿部　敏治		1,000		個人 コジン		浦川　浩		1,000		1000		1000		個人		赤松　伸		2,000

				個人 コジン		村瀬　雄亮		2,000		個人 コジン		青木　寛		1,000		個人 コジン		大竹　千里		1,000		1000		1000		個人		秋本　一男		2,000

				個人 コジン		森　一正		2,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		個人 コジン		大竹　康平		1,000		1000		1000		個人		有坂　栄司		2,000

				個人 コジン		矢ヶ崎　宏行		2,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		岡　英夫		1,000		1000		1000		個人		井上　隆宏		2,000

				個人 コジン		安藤　勉		2,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		岡崎　健治		1,000		1000		1000		個人		井尻　康之		2,000

				個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		個人 コジン		岡野　好晴		1,000		1000		1000		個人		池本　美紀哉		2,000

				個人 コジン		山崎　忠宏		2,000		個人 コジン		衣川　順志		1,000		個人 コジン		加藤　憲一		1,000		1000		1000		個人		岩佐　清孝		2,000

				個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		池上　哲		1,000		個人 コジン		片桐　由美		1,000		1000		1000		個人		岩本　武泰		2,000

				個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		池田　堅一		1,000		個人 コジン		勝見　星空		1,000		1000		1000		役職員 ヤクショクイン		内田　亜希子		2,000

				個人 コジン		渡邉　清		2,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		金澤　良夫		1,000		1000		1000		個人		大沼　洋一		2,000

				個人 コジン		渡辺　真貴男		2,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		川上　一美		1,000		1000		1000		個人		岡野　英次		2,000

				個人 コジン		渡辺　正行		2,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		川本　昌寛		1,000		1000		1000		個人		沖本　日出男		2,000

				個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		菊井　隆		1,000		1000		1000		個人		片岡　大輔		2,000

				法人 ホウジン		愛媛シールド工業株式会社		2,000		個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		菊池　順平		1,000		1000		1000		個人		金田　憲始		2,000

				法人 ホウジン		株式会社Ａｌｅｘ　ｐａｒｔｎｅｒｓ		2,000		個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		久野　誠		1,000		1000		1000		個人		神農　尋起		2,000

				法人 ホウジン		株式会社空		2,000		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		蔵本　公晴		1,000		1000		1000		個人		川崎　輝雄		2,000

				法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		2,000		個人 コジン		大石　納也		1,000		個人 コジン		桑山　正弘		1,000		1000		1000		個人		木ノ内　芳則		2,000

				個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		小賀　敏彦		1,000		1000		1000		個人		木村　英幸		2,000

				個人 コジン		小泉　輝美		1,800		個人 コジン		大塚　愼二		1,000		個人 コジン		小川　浩司		1,000		1000		1000		個人		清水　正義		2,000

				個人 コジン		田中　良和		1,800		個人 コジン		大矢　元		1,000		個人 コジン		小島　信一郎		1,000		1000		1000		個人		久保田　伸司		2,000

				個人 コジン		高木　竜		1,800		個人 コジン		岡内　精良		1,000		個人 コジン		小野田　優子		1,000		1000		1000		個人		黒坂　順一		2,000

				個人 コジン		土屋　雄二郎		1,800		個人 コジン		岡田　伸雄		1,000		個人 コジン		小花　和枝		1,000		1000		1000		個人		小川　美和子		2,000

				個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		個人 コジン		後藤　英友		1,000		1000		1000		個人		小瀬　仁志		2,000

				個人 コジン		橋本　誉甫子		1,800		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		個人 コジン		齊藤　雄高		1,000		1000		1000		個人		小田　稔周		2,000

				個人 コジン		山本　幸一郎		1,800		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		個人 コジン		坂本　裕之		1,000		1000		1000		個人		小西　裕介		2,000

				個人 コジン		上沖　賢太朗		1,700		個人 コジン		奥山　直子		1,000		個人 コジン		榊原　伸行		1,000		1000		1000		個人		小林　雪枝		2,000

				個人 コジン		瓜生　高士		1,700		個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		菅原　克也		1,000		1000		1000		個人		後藤　慶一郎		2,000

				個人 コジン		河本　千秋		1,700		個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		杉尾　洋呑		1,000		1000		1000		個人		近藤　隆司		2,000

				個人 コジン		中林　嗣男		1,700		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		個人 コジン		鈴木　一毅		1,000		1000		1000		個人		佐藤　正登		2,000

				個人 コジン		三浦　大介		1,700		個人 コジン		金谷　範明		1,000		個人 コジン		鈴木　永		1,000		1000		1000		個人		酒井　了		2,000

				個人 コジン		赤曽部　真幸		1,600		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		田中　治		1,000		1000		1000		個人		澤口　拓見		2,000

				個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		高野　勇		1,000		1000		1000		個人		柴田　昌行		2,000

				個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		出口　竜一		1,000		1000		1000		個人		城ヶ原　貴通		2,000

				個人 コジン		金井　宏		1,600		個人 コジン		川畑　博信		1,000		個人 コジン		永田　寿典		1,000		1000		1000		個人		進藤　憲文		2,000

				個人 コジン		小野　政宏		1,600		個人 コジン		河本　千秋		1,000		個人 コジン		二見　樹一		1,000		1000		1000		個人		末田　治		2,000

				個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		木村　井彌		1,000		個人 コジン		西川　誠明		1,000		1000		1000		個人		杉本　徹		2,000

				個人 コジン		富澤　裕一		1,600		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		西脇　宏		1,000		1000		1000		個人		田中　優子		2,000

				個人 コジン		針ヶ谷　哲也		1,600		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		橋本　雅晶		1,000		1000		1000		個人		高橋　草一		2,000

				個人 コジン		阿部　歌子		1,500		個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		原　英崇		1,000		1000		1000		個人		高橋　周衛		2,000

				個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		清水　和広		1,000		個人 コジン		晴　信一郎		1,000		1000		1000		個人		高橋　修		2,000

				個人 コジン		岡内　精良		1,500		個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		藤井　志保子		1,000		1000		1000		個人		高橋　駿介		2,000

				個人 コジン		岡田　正		1,500		個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		古沢　則夫		1,000		1000		1000		個人		竹内　正行		2,000

				個人 コジン		加藤　教祐		1,500		個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		堀田　健二		1,000		1000		1000		個人		竹田　俊幸		2,000

				個人 コジン		樺澤　三樹也		1,500		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		堀田　武靖		1,000		1000		1000		個人		徳好　成人		2,000

				個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		桑原　優		1,000		個人 コジン		益山　真一		1,000		1000		1000		個人		冨田　康夫		2,000

				個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		小川　治巳		1,000		個人 コジン		松浦　和幸		1,000		1000		1000		個人		永井　敏史		2,000

				個人 コジン		小島　兼隆		1,500		個人 コジン		小河　節子		1,000		個人 コジン		松尾　清		1,000		1000		1000		個人		野口　信宏		2,000

				個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		小蔵　隆		1,000		個人 コジン		松本　悠紀		1,000		1000		1000		個人		畑　宗昭		2,000

				個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		小林　忠則		1,000		個人 コジン		ミウラ　トクロウ		1,000		1000		1000		個人		花井　栄治		2,000

				個人 コジン		近藤　東侯		1,500		個人 コジン		小原　紀明		1,000		個人 コジン		三木　智惠子		1,000		1000		1000		個人		畔堂　雅樹		2,000

				個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		光冨　龍彦		1,000		1000		1000		個人		日比　秀昭		2,000

				個人 コジン		白幡　雅章		1,500		個人 コジン		後藤　憲		1,000		個人 コジン		光冨　ふみ子		1,000		1000		1000		役職員		福井　和貴		2,000

				個人 コジン		関口　雄一郎		1,500		個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		皆川　源		1,000		1000		1000		個人		福岡　慶祐		2,000

				個人 コジン		建部　榮子		1,500		個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		望月　和紀		1,000		1000		1000		個人		藤原　洋之		2,000

				個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		八川　博孝		1,000		1000		1000		個人		前阪　泰美		2,000

				個人 コジン		塚原　五三男		1,500		個人 コジン		斉藤　順子		1,000		個人 コジン		山岡　勲		1,000		1000		1000		個人		前田　貢		2,000

				個人 コジン		中島　秀明		1,500		個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		山本　大介		1,000		1000		1000		個人		宮永　絵里子		2,000

				個人 コジン		中島　康一郎		1,500		個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		山本　慶子		1,000		1000		1000		個人		森　一彦		2,000

				個人 コジン		西川　朋希		1,500		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		個人 コジン		吉田　知生		1,000		1000		1000		個人		山尾　正典		2,000

				個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		鹿嶋　覚		1,000		個人 コジン		渡辺　勝一郎		1,000		1000		1000		個人		山根　章治		2,000

				個人 コジン		本間　真吾		1,500		個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		渡邊　浩二		1,000		1000		1000		個人		山根　マキ子		2,000

				個人 コジン		森　豊子		1,500		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		0		1000		個人		山本　晃		2,000

				個人 コジン		吉野　隆行		1,500		個人 コジン		菅原　渉		1,000		個人 コジン		渥美　志郎		1,000		800		800		個人		山本　祐司		2,000

				法人 ホウジン		飯田水産株式会社		1,500		個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		0		0		個人		吉岡　英一郎		2,000

				法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500		個人 コジン		角谷　正文		1,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		0		0		個人		吉田　匡介		2,000

				法人 ホウジン		Ｄｏ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社		1,500		個人 コジン		設楽　秀幸		1,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		0		1000		個人		吉村　直哉		2,000

				機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		1,400		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		0		0		個人		和田　章宏		2,000

				個人 コジン		中村　幸造		1,400		個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		石田　英和		1,000		500		1000		個人		渡邊　太門		2,000

				個人 コジン		内　千恵		1,400		個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		0		0		個人		渡邊　奈緒子		2,000

				個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		0		0		個人		渡邊　秀和		2,000

				個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		個人 コジン		岩本　和久		1,000		-600		-600		法人		有限会社トータルワイド		2,000

				個人 コジン		櫻井　直人		1,300		個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		0		0		法人		合同会社美仁		2,000

				個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		個人 コジン		上野　知美		1,000		-2400		800		個人		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000

				法人 ホウジン		株式会社テクノインベストメント		1,300		個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		0		0		個人		天川　美代子		1,900

				個人 コジン		阿部　明央		1,200		個人 コジン		武本　誠		1,000		個人 コジン		大矢　元		1,000		0		1000		個人		岩崎　泰祐		1,900

				個人 コジン		井上　太志		1,200		個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		岡内　精良		1,000		0		-500		個人		小野山　ミスズ		1,900

				個人 コジン		大桑　一雄		1,200		個人 コジン		谷　則子		1,000		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		0		0		個人		角田　政信		1,900

				個人 コジン		柏　紘次		1,200		個人 コジン		谷　正文		1,000		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		0		0		個人		高橋　陽一		1,900

				個人 コジン		小西　馨		1,200		個人 コジン		谷川　史郎		1,000		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		0		1000		個人		武藤　光司		1,900

				個人 コジン		關口　文一		1,200		個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		奥山　直子		1,000		0		1000		個人		友澤　博		1,900

				個人 コジン		田中　利明		1,200		個人 コジン		反保　愛佳		1,000		個人 コジン		加納　紀子		1,000		0		0		個人		中村　大亮		1,900

				個人 コジン		高城　瑞江		1,200		個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		加藤　英明		1,000		800		1000		個人		宮崎　浩二		1,900

				個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		0		1000		個人		渡邊　正治		1,900

				個人 コジン		中島　慶人		1,200		個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		潟上　裕一		1,000		800		800		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		1,811

				個人 コジン		馬越　千惠子		1,200		個人 コジン		中尾　充宏		1,000		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		0		0		個人		井野　孝紀		1,800

				法人 ホウジン		株式会社フジデン		1,200		個人 コジン		中澤　文雄		1,000		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		0		0		個人		今給黎　孝		1,800

				個人 コジン		井上　義一		1,100		個人 コジン		中島　周		1,000		個人 コジン		川畑　博信		1,000		0		0		個人		宇野　貞雄		1,800

				個人 コジン		岩佐　譲		1,100		個人 コジン		中嶋　元弘		1,000		個人 コジン		河本　千秋		1,000		0		-700		個人		内田　樹奈		1,800

				個人 コジン		坂下　範子		1,100		個人 コジン		中野　二三男		1,000		個人 コジン		木下　節雄		1,000		100		100		個人		神山　理恵		1,800

				個人 コジン		志水　典二		1,100		個人 コジン		中村　真理		1,000		個人 コジン		木村　井彌		1,000		0		1000		個人		木佐貫　隆雄		1,800

				個人 コジン		鈴木　貴幸		1,100		個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		0		0		個人		中嶋　友敬		1,800

				個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		岸田　英明		1,000		-19000		1000		個人		野口　和徳		1,800

				個人 コジン		中谷　健		1,100		個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		0		0		個人		松沼　正		1,800

				個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		野沢　有二		1,000		個人 コジン		清水　和広		1,000		0		1000		個人		宮本　しのぶ		1,800

				個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		野々村　勝		1,000		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		0		0		個人		山上　徹		1,800

				個人 コジン		三浦　邦俊		1,100		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		個人 コジン		小野　嘉彦		1,000		800		1000		個人		吉本　健太		1,800

				機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		1,037		個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		0		0		法人		株式会社スマートプラス		1,800

				機関 キカン		八十二証券株式会社		1,000		個人 コジン		東　幸功		1,000		個人 コジン		後藤　憲		1,000		0		500		個人		浅野　広子		1,700

				個人 コジン		朝日　健		1,000		個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		近藤　隆司		1,000		-1000		1000		個人		稲場　敏		1,700

				個人 コジン		葦澤　正樹		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		齋藤　利江		1,000		600		600		個人		河又　邦彦		1,700

				個人 コジン		足立　三惠		1,000		個人 コジン		藤木　彩		1,000		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		0		1000		個人		鈴木　利行		1,700

				個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		藤原　教浩		1,000		個人 コジン		柴田　晃		1,000		700		700		個人		唐澤　知明		1,700

				個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		0		1000		個人		中島　啓		1,700

				個人 コジン		伊藤　隆之		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		1,000		-2500		1000		個人		星野　幸喜		1,700

				個人 コジン		石井　都子		1,000		個人 コジン		古口　綾子		1,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,000		-100		1000		個人		益子　幸雄		1,700

				個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		個人 コジン		角谷　正文		1,000		0		1000		個人		横地　良子		1,700

				個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		細金　徹		1,000		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		0		200		個人		ＰＥＴＨＴＨＡＷＡＤＵ　ＳＡＮＪＥＥＷＡ　ＰＲＡＢＨＡＴＨＣＨＡＭＩＮＤＡ		1,700

				個人 コジン		板倉　峰子		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		0		1000		個人		碓氷　正信		1,660

				個人 コジン		市村　広国		1,000		個人 コジン		正清　むつ子		1,000		個人 コジン		田村　玉子		1,000		0		0		個人		小川　正治		1,600

				個人 コジン		糸井　浩司		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		0		1000		個人		小野田　優子		1,600

				個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		個人 コジン		武本　誠		1,000		0		700		個人		四斗　真宏		1,600

				個人 コジン		今村　雄大		1,000		個人 コジン		松岡　英之		1,000		個人 コジン		谷　則子		1,000		0		1000		個人		田畑　正太		1,600

				個人 コジン		上條　裕二		1,000		個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		谷　正文		1,000		0		1000		個人		中村　敦英		1,600

				個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		宮永　絵里子		1,000		個人 コジン		中島　周		1,000		0		1000		個人		古田　修平		1,600

				個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		村瀬　貴之		1,000		個人 コジン		中山　啓二		1,000		400		1000		個人		堀部　英紀		1,600

				個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		元樋　俊介		1,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		1,000		-3300		1000		個人		牧野　耕治		1,600

				個人 コジン		植田　信孝		1,000		個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		0		0		個人		淀　雅和		1,600

				個人 コジン		海老塚　陽子		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		日野　洋一		1,000		0		0		個人		溝端　幸司		1,550

				個人 コジン		梅原　郁男		1,000		個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		0		0		個人		天木　稔		1,500

				個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		山内　啓介		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		0		0		個人		伊藤　広明		1,500

				個人 コジン		大久保　和生		1,000		個人 コジン		山田　正剛		1,000		個人 コジン		古賀　和雄		1,000		1000		1000		個人		飯島　せつ子		1,500

				個人 コジン		大越　良樹		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		0		1000		個人		飯伏　信也		1,500

				個人 コジン		大沢　幸夫		1,000		個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		0		0		個人		川本　昌寛		1,500

				個人 コジン		大嶽　幸雄		1,000		個人 コジン		横山　尚平		1,000		個人 コジン		前田　光男		1,000		-300		500		個人		毛塚　茂治		1,500

				個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		0		1000		個人		小松崎　秀岐		1,500

				個人 コジン		大出　玲子		1,000		個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		0		1000		個人		甲斐　雄一		1,500

				個人 コジン		大中　智代子		1,000		法人 ホウジン		ＡＴコーポレーション株式会社		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		0		0		個人		柴田　克之		1,500

				個人 コジン		大村　香奈子		1,000		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000		個人 コジン		安川　容子		1,000		-1000		1000		個人		嶋吉　太朗		1,500

				個人 コジン		大森　秀美		1,000		法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		0		0		個人		鈴　良一		1,500

				個人 コジン		岡田　不可志		1,000		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		個人 コジン		若井　秀夫		1,000		-2000		-2000		個人		千葉　嵩也		1,500

				個人 コジン		岡本　高宏		1,000		法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		1,000		個人 コジン		若尾　元康		1,000		900		1000		個人		茶野　宏		1,500

				個人 コジン		岡村　光敏		1,000		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		個人 コジン		渡部　啓人		1,000		400		1000		個人		中　清司		1,500

				個人 コジン		荻原　清		1,000		個人 コジン		上田　穂積		900		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		0		0		個人		長井　理奈子		1,500

				個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		荻原　治男		900		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		0		1000		個人		原田　厚		1,500

				個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		木下　節雄		900		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		0		1000		個人		真田　光明		1,500

				個人 コジン		金城　恵子		1,000		個人 コジン		郷家　正義		900		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		1,000		800		1000		個人		松田　直也		1,500

				個人 コジン		金田　政雄		1,000		個人 コジン		田島　常雄		900		個人 コジン		宇津野　祐介		900		900		900		個人		村田　文男		1,500

				個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		崎野　晃滋		900		900		900		個人		山上　緑		1,500

				個人 コジン		神尾　太資		1,000		個人 コジン		中村　幸造		900		個人 コジン		下村　恵美		900		900		900		個人		山本　貴也		1,500

				個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		砂田　洋平		900		900		900		個人		山本　和也		1,500

				個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		西本　雄真		900		900		900		個人		横山　哲		1,500

				個人 コジン		川上　一宏		1,000		個人 コジン		山野　一弘		900		個人 コジン		前田　貢		900		900		900		個人		吉田　拓馬		1,500

				個人 コジン		川畑　博信		1,000		法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900		個人 コジン		森部　太智		900		900		900		個人		渡邊　タマキ		1,500

				個人 コジン		川俣　清隆		1,000		機関 キカン		ＭＬ　ＩＮＴＬ　ＥＱＵＩＴＹ　ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ		800		個人 コジン		山上　順子		900		900		900		個人		金子　敦		1,402

				個人 コジン		木村　慶春		1,000		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＤＵＢＬＩＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＰＲＩＭＥ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴ　ＥＱＵＩＴＹ　ＡＣＣＯＵＮＴ		800		個人 コジン		荻原　治男		900		0		0		個人		池高　純子		1,400

				個人 コジン		木村　正彦		1,000		機関 キカン		ＣＧＭＬ－ＬＯＮＤＯＮ　ＥＱＵＩＴＹ		800		個人 コジン		郷家　正義		900		0		0		個人		金田　由理子		1,400

				個人 コジン		木元　達夫		1,000		個人 コジン		相場　和裕		800		個人 コジン		坪内　憲和		900		0		0		個人		木村　榮二		1,400

				個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		伊藤　孝介		800		個人 コジン		永岡　陽介		900		700		900		個人		清水田　哲		1,400

				個人 コジン		北島　正明		1,000		個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		橋本　知幸		900		800		800		個人		小西　均		1,400

				個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		川畑　浩一		800		個人 コジン		相良　恭子		800		800		800		個人		齋藤　太		1,400

				個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		木村　敏浩		800		個人 コジン		岩井　克己		800		800		800		個人		塚原　芳輝		1,400

				個人 コジン		九十歩　昭博		1,000		個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		岩本　知己		800		800		800		個人		中尾　敦		1,400

				個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		笹　令		800		個人 コジン		内藤　順子		800		800		800		個人		中本　涼		1,400

				個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		杉　喜志盛		800		個人 コジン		大西　弘文		800		800		800		個人		平岩　智宏		1,400

				個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		杉江　以津子		800		個人 コジン		小林　良晃		800		800		800		個人		牧　角栄		1,400

				個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		田中　美保子		800		個人 コジン		齋藤　あい		800		800		800		個人		松田　広志		1,400

				個人 コジン		小泉　隆與		1,000		個人 コジン		玉井　道裕		800		個人 コジン		中嶋　文彦		800		800		800		個人		松原　泰之		1,400

				個人 コジン		小笠原　勇人		1,000		個人 コジン		土井　雅之		800		個人 コジン		中屋　朋子		800		800		800		個人		横山　正宏		1,400

				個人 コジン		小林　伸行		1,000		個人 コジン		土屋　智広		800		個人 コジン		馬場　一彰		800		800		800		機関		株式会社日本カストディ銀行（年金特金口）		1,400

				個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		中野　雄太		800		個人 コジン		服部　正純		800		800		800		法人		エイディシーテクノロジー株式会社		1,400

				個人 コジン		後藤　正春		1,000		個人 コジン		中林　嗣男		800		個人 コジン		満島　裕子		800		800		800		機関		Ｍｏｎｅｘ　Ｂｏｏｍ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　（Ｈ．Ｋ．）　Ｌｉｍｉｔｅｄ　－　Ｃｌｉｅｎｔｓ’　Ａｃｃｏｕｎｔ		1,400

				個人 コジン		米田　正英		1,000		個人 コジン		永松　良平		800		個人 コジン		片山　勝巳		800		300		800		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		1,400

				個人 コジン		近見　康広		1,000		個人 コジン		松谷　元気		800		個人 コジン		小関　満		800		0		0		機関		ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ　１４００４２		1,400

				個人 コジン		佐野　伊久夫		1,000		個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		杉江　以津子		800		0		800		個人		島袋　大樹		1,315

				個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		三浦　邦俊		800		個人 コジン		田中　美保子		800		0		800		個人		熊谷　瞬		1,301

				個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		三浦　輝美		800		個人 コジン		土井　雅之		800		0		-2000		個人		今津　輝彦		1,300

				個人 コジン		佐藤　博		1,000		個人 コジン		吉江　謙司		800		個人 コジン		仲宗根　正典		800		-300		-300		個人		宇津野　祐介		1,300

				個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		和田　章宏		800		個人 コジン		松岡　賢治		800		500		800		個人		大越　勇一		1,300

				個人 コジン		佐々木　博昭		1,000		個人 コジン		赤山　聡		700		個人 コジン		丸山　幸夫		800		0		0		個人		大野　陽一		1,300

				個人 コジン		斎藤　テイ		1,000		個人 コジン		伊東　満雄		700		個人 コジン		水野　旭		800		600		800		個人		門田　隆志		1,300

				個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		吉田　友彦		800		500		500		個人		河部　覚		1,300

				個人 コジン		阪上　章二		1,000		個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		和田　章宏		800		0		800		個人		熊谷　光		1,300

				個人 コジン		桜井　尚史		1,000		個人 コジン		植木　是		700		個人 コジン		阿部　正善		700		700		700		個人		黒川　大介		1,300

				個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		朝倉　勲		700		700		700		個人		佐藤　眞		1,300

				個人 コジン		酒井　安雄		1,000		個人 コジン		大黒　秀樹		700		個人 コジン		片岡　真太郎		700		700		700		個人		酒井　正人		1,300

				個人 コジン		治田　靖夫		1,000		個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		紀伊　仁司		700		700		700		個人		猿橋　照彦		1,300

				個人 コジン		峙　英慶		1,000		個人 コジン		園原　智博		700		個人 コジン		黄地　宏史		700		700		700		個人		首藤　広行		1,300

				個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		月城　聡之		700		個人 コジン		小川　中也		700		700		700		個人		白神　康一郎		1,300

				個人 コジン		柴田　勇治		1,000		個人 コジン		土野　康夫		700		個人 コジン		五島　泰信		700		700		700		個人		鈴木　一毅		1,300

				個人 コジン		島田　実		1,000		個人 コジン		土屋　明美		700		個人 コジン		幸　裕也		700		700		700		個人		鈴木　和也		1,300

				個人 コジン		諏佐　誠		1,000		個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		中村　由美子		700		700		700		個人		錢谷　直也		1,300

				個人 コジン		菅　紀美江		1,000		個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		濱崎　輝彦		700		700		700		個人		高井　謙二郎		1,300

				個人 コジン		菅井　秀昭		1,000		個人 コジン		福島　桐典		700		個人 コジン		矢口　眞佐子		700		700		700		個人		中下　信子		1,300

				個人 コジン		杉江　陽一		1,000		個人 コジン		藤井　清治		700		個人 コジン		弓木　寛一		700		700		700		個人		中村　晃士		1,300

				個人 コジン		杉原　源太郎		1,000		個人 コジン		松井　浩		700		個人 コジン		横山　哲		700		700		700		個人		西沢　弘晃		1,300

				個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		溝越　祐輔		700		個人 コジン		和田　明博		700		700		700		個人		野上　克也		1,300

				個人 コジン		関根　聡		1,000		個人 コジン		山地　聰		700		個人 コジン		阿部　敏治		700		-300		700		個人		林　克茂		1,300

				個人 コジン		関根　多喜恵		1,000		個人 コジン		横山　正宏		700		個人 コジン		伊藤　純子		700		0		0		個人		林　正幸		1,300

				個人 コジン		関根　義三		1,000		個人 コジン		吉田　幸一		700		個人 コジン		石原　直樹		700		0		0		個人		町田　茂		1,300

				個人 コジン		千　貴行		1,000		個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		江口　太郎		700		200		400		個人		松尾　祐子		1,300

				個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		赤松　邦男		600		個人 コジン		大黒　秀樹		700		0		500		個人		山崎　恒治		1,300

				個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		井出　敏明		600		個人 コジン		加藤　幸子		700		100		700		個人		渡邊　かおる		1,300

				個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		笠原　智大		700		400		700		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２３		1,300

				個人 コジン		田邉　和代		1,000		個人 コジン		加藤　幸子		600		個人 コジン		許　蛍雪		700		500		600		個人		小見野　勇人		1,208

				個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		形野　文彦		600		個人 コジン		小松　顕史		700		600		700		個人		岩本　みずほ		1,200

				個人 コジン		高橋　幸子		1,000		個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		出口　昭利		700		0		0		個人		勝俣　幸子		1,200

				個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		川野　智昭		600		個人 コジン		福島　桐典		700		0		700		個人		門脇　大輔		1,200

				個人 コジン		滝澤　清		1,000		個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		渡辺　洋		700		200		700		個人		清水　久広		1,200

				個人 コジン		竹村　和人		1,000		個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		サハノンチャイクン　ブンシリ		600		600		600		個人		草薙　喜治		1,200

				個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		小川　幸雄		600		個人 コジン		新井　憲子		600		600		600		個人		窪田　友亮		1,200

				個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		粟根　浩一郎		600		600		600		個人		小村　裕		1,200

				個人 コジン		谷本　かおり		1,000		個人 コジン		小松　孝		600		個人 コジン		伊藤　健宏		600		600		600		個人		佐久間　寛		1,200

				個人 コジン		玉井　政材		1,000		個人 コジン		佐多　宗		600		個人 コジン		石井　泰弘		600		600		600		個人		佐藤　兆秀		1,200

				個人 コジン		柘植　ひろ江		1,000		個人 コジン		齊藤　眞一		600		個人 コジン		石成　英樹		600		600		600		個人		堺　日出美		1,200

				個人 コジン		塚原　弘康		1,000		個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		梅村　和代		600		600		600		個人		作山　保之		1,200

				個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		品地　惠太		600		個人 コジン		遠山　大貴		600		600		600		個人		嶌　道子		1,200

				個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		尾崎　宏基		600		600		600		個人		田中　陽一		1,200

				個人 コジン		寺島　健就		1,000		個人 コジン		田中　秀和		600		個人 コジン		太田　正		600		600		600		個人		田原　章裕		1,200

				個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		高坂　磨希子		600		個人 コジン		大畑　貴裕		600		600		600		個人		田部　達弥		1,200

				個人 コジン		鳥山　誠二		1,000		個人 コジン		武山　美佐子		600		個人 コジン		菊池　謙作		600		600		600		個人		武田　和明		1,200

				個人 コジン		中島　義和		1,000		個人 コジン		中山　啓二		600		個人 コジン		小久保　奈海		600		600		600		個人		中田　章雄		1,200

				個人 コジン		中村　勝志		1,000		個人 コジン		長内　修		600		個人 コジン		小阪　元成		600		600		600		個人		永田　寿典		1,200

				個人 コジン		長谷川　幸人		1,000		個人 コジン		長塚　利春		600		個人 コジン		小島　真		600		600		600		個人		永山　康太		1,200

				個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		野上　修作		600		個人 コジン		小山　徹彦		600		600		600		個人		長　信男		1,200

				個人 コジン		西岡　正文		1,000		個人 コジン		野村　太一		600		個人 コジン		芝田　隆志		600		600		600		個人		根岸　健一		1,200

				個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		浜野　文雄		600		個人 コジン		白川　洋之		600		600		600		個人		畠中　知之		1,200

				個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		日榮　隆広		600		個人 コジン		角田　俊則		600		600		600		個人		花井　博道		1,200

				個人 コジン		沼尻　享明		1,000		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		個人 コジン		出川　拓也		600		600		600		個人		深野木　剛士		1,200

				個人 コジン		野村　知生		1,000		個人 コジン		藤光　厚子		600		個人 コジン		鳴戸　栄朗		600		600		600		個人		藤川　克也		1,200

				個人 コジン		能登　知子		1,000		個人 コジン		穂坂　弘治		600		個人 コジン		西垣　弘樹		600		600		600		個人		藤吉　友子		1,200

				個人 コジン		能美　裕一		1,000		個人 コジン		松井　直道		600		個人 コジン		林　克茂		600		600		600		個人		古口　綾子		1,200

				個人 コジン		畑中　静子		1,000		個人 コジン		松田　真紀子		600		個人 コジン		平田　慶樹		600		600		600		個人		松島　賢治		1,200

				個人 コジン		花島　健士		1,000		個人 コジン		村上　俊行		600		個人 コジン		堀川　裕貴		600		600		600		個人		三浦　康司		1,200

				個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		八田　卓人		600		個人 コジン		松井　雅隆		600		600		600		個人		宮川　修		1,200

				個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		松本　良浩		600		600		600		個人		森川　裕史		1,200

				個人 コジン		平井　政規		1,000		個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		松村　亮三		600		600		600		個人		山戸　雅治		1,200

				個人 コジン		平石　雅也		1,000		個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		丸山　勇		600		600		600		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		1,112

				個人 コジン		平田　儒弘		1,000		個人 コジン		吉村　和平		600		個人 コジン		相崎　孝行		600		0		0		個人		西山　潤		1,101

				個人 コジン		平野　悦生		1,000		個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		井出　敏明		600		0		200		個人		秋野　雅彦		1,100

				個人 コジン		平原　彩都美		1,000		個人 コジン		渡部　啓人		600		個人 コジン		伊藤　顕二郎		600		300		300		個人		池上　歌苗		1,100

				個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		市河原　啓正		600		0		0		個人		石橋　五月		1,100

				個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		機関 キカン		東海東京証券株式会社		500		個人 コジン		片岡　修		600		400		400		個人		石原　猛		1,100

				個人 コジン		藤本　佳子		1,000		機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		500		個人 コジン		形野　文彦		600		0		600		個人		内田　博基		1,100

				個人 コジン		藤本　雅和		1,000		個人 コジン		穴迫　隆光		500		個人 コジン		川口　宜人		600		0		0		個人		榎本　香織		1,100

				個人 コジン		舟橋　淑惠		1,000		個人 コジン		荒谷　章弘		500		個人 コジン		川畑　浩一		600		-200		600		個人		金川　裕樹		1,100

				個人 コジン		古谷　利彦		1,000		個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		螢原　純		600		500		600		個人		鎌田　幹雄		1,100

				個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		粟田　剛平		500		個人 コジン		小林　節子		600		0		0		個人		木下　孝司		1,100

				個人 コジン		前沢　慈名		1,000		個人 コジン		井上　征典		500		個人 コジン		佐藤　優希		600		500		500		個人		桐村　弘文		1,100

				個人 コジン		松井　和雄		1,000		個人 コジン		伊藤　勤		500		個人 コジン		高橋　鉄哉		600		300		600		個人		工藤　克彦		1,100

				個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		飯塚　敦子		500		個人 コジン		武山　美佐子		600		0		600		個人		後藤　憲		1,100

				個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		石川　訓		500		個人 コジン		辻本　貴行		600		100		600		個人		佐藤　健人		1,100

				個人 コジン		森本　和男		1,000		個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		能美　佑		600		100		600		個人		白井　康浩		1,100

				個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		石田　英和		500		個人 コジン		原　陽子		600		300		600		個人		鈴木　永		1,100

				個人 コジン		矢野　淳		1,000		個人 コジン		石田　隆三		500		個人 コジン		日榮　隆広		600		0		600		個人		鈴木　康浩		1,100

				個人 コジン		矢吹　健二		1,000		個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		福原　兼隆		600		200		600		個人		田村　一樹		1,100

				個人 コジン		保科　誠助		1,000		個人 コジン		石原　友紀		500		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		0		300		個人		二上　浩至		1,100

				個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		市村　広国		500		個人 コジン		松岡　真代		600		300		600		個人		林　幹也		1,100

				個人 コジン		山田　哲		1,000		個人 コジン		稲端下　洋		500		個人 コジン		横澤　容子		600		100		500		個人		藤川　義久		1,100

				個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		頼岡　詩子		600		0		0		個人		増田　康祐		1,100

				個人 コジン		山本　荘太郎		1,000		個人 コジン		氏原　久徳		500		個人 コジン		渡部　吉則		600		100		600		個人		三井　修次		1,100

				個人 コジン		山本　浩司		1,000		個人 コジン		碓氷　正信		500		機関		松井証券株式会社		600		-12300		-31500		個人		満島　隆幸		1,100

				個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		梅林　正和		500		個人 コジン		新井　一弘		500		500		500		個人		宮川　裕司		1,100

				個人 コジン		横山　二美男		1,000		個人 コジン		江口　太郎		500		個人 コジン		池上　登		500		500		500		個人		山田　哲也		1,100

				個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		大塚　道宏		500		個人 コジン		泉谷　臣陽		500		500		500		個人		吉田　昌泰		1,100

				個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		大松　雄次		500		個人 コジン		板野　修一		500		500		500		機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　（ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ		1,100

				個人 コジン		渡部　利助		1,000		個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		内藤　隆徳		500		500		500		個人		紙田　春夫		1,006

				個人 コジン		花田　啓陽		1,000		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		個人 コジン		大泉　芳弘		500		500		500		個人		富樫　俊文		1,001

				法人 ホウジン		ＡＩホールディングス株式会社		1,000		個人 コジン		奥柿　佐久楽		500		個人 コジン		大塚　眞弘		500		500		500		個人		青木　和夫		1,000

				法人 ホウジン		株式会社ＮＳＩ		1,000		個人 コジン		會沢　辰介		500		個人 コジン		岡崎　稔		500		500		500		個人		赤岡　昌朋		1,000

				法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000		個人 コジン		片山　勝巳		500		個人 コジン		岡本　孝雄		500		500		500		個人		赤松　健		1,000

				法人 ホウジン		オプトテック有限会社		1,000		個人 コジン		勝村　夢		500		個人 コジン		加藤　俊文		500		500		500		個人		浅田　久子		1,000

				法人 ホウジン		株式会社大阪住宅		1,000		個人 コジン		川上　敏博		500		個人 コジン		加藤　智江		500		500		500		個人		浅野　大		1,000

				法人 ホウジン		合名会社大政商店		1,000		個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		霍川　順一		500		500		500		個人		浅野　修一		1,000

				法人 ホウジン		壽光寺		1,000		個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		勝沼　将人		500		500		500		個人		新藤　正人		1,000

				法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000		個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		神田　まゆみ		500		500		500		個人		井上　武士		1,000

				法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		個人 コジン		木村　史絵		500		個人 コジン		川崎　孝弘		500		500		500		個人		井原　伸介		1,000

				法人 ホウジン		有限会社関根企画社		1,000		個人 コジン		木村　博光		500		個人 コジン		川崎　吉明		500		500		500		個人		井藤　雄基		1,000

				法人 ホウジン		平林建設株式会社		1,000		個人 コジン		木元　淳一郎		500		個人 コジン		北澤　治道		500		500		500		個人		井村　沙紀		1,000

				法人 ホウジン		向陽建設株式会社		1,000		個人 コジン		工藤　健一		500		個人 コジン		北嶋　克至		500		500		500		個人		伊藤　有司		1,000

				機関 キカン		立花証券株式会社		900		個人 コジン		工藤　孝嗣		500		個人 コジン		清水　春代		500		500		500		個人		伊藤　健宏		1,000

				機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		900		個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		黒川　嘉裕		500		500		500		個人		伊豆川　達也		1,000

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		個人 コジン		黒柳　直人		500		個人 コジン		黒田　健二		500		500		500		個人		池田　樹吏		1,000

				個人 コジン		岩田　和久		900		個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		小池　英臣		500		500		500		個人		池田　智子		1,000

				個人 コジン		荻原　治男		900		個人 コジン		小島　榮一		500		個人 コジン		小久保　久子		500		500		500		個人		石井　邦子		1,000

				個人 コジン		神谷　花子		900		個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		小坂　武志		500		500		500		個人		石川　訓		1,000

				個人 コジン		冠城　公示		900		個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		小林　宏		500		500		500		個人		石川　崇		1,000

				個人 コジン		木下　節雄		900		個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		小林　優之		500		500		500		個人		石坂　なみ江		1,000

				個人 コジン		小島　一利		900		個人 コジン		纐纈　保文		500		個人 コジン		小原　謙二		500		500		500		個人		石田　博之		1,000

				個人 コジン		郷家　正義		900		個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		小見野　勇人		500		500		500		個人		石塚　徳一		1,000

				個人 コジン		茂呂　忠良		900		個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		五十嵐　紀之		500		500		500		個人		石原　俊一		1,000

				個人 コジン		田中　俊光		900		個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		甲斐　啓司		500		500		500		個人		磯野　正美		1,000

				個人 コジン		辰己　欣広		900		個人 コジン		坂本　知子		500		個人 コジン		白石　文生		500		500		500		個人		板野　順一		1,000

				個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		杉　達知		500		500		500		個人		市野　修一		1,000

				個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		下山　昇一		500		個人 コジン		鈴木　拓		500		500		500		個人		稲田　実		1,000

				個人 コジン		野尻　信義		900		個人 コジン		白幡　雅章		500		個人 コジン		鈴木　雅巳		500		500		500		役職員 ヤクショクイン		稲葉　賢二		1,000

				個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		鈴木　和史		500		500		500		個人		稲餅　幸和		1,000

				個人 コジン		山口　雅也		900		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		個人 コジン		瀬戸口　翠		500		500		500		個人		今井　康太		1,000

				個人 コジン		和田　信		900		個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		関　充夫		500		500		500		個人		今込　信二		1,000

				個人 コジン		脇　正人		900		個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		高芝　将勝		500		500		500		個人		岩瀬　一馬		1,000

				法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900		個人 コジン		田中　智浩		500		個人 コジン		宝井　徳郎		500		500		500		個人		宇江城　昌弘		1,000

				機関 キカン		ひびき証券株式会社		800		個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		竹内　由衣		500		500		500		個人		宇多　範子		1,000

				個人 コジン		阿部　功男		800		個人 コジン		高岡　直樹		500		個人 コジン		塚本　直樹		500		500		500		個人		上城　貴士		1,000

				個人 コジン		芥川　朋義		800		個人 コジン		高橋　みつ子		500		個人 コジン		露本　重治		500		500		500		個人		上野　健治		1,000

				個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		竹田　俊幸		500		個人 コジン		戸崎　和彦		500		500		500		個人		上渕　哲史		1,000

				個人 コジン		上田　穂積		800		個人 コジン		竹本　恵子		500		個人 コジン		豊田　晃		500		500		500		個人		上村　博子		1,000

				個人 コジン		大石　健		800		個人 コジン		玉井　志穂		500		個人 コジン		鳥海　大明		500		500		500		個人		臼田　優樹		1,000

				個人 コジン		大谷　善保		800		個人 コジン		辻本　貴行		500		個人 コジン		中尾　尊		500		500		500		個人		内藤　薫志		1,000

				個人 コジン		會津　富士代		800		個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		中村　誠		500		500		500		個人		打田　保貴		1,000

				個人 コジン		金子　由美子		800		個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		長濱　英朗		500		500		500		個人		海老原　順		1,000

				個人 コジン		金城　千草		800		個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		成田　素		500		500		500		個人		尾崎　英外		1,000

				個人 コジン		久保　崇子		800		個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		二宮　紀子		500		500		500		個人		大川原　誠		1,000

				個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		西山　潤		500		500		500		個人		太田　直樹		1,000

				個人 コジン		小野　敏勝		800		個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		橋本　早由利		500		500		500		個人		太谷　周治		1,000

				個人 コジン		坂野　昌人		800		個人 コジン		中谷　健		500		個人 コジン		日高　力		500		500		500		個人		大塚　拓海		1,000

				個人 コジン		志村　高義		800		個人 コジン		中谷　友昭		500		個人 コジン		日野　俊宏		500		500		500		個人		大成　博昭		1,000

				個人 コジン		末野　裕之		800		個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		平倉　一弘		500		500		500		個人		大野　修		1,000

				個人 コジン		杉山　敬亮		800		個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		福嶋　まり子		500		500		500		個人		大野　知子		1,000

				個人 コジン		千葉　嵩也		800		個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		福永　憲和		500		500		500		個人		大矢　元		1,000

				個人 コジン		武谷　勝法		800		個人 コジン		永野　由巳		500		個人 コジン		藤井　勝		500		500		500		個人		岡田　康夫		1,000

				個人 コジン		寺内　良一		800		個人 コジン		長谷川　典子		500		個人 コジン		星谷　孝彦		500		500		500		個人		岡野　好晴		1,000

				個人 コジン		照山　雄三		800		個人 コジン		西尾　守弘		500		個人 コジン		町山　賢司		500		500		500		個人		岡本　高宏		1,000

				個人 コジン		原山　和芳		800		個人 コジン		西口　サト子		500		個人 コジン		三河　哲男		500		500		500		個人		沖汐　和彦		1,000

				個人 コジン		藤澤　正雄		800		個人 コジン		西田　孝雄		500		個人 コジン		三宅　茂		500		500		500		個人		奥田　充昭		1,000

				個人 コジン		牧江　重徳		800		個人 コジン		西山　和行		500		個人 コジン		満島　隆幸		500		500		500		個人		奥山　秀朗		1,000

				個人 コジン		町井　健二		800		個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		向井　亨		500		500		500		個人		加藤　光枝		1,000

				個人 コジン		松本　匡美		800		個人 コジン		野島　茂一		500		個人 コジン		森國　俊充		500		500		500		個人		笠井　高士		1,000

				個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		能美　佑		500		個人 コジン		矢部　芳一		500		500		500		個人		梶原　徹		1,000

				個人 コジン		三吉　直樹		800		個人 コジン		濱口　貴和		500		個人 コジン		矢山　士朗		500		500		500		個人		片男浪　健太郎		1,000

				個人 コジン		山口　裕成		800		個人 コジン		原　ゆか		500		個人 コジン		保坂　奏希		500		500		500		個人		片山　良子		1,000

				個人 コジン		和田　逸子		800		個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		山口　順子		500		500		500		個人		勝見　星空		1,000

				個人 コジン		渡邉　定康		800		個人 コジン		樋口　和江		500		個人 コジン		湯浦　澄子		500		500		500		個人		金　毅		1,000

				機関 キカン		株式会社証券ジャパン		700		個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		横井　和雄		500		500		500		個人		金田　卓也		1,000

				個人 コジン		赤松　邦男		700		個人 コジン		福井　毅		500		個人 コジン		横田　浩平		500		500		500		個人		神戸　謙二		1,000

				個人 コジン		伊藤　貴史		700		個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		横田　頼雄		500		500		500		個人		亀井　智裕		1,000

				個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		藤原　洋之		500		個人 コジン		吉沢　栄子		500		500		500		個人		川上　直朗		1,000

				個人 コジン		池岡　久仁夫		700		個人 コジン		摩嶋　竜生		500		個人 コジン		吉田　亨輔		500		500		500		個人		川上　實		1,000

				個人 コジン		石垣　陽子		700		個人 コジン		松田　大		500		個人 コジン		朝倉　哲雄		500		300		400		個人		川崎　吉明		1,000

				個人 コジン		石田　重利		700		個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		粟田　剛平		500		0		500		個人		川瀬　学		1,000

				個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		伊東　宏昌		500		300		500		個人		川村　龍介		1,000

				個人 コジン		岩田　正樹		700		個人 コジン		水越　満		500		個人 コジン		石川　訓		500		0		500		個人		河本　千秋		1,000

				個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		満塩　博起		500		個人 コジン		石川　渓一		500		0		0		個人		木村　井彌		1,000

				個人 コジン		大野　真一		700		個人 コジン		宮永　浩明		500		個人 コジン		石田　隆三		500		0		500		個人		木村　学		1,000

				個人 コジン		大和　良章		700		個人 コジン		村田　幹雄		500		個人 コジン		稲端下　洋		500		0		500		個人		木村　直幸		1,000

				個人 コジン		加藤　俊樹		700		個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		岩井　敦		500		0		0		個人		木村　吉信		1,000

				個人 コジン		加藤　泰司		700		個人 コジン		守屋　充郎		500		個人 コジン		氏原　久徳		500		0		500		個人		菊井　隆		1,000

				個人 コジン		會澤　直		700		個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		碓氷　正信		500		0		500		個人		岸田　正明		1,000

				個人 コジン		金子　大輝		700		個人 コジン		山神　健司		500		個人 コジン		大野　陽一		500		400		400		個人		岸本　晃和		1,000

				個人 コジン		川瀬　敏夫		700		個人 コジン		山嵜　雄一郎		500		個人 コジン		大橋　智恵子		500		-2400		500		個人		北島　邦男		1,000

				個人 コジン		清水　大平		700		個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		0		400		個人		久世　忠志		1,000

				個人 コジン		桑原　優		700		個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		岡村　政紘		500		300		400		役職員 ヤクショクイン		熊取谷　重徳		1,000

				個人 コジン		小松　美恵子		700		個人 コジン		山田　裕介		500		個人 コジン		會沢　辰介		500		0		500		個人		熊野　滋子		1,000

				個人 コジン		佐藤　厚子		700		個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		川島　百合子		500		0		0		個人		黒川　嘉裕		1,000

				個人 コジン		鹿田　能昭		700		個人 コジン		山本　繁義		500		個人 コジン		川村　修介		500		300		400		個人		小坂　武志		1,000

				個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		山本　荘太郎		500		個人 コジン		木村　一三		500		0		0		個人		小坂　俊陽		1,000

				個人 コジン		篠田　隼人		700		個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		木元　淳一郎		500		0		500		個人		小島　八郎		1,000

				個人 コジン		鈴木　寛治		700		個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		栗林　眞		500		0		0		個人		小坪　幸一		1,000

				個人 コジン		鈴木　和宏		700		個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		黒柳　直人		500		0		500		個人		小沼　滋紀		1,000

				個人 コジン		檀浦　直子		700		個人 コジン		横澤　容子		500		個人 コジン		桑原　優		500		-500		-200		個人		小野　嘉彦		1,000

				個人 コジン		土田　賢司		700		個人 コジン		横山　孝良		500		個人 コジン		小川　ひろ子		500		0		0		個人		小野　貴弘		1,000

				個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		吉田　雄太郎		500		個人 コジン		小滝　弘		500		0		0		個人		小野　幸市		1,000

				個人 コジン		直江　貴司		700		個人 コジン		渡部　貞良		500		個人 コジン		佐野　美恵子		500		0		0		個人		小花　和枝		1,000

				個人 コジン		中村　隆司		700		個人 コジン		渡部　吉則		500		個人 コジン		佐復　信夫		500		200		500		個人		小林　睦		1,000

				個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		渡辺　正基		500		個人 コジン		佐藤　成将		500		200		200		個人		小山　浩一		1,000

				個人 コジン		野村　道浩		700		個人 コジン		渡辺　裕士		500		個人 コジン		斎藤　元志		500		0		0		個人		児玉　喜代子		1,000

				個人 コジン		林　常雄		700		個人 コジン		渡辺　洋		500		個人 コジン		坂本　知子		500		0		500		個人		後藤　義彰		1,000

				個人 コジン		藤井　清治		700		法人 ホウジン		雲龍寺		500		個人 コジン		下山　昇一		500		0		500		個人		後藤　亘		1,000

				個人 コジン		松村　直樹		700		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500		個人 コジン		菅野　幸夫		500		400		400		個人		米津　幸夫		1,000

				個人 コジン		三浦　輝美		700		個人 コジン		赤丸　祐介		400		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		0		500		個人		近藤　久子		1,000

				個人 コジン		元嶋　浩		700		個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		田口　章子		500		0		0		個人		近藤　千花		1,000

				個人 コジン		矢田　春治		700		個人 コジン		秋吉　賢		400		個人 コジン		田邊　忠志		500		0		0		個人		佐野　篤史		1,000

				個人 コジン		保阪　隆幸		700		個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		高岡　直樹		500		0		500		個人		佐藤　強		1,000

				個人 コジン		吉江　謙司		700		個人 コジン		荒川　渉		400		個人 コジン		戸谷　憲一		500		0		0		個人		佐藤　幸毅		1,000

				個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		荒島　史朗		400		個人 コジン		中谷　健		500		0		-2600		個人		佐藤　美直子		1,000

				個人 コジン		井上　英明		600		個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		中原　晋		500		0		0		個人		佐藤　陵		1,000

				個人 コジン		井上　喜弘		600		個人 コジン		生水　利明		400		個人 コジン		中村　幸子		500		-3500		500		個人		佐々木　陽司		1,000

				個人 コジン		伊東　正		600		個人 コジン		石川　健二		400		個人 コジン		中村　豊		500		0		0		個人		齋藤　利江		1,000

				個人 コジン		石井　正人		600		個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		永野　由巳		500		0		400		個人		齊藤　智之		1,000

				個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		野村　太一		500		-100		500		個人		齊藤　博仁		1,000

				個人 コジン		上原　陽一		600		個人 コジン		宇田川　明男		400		個人 コジン		橋口　知一		500		200		200		個人		坂上　輝樹		1,000

				個人 コジン		植木　是		600		個人 コジン		植田　信孝		400		個人 コジン		原口　峯子		500		200		200		個人		咲間　勇気		1,000

				個人 コジン		荻原　長雄		600		個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		原沢　恵美子		500		0		0		役職員 ヤクショクイン		酒井　瑞恵		1,000

				個人 コジン		梶谷　修滋		600		個人 コジン		浦田　修		400		個人 コジン		深瀬　雄之		500		200		500		個人		笹渕　久夫		1,000

				個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		松岡　拓郎		500		200		500		個人		澤　恒雄		1,000

				個人 コジン		川崎　裕司		600		個人 コジン		太田　仁志		400		個人 コジン		松田　大		500		0		500		個人		澤田　幸代		1,000

				個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		松村　麻也		500		0		0		個人		重本　容延		1,000

				個人 コジン		河本　淳司		600		個人 コジン		大橋　明夫		400		個人 コジン		松村　凡夫		500		0		0		個人		篠田　孝彦		1,000

				個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		岡内　左和子		400		個人 コジン		三島　浩一		500		400		500		個人		芝本　洋平		1,000

				個人 コジン		久保田　俊明		600		個人 コジン		岡部　保		400		個人 コジン		元樋　俊介		500		-500		0		個人		柴垣　雅俊		1,000

				個人 コジン		雲林院　和彦		600		個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		山内　啓介		500		-500		500		個人		嶋田　大輔		1,000

				個人 コジン		小澤　正吾		600		個人 コジン		神　敏治		400		個人 コジン		山下　智弘		500		0		0		個人		島田　峰子		1,000

				個人 コジン		小島　廣教		600		個人 コジン		川崎　剛		400		個人 コジン		山本　太郎		500		0		0		個人		下山　大輔		1,000

				個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		川野　祥平		400		個人 コジン		山本　友貴		500		200		500		個人		菅野　隆浩		1,000

				個人 コジン		佐野　和宏		600		個人 コジン		河又　世津子		400		個人 コジン		横川　忠重		500		0		0		個人		杉山　茂		1,000

				個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		木下　敬介		400		個人 コジン		横山　孝良		500		0		500		個人		鈴木　潤輔		1,000

				個人 コジン		鹿島　承志		600		個人 コジン		清原　紀子		400		個人 コジン		吉田　明由		500		300		300		個人		鈴木　浩二		1,000

				個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		清水　早苗		400		個人 コジン		吉村　和平		500		-100		300		個人		鈴木　正秀		1,000

				個人 コジン		田村　敏一		600		個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		和田　享		500		-22100		400		個人		角谷　正文		1,000

				個人 コジン		譚　玉麗		600		個人 コジン		久世　義之		400		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		500		-500		-500		個人		祖父江　典泰		1,000

				個人 コジン		冨森　孝		600		個人 コジン		小西　里子		400		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500		0		500		個人		田所　昇		1,000

				個人 コジン		野島　茂一		600		個人 コジン		小林　勝美		400		機関		株式会社ライブスター証券		500		-2300		-12500		個人		田中　秀樹		1,000

				個人 コジン		浜西　英章		600		個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		阿知波　壽夫		400		400		400		個人		田中　政則		1,000

				個人 コジン		樋口　工		600		個人 コジン		佐藤　重信		400		個人 コジン		浅海　篤		400		400		400		個人		田中　光浩		1,000

				個人 コジン		福島　陽介		600		個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		朝倉　智恵子		400		400		400		個人		高井　求		1,000

				個人 コジン		藤田　昭宏		600		個人 コジン		坂井　善信		400		個人 コジン		宇野　勝利		400		400		400		個人		高木　信彰		1,000

				個人 コジン		藤本　正義		600		個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		臼井　正浩		400		400		400		個人		高木　務		1,000

				個人 コジン		朴　吉洙		600		個人 コジン		澁谷　美咲		400		個人 コジン		内野　敏剛		400		400		400		個人		高島　英司		1,000

				個人 コジン		町井　桂子		600		個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		梅本　誠二		400		400		400		個人		高杉　俊和		1,000

				個人 コジン		松本　政之		600		個人 コジン		臺　英史		400		個人 コジン		大井田　佳夫		400		400		400		個人		高田　元		1,000

				個人 コジン		三宅　英樹		600		個人 コジン		高橋　慎一		400		個人 コジン		大賀　秀敏		400		400		400		個人		高武　勇司		1,000

				個人 コジン		水野　裕明		600		個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		大水　由香里		400		400		400		個人		高梨　雄一		1,000

				個人 コジン		光安　真二		600		個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		岡崎　裕史		400		400		400		個人		高橋　克聡		1,000

				個人 コジン		森永　陽子		600		個人 コジン		辰己　欣広		400		個人 コジン		鬼塚　大樹		400		400		400		個人		高橋　功次		1,000

				個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		寺井　和美		400		個人 コジン		神長　孝至		400		400		400		個人		高橋　将則		1,000

				個人 コジン		山本　訓央		600		個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		木村　ミヨ		400		400		400		個人		高橋　誠		1,000

				個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		豊島　知二		400		個人 コジン		邱　琳		400		400		400		個人		高山　博行		1,000

				個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		中村　在樹		400		個人 コジン		栗原　隆		400		400		400		個人		瀧倉　啓仁		1,000

				個人 コジン		吉村　栄一		600		個人 コジン		福原　兼隆		400		個人 コジン		黒田　英利		400		400		400		個人		竹内　甲司		1,000

				個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		藤井　英樹		400		個人 コジン		小濱　新次郎		400		400		400		個人		竹蓋　厚彦		1,000

				個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		藤井　友洋		400		個人 コジン		小堀　泰隆		400		400		400		個人		辻村　健一		1,000

				個人 コジン		相場　将央		500		個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		宗像　潤		400		400		400		個人		辻村　敏明		1,000

				個人 コジン		青山　あきえ		500		個人 コジン		前原　利彦		400		個人 コジン		田山　祐子		400		400		400		個人		土生　敏彦		1,000

				個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		箕輪　勝康		400		個人 コジン		高木　勝弘		400		400		400		個人		土屋　雅義		1,000

				個人 コジン		有本　輝行		500		個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		高橋　仁		400		400		400		個人		寺下　昌宏		1,000

				個人 コジン		伊東　満雄		500		個人 コジン		村上　雄一郎		400		個人 コジン		武田　隼人		400		400		400		個人		寺田　郁也		1,000

				個人 コジン		飯田　生如		500		個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		中村　朗江		400		400		400		個人		照井　宏俊		1,000

				個人 コジン		生井　栄治		500		個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		成冨　寛子		400		400		400		個人		唐澤　菜々子		1,000

				個人 コジン		池上　純		500		個人 コジン		矢野　市郎		400		個人 コジン		西海持　雅隆		400		400		400		個人		鳥海　洋子		1,000

				個人 コジン		池ケ谷　勝久		500		個人 コジン		安田　信司		400		個人 コジン		林　幹也		400		400		400		個人		中島　弘雅		1,000

				個人 コジン		池田　憲彦		500		個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		林田　秀子		400		400		400		個人		中谷　将吾		1,000

				個人 コジン		石井　和一		500		個人 コジン		柳川　龍一		400		個人 コジン		干川　雄大		400		400		400		個人		中村　心咲		1,000

				個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		山片　賢一		400		個人 コジン		松田　イク子		400		400		400		個人		永瀬　融		1,000

				個人 コジン		石川　栄		500		個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		松本　雪夫		400		400		400		個人		長岡　大輔		1,000

				個人 コジン		石橋　英樹		500		個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		村田　常良		400		400		400		個人		長田　真奈美		1,000

				個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		山田　妙子		400		個人 コジン		目黒　友隆		400		400		400		個人		長沼　孝一朗		1,000

				個人 コジン		石山　佳子		500		個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		山岸　薫		400		400		400		個人		長沼　春雄		1,000

				個人 コジン		石渡　雄次		500		個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		山田　健太郎		400		400		400		個人		長野　剛		1,000

				個人 コジン		磯部　達司		500		個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		山本　奈緒		400		400		400		個人		二瓶　將行		1,000

				個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		渡邊　聡		400		400		400		個人		二山　邦夫		1,000

				個人 コジン		岩田　信夫		500		個人 コジン		リュウ　エキコウ		400		個人 コジン		渡辺　多英		400		400		400		個人		西海持　雅隆		1,000

				個人 コジン		海瀬　亮		500		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400		個人 コジン		渡辺　文世		400		400		400		個人		西川　誠明		1,000

				個人 コジン		大久保　栄吾		500		機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		300		個人 コジン		渡辺　良太		400		400		400		個人		西田　岳士		1,000

				個人 コジン		大久保　章文		500		機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		300		個人 コジン		秋森　大		400		0		0		個人		西村　公佑		1,000

				個人 コジン		大久保　忠重		500		個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		秋吉　賢		400		0		400		個人		西山　晃		1,000

				個人 コジン		大塚　知子		500		個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		新井　賢一		400		-100		-100		個人		馬場　航太郎		1,000

				個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		秋山　泰之		300		個人 コジン		市川　英一		400		0		0		個人		橋本　雅晶		1,000

				個人 コジン		大矢　基博		500		個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		浦田　修		400		0		300		個人		畑中　巧		1,000

				個人 コジン		岡　智紀		500		個人 コジン		浅沼　重光		300		個人 コジン		岡島　文子		400		-1000		0		個人		花田　啓陽		1,000

				個人 コジン		岡内　左和子		500		個人 コジン		浅野　喜美子		300		個人 コジン		神　敏治		400		0		300		個人		濱田　真弘		1,000

				個人 コジン		荻野　彰		500		個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		久保　しず		400		200		400		個人		早川　直希		1,000

				個人 コジン		乙川　佳子		500		個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		楠　亜希		400		200		200		個人		早川　正一郎		1,000

				個人 コジン		加藤　淳一		500		個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		小西　里子		400		0		0		個人		林　信宏		1,000

				個人 コジン		片柳　恵子		500		個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		小畑　実穂		400		200		200		個人		林　秀彦		1,000

				個人 コジン		金子　太		500		個人 コジン		綾部　力		300		個人 コジン		小林　勝美		400		0		0		個人		原口　次夫		1,000

				個人 コジン		樺澤　義秀		500		個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		武井　智彦		400		0		0		個人		伴　元貴		1,000

				個人 コジン		神谷　貴義		500		個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		武村　文勝		400		0		0		個人		日野　哲耶		1,000

				個人 コジン		川上　雅幸		500		個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		辰己　欣広		400		0		-500		個人		日野　洋一		1,000

				個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		徳久　健一		400		0		0		個人		日比野　行輝		1,000

				個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		豊島　保博		400		200		400		個人		樋川　富夫		1,000

				個人 コジン		河合　恒一		500		個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		藤井　英樹		400		0		400		個人		樋口　拓也		1,000

				個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		三浦　康司		400		200		400		個人		東　司		1,000

				個人 コジン		木村　修次		500		個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		箕輪　勝康		400		0		-100		個人		東野　豊		1,000

				個人 コジン		岸田　恭一		500		個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		山際　勉		400		200		200		個人		平野　裕章		1,000

				個人 コジン		岸本　弘子		500		個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		山田　幸雄		400		0		0		個人		平松　基生		1,000

				個人 コジン		北川　きよみ		500		個人 コジン		伊藤　敏裕		300		個人 コジン		山田　博		400		0		0		個人		福島　宏司		1,000

				個人 コジン		北村　栄治		500		個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		横山　尚平		400		-600		300		個人		藤井　慶太郎		1,000

				個人 コジン		久世　義之		500		個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		横山　藤雄		400		0		0		個人		藤原　正士		1,000

				個人 コジン		草ケ谷　徹		500		個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		吉田　幸一		400		-300		300		個人		舟澤　宏		1,000

				個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		池田　匡		300		個人 コジン		渡辺　一義		400		0		0		個人		古賀　寛和		1,000

				個人 コジン		栗原　栄		500		個人 コジン		池光　裕貴		300		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400		0		200		個人		古賀　節子		1,000

				個人 コジン		小泉　保雄		500		個人 コジン		石川　雅也		300		機関		株式会社証券ジャパン		400		-1100		-300		個人		古賀　和雄		1,000

				個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		石川　裕之		300		個人 コジン		朝川　雅晴		300		300		300		個人		古口　基		1,000

				個人 コジン		小坂　孟		500		個人 コジン		石田　喜美恵		300		個人 コジン		井上　翔志郎		300		300		300		個人		古澤　純一		1,000

				個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		石田　裕紀子		300		個人 コジン		井上　拓也		300		300		300		個人		古田　晴彦		1,000

				個人 コジン		小松　孝安		500		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		生咲　拓二		300		300		300		個人		堀内　淳		1,000

				個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		石井　雄二		300		300		300		個人		堀田　健二		1,000

				個人 コジン		五月女　美穂		500		個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		石橋　英治		300		300		300		個人		堀田　和信		1,000

				個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		宇佐見　定之		300		個人 コジン		岩元　健二		300		300		300		個人		本田　正光		1,000

				個人 コジン		後藤　憲		500		個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		尹　祥律		300		300		300		個人		本村　千恵		1,000

				個人 コジン		甲斐　郁		500		個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		鵜尾　元太		300		300		300		個人		本山　明		1,000

				個人 コジン		駒場　有治		500		個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		江口　保		300		300		300		個人		前田　英之		1,000

				個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		内田　光則		300		個人 コジン		遠藤　健		300		300		300		個人		槇野　智之		1,000

				個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		大川原　誠		300		300		300		個人		鱒渕　彰夫		1,000

				個人 コジン		佐藤　剛		500		個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		大室　昌夫		300		300		300		個人		松井　金次郎		1,000

				個人 コジン		佐藤　浩		500		個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		岡澤　延昌		300		300		300		個人		松浦　要蔵		1,000

				個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		岡田　親夫		300		300		300		個人		松崎　晃久		1,000

				個人 コジン		坂川　義彦		500		個人 コジン		大柄　富義		300		個人 コジン		岡田　佐智子		300		300		300		個人		松田　美香		1,000

				個人 コジン		坂本　恒雄		500		個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		折原　正訓		300		300		300		個人		松本　祐		1,000

				個人 コジン		志賀　利人		500		個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		柿崎　夏世		300		300		300		個人		松村　進一郎		1,000

				個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		大曽根　博人		300		個人 コジン		金平　孝夫		300		300		300		個人		松山　忠統		1,000

				個人 コジン		下里　良夫		500		個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		川口　圭介		300		300		300		個人		松山　弘太郎		1,000

				個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		河野　高伸		300		300		300		個人		丸山　恭生		1,000

				個人 コジン		鈴木　奈穂子		500		個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		黄　清海		300		300		300		個人		丸山　勇		1,000

				個人 コジン		鈴村　吉博		500		個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		清　寛子		300		300		300		個人		三井　拓也		1,000

				個人 コジン		角田　昌博		500		個人 コジン		大友　康博		300		個人 コジン		清水　弘子		300		300		300		個人		三浦　拓郎		1,000

				個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		小川　敦史		300		300		300		個人		三岡　相明		1,000

				個人 コジン		関　伸一		500		個人 コジン		大橋　慶子		300		個人 コジン		小久保　操		300		300		300		個人		水戸　圭市郎		1,000

				個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		小林　數江		300		300		300		個人		峯岸　春貴		1,000

				個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		小林　栄子		300		300		300		個人		箕浦　政道		1,000

				個人 コジン		田村　昌義		500		個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		小林　慎士		300		300		300		個人		宮田　輝		1,000

				個人 コジン		高橋　多惠子		500		個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		小八木　康正		300		300		300		個人		村上　裕樹		1,000

				個人 コジン		高柳　秀和		500		個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		児嶋　広		300		300		300		個人		村川　健一		1,000

				個人 コジン		檀浦　充		500		個人 コジン		岡野　信生		300		個人 コジン		佐野　憲作		300		300		300		個人		村松　敦子		1,000

				個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		佐藤　昭		300		300		300		個人		望月　一彦		1,000

				個人 コジン		坪井　悟		500		個人 コジン		奥野　真丞		300		個人 コジン		佐藤　和夫		300		300		300		個人		森井　貴寛		1,000

				個人 コジン		坪内　正三郎		500		個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		佐々木　美菜		300		0		0		個人		森川　悟		1,000

				個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		坂下　達生		300		300		300		個人		八木　稔		1,000

				個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		柴山　則文		300		300		300		個人		八木岡　孝治		1,000

				個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		影山　恵		300		個人 コジン		白川　淳		300		300		300		個人		矢野　博之		1,000

				個人 コジン		時田　宗明		500		個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		白鳥　健太郎		300		300		300		個人		安川　容子		1,000

				個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		笠原　智大		300		個人 コジン		杉浦　秀子		300		300		300		個人		安田　豊彦		1,000

				個人 コジン		徳田　豊昭		500		個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		鈴木　篤		300		300		300		個人		安藤　規正		1,000

				個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		鈴木　賢二		300		300		300		個人		安藤　秀樹		1,000

				個人 コジン		中尾　克也		500		個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		鈴木　理史		300		300		300		個人		保科　武志		1,000

				個人 コジン		中岡　重貴		500		個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		関谷　博昭		300		300		300		個人		柳澤　のり子		1,000

				個人 コジン		中川　裕史		500		個人 コジン		金森　万里子		300		個人 コジン		千葉　聡子		300		300		300		個人		柳橋　邦彦		1,000

				個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		亀田　圭介		300		個人 コジン		千葉　陽子		300		300		300		個人		山上　眞		1,000

				個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		田村　万利子		300		300		300		個人		山岸　裕樹		1,000

				個人 コジン		中村　勝		500		個人 コジン		川畑　誠		300		個人 コジン		田村　光		300		300		300		個人		山口　明美		1,000

				個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		木村　英孝		300		個人 コジン		瀧川　わか		300		300		300		個人		山後　清香		1,000

				個人 コジン		中村　百合子		500		個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		滝口　勇大		300		300		300		個人		山田　勝子		1,000

				個人 コジン		中山　邦高		500		個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		瀧澤　京子		300		300		300		役職員 ヤクショクイン		山田　聡子		1,000

				個人 コジン		中山　まき子		500		個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		谷口　恵一		300		300		300		個人		山田　好郎		1,000

				個人 コジン		永柳　陽		500		個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		勅使河原　喬		300		300		300		個人		山地　聰		1,000

				個人 コジン		長内　修		500		個人 コジン		久保　賢治		300		個人 コジン		手嶋　信行		300		300		300		個人		山名　良親		1,000

				個人 コジン		長谷川　雄一		500		個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		照島　貴瑛		300		300		300		個人		山本　文代		1,000

				個人 コジン		成岡　純康		500		個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		徳永　悦		300		300		300		個人		山本　和慶		1,000

				個人 コジン		成田　徳夫		500		個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		寅田　修		300		300		300		個人		湯本　泰弘		1,000

				個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		長塚　義尚		300		300		300		個人		横尾　秀樹		1,000

				個人 コジン		野田　康司		500		個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		西村　貴史		300		300		300		個人		横藤田　久		1,000

				個人 コジン		野本　史範		500		個人 コジン		窪田　裕之		300		個人 コジン		韮塚　秀夫		300		300		300		個人		吉井　利仁		1,000

				個人 コジン		羽生　明男		500		個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		野崎　和夫		300		300		300		個人		吉田　昭博		1,000

				個人 コジン		萩中　政貴		500		個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		野田　敏也		300		300		300		個人		吉田　知生		1,000

				個人 コジン		鳩貝　淑子		500		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		野田　悠平		300		300		300		個人		和田　明博		1,000

				個人 コジン		林　勝宣		500		個人 コジン		小井土　利行		300		個人 コジン		馬淵　利直		300		300		300		個人		和田　穣		1,000

				個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		秦　純一		300		300		300		個人		和田　由紀男		1,000

				個人 コジン		平岩　真悟		500		個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		濱比嘉　満		300		300		300		個人		渡邉　俊雄		1,000

				個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		小峯　真実		300		個人 コジン		林　美樹子		300		300		300		個人		渡邊　浩二		1,000

				個人 コジン		福留　京子		500		個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		東　孝子		300		300		300		法人		有限会社インターチェンジコンタクトレンズ		1,000

				個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		深沢　優子		300		300		300		法人		コヤマ合同会社		1,000

				個人 コジン		古泉　隆央		500		個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		藤本　和樹		300		300		300		法人		株式会社製作エンタ		1,000

				個人 コジン		細貝　孝秀		500		個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		古澤　伸承		300		300		300		機関		ＳＢＩ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＨＫ　ＬＴＤ．　ＡＧＥＮＣＹ		1,000

				個人 コジン		前田　政雄		500		個人 コジン		佐武　永悟		300		個人 コジン		堀内　拓		300		300		300		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000

				個人 コジン		前田　光男		500		個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		堀越　長榮		300		300		300		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000

				個人 コジン		正田　和子		500		個人 コジン		佐伯　謙太郎		300		個人 コジン		毎田　結香		300		300		300		個人		ウォルシュ　香織		1,000

				個人 コジン		枡田　勇		500		個人 コジン		佐復　信夫		300		個人 コジン		牧野　吉朗		300		300		300		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		950

				個人 コジン		増山　晃		500		個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		松本　哲周		300		300		300		個人		相田　進		900

				個人 コジン		松永　貴治		500		個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		松本　和久		300		300		300		個人		赤澤　映子		900

				個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		丸尾　正一		300		300		300		個人		伊藤　淳史		900

				個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		佐藤　法子		300		個人 コジン		丸山　太三		300		300		300		個人		磯村　優太		900

				個人 コジン		丸山　いく子		500		個人 コジン		佐藤　真衣		300		個人 コジン		三木　健		300		300		300		個人		稲垣　聡		900

				個人 コジン		丸山　光洋		500		個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		三野　朝海		300		300		300		個人		梅本　富喜		900

				個人 コジン		三吉　由利佳		500		個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		水本　真輝		300		300		300		個人		浦川　浩		900

				個人 コジン		南川　正次		500		個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		村上　邦博		300		300		300		個人		江里　拓真		900

				個人 コジン		箕輪　勝康		500		個人 コジン		齊藤　勝正		300		個人 コジン		村田　淳一郎		300		300		300		個人		岡田　真理子		900

				個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		矢ノ目　秀利		300		300		300		個人		加藤　桂子		900

				個人 コジン		元樋　俊介		500		個人 コジン		斉藤　政治		300		個人 コジン		柳本　五郎		300		300		300		個人		戎谷　亨		900

				個人 コジン		矢野　市郎		500		個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		山口　正明		300		300		300		個人		鍵田　好久		900

				個人 コジン		安井　研二		500		個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		山崎　善隆		300		300		300		個人		影浦　あかり		900

				個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		山田　政臣		300		300		300		個人		川田　祐生		900

				個人 コジン		保浦　泉		500		個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		誉田　喜之		300		300		300		個人		河村　幸治		900

				個人 コジン		山岡　信治		500		個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		横山　つや子		300		300		300		個人		木下　節雄		900

				個人 コジン		山片　賢一		500		個人 コジン		椎名　信夫		300		個人 コジン		吉岡　照夫		300		300		300		個人		木村　洋平		900

				個人 コジン		山口　昇子		500		個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		吉田　隆		300		300		300		個人		清野　聡		900

				個人 コジン		山崎　明美		500		個人 コジン		七宮　弘子		300		個人 コジン		好川　智也		300		300		300		個人		楠　亜希		900

				個人 コジン		山下　剛司		500		個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		渡辺　誠		300		300		300		個人		小林　栄貴		900

				個人 コジン		山下　誠		500		個人 コジン		柴田　あかり		300		個人 コジン		相浦　弘美		300		0		0		個人		後藤　修光		900

				個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		青崎　健		300		0		0		個人		笹倉　敦		900

				個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		朝川　炯徹		300		0		0		個人		塩崎　裕功		900

				個人 コジン		山田　泰正		500		個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		朝川　千春		300		0		0		個人		鈴　幸一		900

				個人 コジン		山野　素伸		500		個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		朝川　充		300		0		0		個人		鈴木　敏行		900

				個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		天野　二三男		300		0		0		個人		関口　裕太		900

				個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		綾部　力		300		0		300		個人		田澤　光己		900

				個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		荒井　十四巳		300		0		0		個人		田中　郷平		900

				個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		新井　宗太郎		300		0		0		個人		田中　慎也		900

				個人 コジン		横山　雅美		500		個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		新井　秀幸		300		0		0		個人		田中　義弘		900

				個人 コジン		吉村　広次		500		個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		池田　匡		300		0		0		個人		多田　通広		900

				個人 コジン		渡辺　博之		500		個人 コジン		鈴木　悦子		300		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		0		0		個人		高橋　享		900

				個人 コジン		雲龍寺		500		個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		岩附　英史		300		0		0		個人		寺島　広子		900

				法人 ホウジン		有限会社イッコー		500		個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		植田　芳文		300		0		0		個人		徳山　敬夫		900

				法人 ホウジン		有限会社マイテイ・ストアーおかもと		500		個人 コジン		鈴木　豊		300		個人 コジン		臼田　美佳		300		0		0		個人		中澤　真一		900

				法人 ホウジン		株式会社良栄		500		個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		内野　昭子		300		0		0		個人		中島　あゆみ		900

				個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		枝川　竹俊		300		0		0		個人		長嶺　繁		900

				個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		王　東		300		0		0		個人		西　真人		900

				個人 コジン		新家　元章		400		個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		大柄　富義		300		0		300		個人		袴田　茂人		900

				個人 コジン		井土　賢一		400		個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		大川　正廣		300		0		0		個人		萩原　義信		900

				個人 コジン		井出　敏明		400		個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		大曽根　博人		300		0		100		個人		林田　英士		900

				個人 コジン		伊藤　邦秀		400		個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		大田　武士		300		0		0		個人		真栄城　勇人		900

				個人 コジン		伊藤　眞喜夫		400		個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		大谷　一郎		300		-700		-700		個人		南雲　龍祐		900

				個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		大谷　将晴		300		0		0		個人		村瀬　隼人		900

				個人 コジン		石井　ミサ子		400		個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		大富　文江		300		0		0		個人		村田　浩二		900

				個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		高野　淳一		300		個人 コジン		大原　謙一郎		300		0		0		個人		山上　順子		900

				個人 コジン		石部　光夫		400		個人 コジン		高橋　健一		300		個人 コジン		大原　芳枝		300		0		0		個人		山根　毅		900

				個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		大藤　達男		300		0		0		個人		吉田　貞夫		900

				個人 コジン		市原　康守		400		個人 コジン		高橋　鉄哉		300		個人 コジン		岡村　和子		300		200		200		個人		吉田　光良		900

				個人 コジン		岩瀬　弘勝		400		個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		笠井　重一		300		0		0		個人		吉村　晋也		900

				個人 コジン		宇井　利行		400		個人 コジン		高本　幸夫		300		個人 コジン		笠原　靖人		300		200		200		個人		鷲見　俊幸		900

				個人 コジン		上嶋　健		400		個人 コジン		高村　勇治		300		個人 コジン		柏崎　佳世		300		0		0		個人		ウォン　ケイチョイ		900

				個人 コジン		内田　康司		400		個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		梶　政広		300		0		0		個人		河本　篤思		801

				個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		門川　章吾		300		0		0		個人		岸本　正之		801

				個人 コジン		打越　光		400		個人 コジン		瀧澤　信		300		個人 コジン		門川　美穂		300		0		0		個人		芥川　浩之		800

				個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		竹内　一志		300		個人 コジン		金沢　詢一		300		200		200		個人		浅川　貴久		800

				個人 コジン		尾崎　洋一		400		個人 コジン		竹内　宙仁		300		個人 コジン		金森　万里子		300		0		300		個人		井上　翔志郎		800

				個人 コジン		王　暁麗		400		個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		亀田　圭介		300		0		300		個人		伊波　広貴		800

				個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		川上　哲也		300		0		0		個人		伊藤　哲也		800

				個人 コジン		大野　克紀		400		個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		川野　祥平		300		-100		100		個人		家田　和典		800

				個人 コジン		大野　保彦		400		個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		川畑　誠		300		0		300		個人		石田　貴子		800

				個人 コジン		岡　史子		400		個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		北川　誠彦		300		0		0		個人		磯野　敏弘		800

				個人 コジン		岡島　文子		400		個人 コジン		民部　重喜		300		個人 コジン		清水　俊貴		300		0		0		個人		一明　秀樹		800

				個人 コジン		岡村　克章		400		個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		清水　肇		300		0		0		個人		今給黎　愛梨		800

				個人 コジン		加藤　英雄		400		個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		久家　恵介		300		-100		-100		個人		今給黎　惠		800

				個人 コジン		加藤　正二		400		個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		久保　茂子		300		0		0		個人		今給黎　梨圭		800

				個人 コジン		加辺　幸二		400		個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		久保　信雄		300		0		0		個人		上田　正志		800

				個人 コジン		鍵和田　正二		400		個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		久我　年企		300		0		0		個人		上野　寿夫		800

				個人 コジン		門田　将大		400		個人 コジン		辻　泰崇		300		個人 コジン		草野　芳枝		300		0		0		個人		海勢頭　聖		800

				個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		辻原　典子		300		個人 コジン		黒須　智		300		0		0		個人		江藤　弘		800

				個人 コジン		柄澤　浩志		400		個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		0		0		個人		大村　武史		800

				個人 コジン		川崎　義満		400		個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		小井土　利行		300		0		200		個人		大山　康秀		800

				個人 コジン		川島　一翔		400		個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		小林　淳一		300		0		0		個人		岡村　侑己		800

				個人 コジン		君島　佳明		400		個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		後藤　敏文		300		0		0		個人		押田　徹		800

				個人 コジン		清田　高志		400		個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		佐野　徳也		300		0		0		個人		加藤　房雄		800

				個人 コジン		清田　秀彦		400		個人 コジン		富安　敏彦		300		個人 コジン		佐藤　栄一		300		0		0		個人		加藤　優子		800

				個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		佐藤　真衣		300		0		300		個人		片山　勝巳		800

				個人 コジン		桑原　久		400		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		佐々木　静代		300		0		0		個人		金子　雅実		800

				個人 コジン		小久保　俊江		400		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		斉藤　政治		300		0		200		個人		鎌田　紘幸		800

				個人 コジン		小西　里子		400		個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		坂本　照行		300		100		300		個人		川野　大地		800

				個人 コジン		小浜　英士		400		個人 コジン		中島　隆哉		300		個人 コジン		櫻井　克彦		300		0		0		個人		菊池　隆介		800

				個人 コジン		小林　勝美		400		個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		笹川　美子		300		100		100		個人		北角　匡		800

				個人 コジン		小松　孝		400		個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		椎名　信夫		300		0		300		個人		清家　優		800

				個人 コジン		児子　義政		400		個人 コジン		永井　文華		300		個人 コジン		鈴木　悦子		300		0		300		個人		黒田　英利		800

				個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		鈴木　誠		300		0		0		個人		小池　信祐		800

				個人 コジン		佐久間　潤哉		400		個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		瀬下　康子		300		100		300		個人		小川　浩司		800

				個人 コジン		佐藤　勇治		400		個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		瀬畑　元子		300		0		0		個人		小出　幸司		800

				個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		永森　豪		300		個人 コジン		田之上　圭克		300		0		0		個人		小林　優之		800

				個人 コジン		齊藤　眞一		400		個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		田中　幸子		300		0		0		個人		小椋　靖司		800

				個人 コジン		榊原　和彦		400		個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		田中　利幸		300		0		0		個人		米田　憲明		800

				個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		田中　宏樹		300		0		0		個人		佐藤　明雄		800

				個人 コジン		柴田　大輔		400		個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		田村　謙		300		0		0		個人		佐々木　真弓		800

				個人 コジン		渋谷　博		400		個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		高島　佳子		300		0		0		個人		崔　勝準		800

				個人 コジン		下桶　佑知		400		個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		高瀬　晋三		300		200		300		個人		阪本　雄一郎		800

				個人 コジン		杉　喜志盛		400		個人 コジン		長幡　勝		300		個人 コジン		高橋　昭雄		300		0		0		個人		榊原　敏彦		800

				個人 コジン		杉本　武士		400		個人 コジン		成瀬　寛充		300		個人 コジン		高橋　雅昭		300		0		0		個人		周　賢偉		800

				個人 コジン		鈴木　幸子		400		個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		高安　博之		300		0		0		個人		白神　圭介		800

				個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		二村　元康		300		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		0		0		個人		須藤　榮治		800

				個人 コジン		田代　英行		400		個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		瀧澤　信		300		0		300		個人		杉本　美香		800

				個人 コジン		田中　秀和		400		個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		竹内　やよい		300		0		0		個人		杉本　光		800

				個人 コジン		田中　宏直		400		個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		竹田　恵里		300		100		0		個人		田中　秀明		800

				個人 コジン		田村　史織		400		個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		武藤　英子		300		0		0		個人		田畑　円		800

				個人 コジン		田村　和子		400		個人 コジン		根岸　勝也		300		個人 コジン		谷口　毅		300		0		0		個人		田畑　由香理		800

				個人 コジン		高田　幸一		400		個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		丹羽　理栄		300		0		0		個人		田村　万利子		800

				個人 コジン		高橋　一生		400		個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		津坂　宗孝		300		0		0		個人		高野　浩二		800

				個人 コジン		高橋　雄一郎		400		個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		辻原　典子		300		0		300		個人		高橋　憲一		800

				個人 コジン		高橋　伸明		400		個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		辻本　達寛		300		0		0		個人		富井　良仁		800

				個人 コジン		高橋　陽一		400		個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		寺川　和仁		300		0		0		個人		中島　博司		800

				個人 コジン		高見　みどり		400		個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		寺島　良太		300		0		0		個人		中谷　八千代		800

				個人 コジン		竹内　美輪子		400		個人 コジン		橋本　泰広		300		個人 コジン		照山　雄三		300		-1000		-500		個人		中村　英敏		800

				個人 コジン		竹内　和幸		400		個人 コジン		早川　康子		300		個人 コジン		富田　博幸		300		0		0		個人		中村　正子		800

				個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		0		0		個人		中村　元昭		800

				個人 コジン		武田　淳		400		個人 コジン		原　陽子		300		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		0		0		個人		中村　由美子		800

				個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		0		0		個人		西田　順子		800

				個人 コジン		谷崎　秀人		400		個人 コジン		人見　由美子		300		個人 コジン		中嶋　圭輔		300		200		200		個人		西ノ平　幸司		800

				個人 コジン		土野　康夫		400		個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		中田　智		300		0		0		個人		ノエ　冬子		800

				個人 コジン		筒井　俊行		400		個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		中西　清隆		300		0		0		個人		馬場　一彰		800

				個人 コジン		徳　誠吉		400		個人 コジン		平本　淳一		300		個人 コジン		永田　美香		300		0		0		個人		畑　一義		800

				個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		笛吹　一徳		300		個人 コジン		永田　裕人		300		0		0		個人		浜渕　久志		800

				個人 コジン		中井　房枝		400		個人 コジン		深瀬　雄之		300		個人 コジン		仲村　則俊		300		0		0		個人		早川　晋		800

				個人 コジン		中嶋　映二		400		個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		長谷川　英雄		300		0		0		個人		早野　悠貴		800

				個人 コジン		長島　健二		400		個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		長谷川　信昭		300		0		0		個人		林　俊宏		800

				個人 コジン		並河　武男		400		個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		長谷川　正治		300		0		0		個人		林　正史		800

				個人 コジン		西岡　春美		400		個人 コジン		藤川　敏弘		300		個人 コジン		難波　公司		300		0		0		個人		藤井　正彦		800

				個人 コジン		西出　紀男		400		個人 コジン		藤田　武志		300		個人 コジン		西尾　守弘		300		-200		300		個人		藤岡　和重		800

				個人 コジン		西本　勝成		400		個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		西川　正		300		0		0		個人		藤川　博		800

				個人 コジン		西村　栄二		400		個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		西村　仁志		300		0		0		個人		牧　さくら		800

				個人 コジン		馬上　喜裕		400		個人 コジン		藤本　正義		300		個人 コジン		布留川　昭		300		0		0		個人		増原　茂雄		800

				個人 コジン		馬場　裕隆		400		個人 コジン		船戸　武司		300		個人 コジン		野澤　雅彦		300		0		0		個人		松田　泰幸		800

				個人 コジン		橋本　輝國		400		個人 コジン		法常　哲也		300		個人 コジン		橋本　一仁		300		0		0		個人		松本　雄樹		800

				個人 コジン		早島　正述		400		個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		橋本　淳樹		300		0		0		個人		松元　隆		800

				個人 コジン		原　幸子		400		個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		早川　康子		300		0		300		個人		三田　信		800

				個人 コジン		髭　裕介		400		個人 コジン		本田　慎一		300		個人 コジン		林　義明		300		0		0		個人		三戸　一徳		800

				個人 コジン		平尾　信行		400		個人 コジン		本多　秀一郎		300		個人 コジン		原　智康		300		100		300		個人		満島　裕子		800

				個人 コジン		苻川　太三		400		個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		平野　礼一		300		0		0		個人		宮沢　康夫		800

				個人 コジン		藤田　隆規		400		個人 コジン		前川　和哉		300		個人 コジン		平本　淳一		300		0		300		個人		村井　悠太		800

				個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		前田　豊孝		300		個人 コジン		笛吹　一徳		300		0		300		個人		八木　史生		800

				個人 コジン		本田　慎一		400		個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		福井　徳司		300		0		0		個人		安藤　文彦		800

				個人 コジン		前田　佳宏		400		個人 コジン		牧田　直之		300		個人 コジン		福崎　幸子		300		0		0		個人		横山　一朗		800

				個人 コジン		前田　智哉		400		個人 コジン		卷島　純一朗		300		個人 コジン		藤尾　直樹		300		0		0		個人		和田　真悟		800

				個人 コジン		松嶋　進		400		個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		藤本　友一		300		0		0		個人		渡邉　公司		800

				個人 コジン		茗荷　昭男		400		個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		細川　和真		300		0		0		個人		渡邊　晃全		800

				個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		松岡　賢治		300		個人 コジン		細谷　英司		300		0		0		個人		渡辺　隆広		800

				個人 コジン		村瀬　守		400		個人 コジン		松岡　拓郎		300		個人 コジン		眞鍋　仁		300		0		0		法人		合同会社ＮＥＷ　ＰＨＡＳＥ		800

				個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		松岡　真代		300		個人 コジン		前川　和哉		300		0		200		機関		ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＧＲＯＷＴＨ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ　ＯＦ　ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ　ＧＲＯＵＰ　ＩＮＣ．		800

				個人 コジン		八塚　国博		400		個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		前原　紅也		300		0		0		個人		Ｈｅｒａｔｈ　Ｄｈａｎａｎｊａｙａ　Ｓａｍａｎｔｈａ		800

				個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		卷島　純一朗		300		0		200		個人		池田　浩和		750

				個人 コジン		安川　一彦		400		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		松枝　剛		300		0		0		個人		阿部　紘樹		700

				個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		松本　信一		300		0		0		個人		阿部　正善		700

				個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		三明　昌子		300		個人 コジン		松本　裕人		300		0		0		個人		青山　和彰		700

				個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		三上　義廣		300		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		0		0		個人		浅井　省吾		700

				個人 コジン		山野　一弘		400		個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		松山　亮		300		0		0		個人		浅野　正成		700

				個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		三浦　隆		300		0		0		個人		新里　陽子		700

				個人 コジン		横地　高		400		個人 コジン		三木　宏之		300		個人 コジン		三木　敏孝		300		0		0		個人		新保　晃		700

				個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		三宅　茂仁		300		0		0		個人		飯島　規文		700

				個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		三宅　宮子		300		0		0		個人		泉　明貴		700

				個人 コジン		吉野　和夫		400		個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		水谷　昌代		300		0		200		個人		上川　大輔		700

				個人 コジン		劉　科一		400		個人 コジン		水谷　昌代		300		個人 コジン		水谷　松治		300		0		0		個人		上田　智子		700

				個人 コジン		若杉　栄三		400		個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		満田　慎也		300		200		300		個人		上野　一平		700

				個人 コジン		若林　正己		400		個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		村上　登志男		300		0		0		個人		牛山　崇		700

				個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		村上　千代子		300		個人 コジン		村橋　真美		300		0		0		個人		内田　拓哉		700

				個人 コジン		渡辺　温子		400		個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		森田　征幸		300		0		0		個人		梅原　利香子		700

				個人 コジン		渡辺　憲		400		個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		0		0		個人		大久保　貴代子		700

				機関 キカン		ドイツ証券株式会社		300		個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		矢作　浩		300		-100		-100		個人		大黒　秀樹		700

				機関 キカン		丸八証券株式会社		300		個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		安川　満		300		0		0		個人		大野　愛		700

				個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		安部　久光		300		0		0		個人		大野　倫太郎		700

				個人 コジン		青木　淑明		300		個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		安藤　徹		300		0		0		個人		大野　和恵		700

				個人 コジン		青木　雅彦		300		個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		保田　浩二		300		0		300		個人		恩田　靖		700

				個人 コジン		青木　洋一		300		個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		山上　俊之		300		0		0		個人		加藤　由広		700

				個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		山岸　益男		300		0		0		個人		垣内　駿吾		700

				個人 コジン		秋月　太与子		300		個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		0		0		個人		片貝　律菜		700

				個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		山口　友幸		300		0		0		個人		叶屋　公敬		700

				個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		山口　信廣		300		0		0		個人		川口　仁		700

				個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		0		0		個人		河合　康廣		700

				個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		保田　浩二		300		個人 コジン		横田　素彦		300		100		100		個人		喜田　輝幸		700

				個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		山上　俊之		300		個人 コジン		吉川　順子		300		100		100		個人		菊池　謙作		700

				個人 コジン		天春　立兵		300		個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		0		0		個人		菊地　信行		700

				個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		吉田　博樹		300		200		300		個人		郡　泉		700

				個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		吉田　和久		300		0		0		個人		小笠原　裕己		700

				個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		0		0		個人		五島　泰信		700

				個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		脇本　裕夫		300		100		100		個人		越智　彦至		700

				個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		0		300		個人		駒井　大輔		700

				個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		山本　友貴		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		0		0		個人		齊藤　眞一		700

				個人 コジン		有馬　正浩		300		個人 コジン		山本　昇		300		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		0		0		個人		桜木　裕次		700

				個人 コジン		井上　幹雄		300		個人 コジン		山本　美佳		300		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		0		0		個人		白井　文		700

				個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		山室　哲也		300		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＰＡＲＩＳ／ＢＴ　ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＭＡＲＣ／ＯＰＴ		300		300		300		個人		白井　みわ		700

				個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		横江　英子		300		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		300		-4310		300		個人		鈴木　将鷹		700

				個人 コジン		伊藤　明		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		西本　正徳		225		225		225		個人		鈴木　友馨		700

				個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		中司　美枝子		207		207		207		個人		鈴木　良		700

				個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		青島　翼		200		200		200		個人		高木　俊宏		700

				個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		青柳　敬		200		200		200		個人		高野　宣和		700

				個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		赤阪　吉男		200		200		200		個人		高橋　平		700

				個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		個人 コジン		赤路　直次		200		200		200		個人		高橋　正明		700

				個人 コジン		池上　和宏		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		朝倉　敏景		200		200		200		個人		高橋　祐司		700

				個人 コジン		池田　匡		300		法人 ホウジン		株式会社アップツール		300		個人 コジン		網中　敏幸		200		200		200		個人		滝沢　知孝		700

				個人 コジン		石井　康信		300		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		個人 コジン		荒巻　真一		200		200		200		個人		竹内　由衣		700

				個人 コジン		石川　雅也		300		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		個人 コジン		新井　三雄		200		200		200		個人		武山　美佐子		700

				個人 コジン		石川　裕之		300		法人 ホウジン		林電気株式会社		300		個人 コジン		有年　克浩		200		200		200		個人		谷郷　貴志		700

				個人 コジン		石島　弘章		300		個人 コジン		石川　和則		240		個人 コジン		井上　寛		200		200		200		個人		土井　雅之		700

				個人 コジン		石田　喜美恵		300		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		200		個人 コジン		井上　剛彦		200		200		200		個人		土谷　陽平		700

				個人 コジン		石田　裕紀子		300		機関 キカン		立花証券株式会社		200		個人 コジン		井波　久直		200		200		200		個人		出口　昭利		700

				個人 コジン		石屋　浩一		300		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		井俣　恭彦		200		200		200		個人		堂園　隆博		700

				個人 コジン		磯貝　幸一		300		個人 コジン		赤尾　尚志		200		個人 コジン		生駒　敏博		200		200		200		個人		中島　純一郎		700

				個人 コジン		一森　聡		300		個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		池田　俊治		200		200		200		個人		長谷川　京子		700

				個人 コジン		市川　龍太		300		個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		石井　康信		200		200		200		個人		西垣　弘樹		700

				個人 コジン		稲垣　喜代志		300		個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		石崎　和久		200		200		200		個人		野田　悠平		700

				個人 コジン		稲毛　秀夫		300		個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		今井　みち		200		200		200		個人		ハイシマ　ダイジロウ		700

				個人 コジン		稲野　友泉		300		個人 コジン		浅原　義智		200		個人 コジン		岩田　淳治		200		200		200		個人		畠山　利彦		700

				個人 コジン		稲葉　輝彦		300		個人 コジン		朝倉　哲雄		200		個人 コジン		岩田　直也		200		200		200		個人		浜名　直樹		700

				個人 コジン		稲葉　洋之		300		個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		岩本　陽子		200		200		200		個人		林田　康寿		700

				個人 コジン		今田　善之		300		個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		宇田　紘助		200		200		200		個人		原　慶子		700

				個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		新井　智明		200		個人 コジン		鵜之家　輔		200		200		200		個人		原田　保		700

				個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		内山　雅夫		200		200		200		個人		日野　将之		700

				個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		瓜生　竜也		200		200		200		個人		平井　佑典		700

				個人 コジン		岩本　加津江		300		個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		榎　善紀		200		200		200		個人		平岡　拓男		700

				個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		井上　暁登		200		個人 コジン		太田　優里		200		200		200		個人		廣川　敏幸		700

				個人 コジン		上原　敦子		300		個人 コジン		井上　麻衣子		200		個人 コジン		大宅　宏季		200		200		200		個人		福島　桐典		700

				個人 コジン		上村　希織		300		個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		大庭　伸夫		200		200		200		個人		福田　充紀		700

				個人 コジン		植木　健司		300		個人 コジン		井上　直彦		200		個人 コジン		大溝　純		200		200		200		個人		藤井　丈典		700

				個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		大籔　久志		200		200		200		個人		藤川　茂樹		700

				個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		伊東　宏昌		200		個人 コジン		大脇　輝久		200		200		200		個人		藤田　一郎		700

				個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		岡　尚美		200		200		200		個人		星野　真資		700

				個人 コジン		内藤　良祐		300		個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		岡崎　貴子		200		200		200		個人		松井　昭太郎		700

				個人 コジン		梅田　直人		300		個人 コジン		飯田　大地		200		個人 コジン		岡野　英次		200		200		200		個人		松元　清貴		700

				個人 コジン		江口　太郎		300		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		個人 コジン		加藤　志郎		200		200		200		個人		丸山　稔正		700

				個人 コジン		榎本　賢二		300		個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		加藤　純朗		200		200		200		個人		三浦　早月		700

				個人 コジン		榎本　忠		300		個人 コジン		池田　克広		200		個人 コジン		加藤　正道		200		200		200		個人		峯芝　毅史		700

				個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		柿本　英生		200		200		200		個人		宮本　早百合		700

				個人 コジン		及川　敏		300		個人 コジン		石田　恭嗣		200		個人 コジン		柏木　慶子		200		200		200		個人		森本　隆夫		700

				個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		椛島　和男		200		200		200		個人		矢山　士朗		700

				個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		鎌田　亮		200		200		200		個人		安形　隆男		700

				個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		川口　哲史		200		200		200		個人		山崎　茂		700

				個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		菊地　健太郎		200		200		200		個人		山崎　成倫		700

				個人 コジン		太田　雄也		300		個人 コジン		石原　朗		200		個人 コジン		菊地　敏記		200		200		200		個人		弓取　裕明		700

				個人 コジン		太田　孝		300		個人 コジン		石部　光夫		200		個人 コジン		北山　晃		200		200		200		個人		横山　和哉		700

				個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		北山　竜太		200		200		200		個人		吉沢　栄子		700

				個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		桑原　和幸		200		200		200		個人		吉田　桃花		700

				個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		小川　嘉明		200		200		200		個人		吉田　裕一		700

				個人 コジン		大塚　章広		300		個人 コジン		一見　治		200		個人 コジン		小川　勤		200		200		200		個人		吉村　藍佳		700

				個人 コジン		大塚　和男		300		個人 コジン		市田　次夫		200		個人 コジン		小暮　茂美		200		200		200		個人		輪田　充哉		700

				個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		今田　善之		200		個人 コジン		小暮　宙史		200		200		200		機関		藍澤證券株式会社		700

				個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		小林　剛		200		200		200		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		700

				個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		小林　史郎		200		200		200		法人		株式会社日本エスコ		700

				個人 コジン		大原　錫哲		300		個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		五明　基泰		200		200		200		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５０１９		700

				個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		合田　玉恵		200		200		200		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		700

				個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		米田　勇太		200		200		200		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６７４		646

				個人 コジン		大堀　宏		300		個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		近藤　慶英		200		200		200		個人		塚越　慧		606

				個人 コジン		大村　睦		300		個人 コジン		岩田　和明		200		個人 コジン		近藤　博明		200		200		200		個人		井上　遊		600

				個人 コジン		大森　孝敏		300		個人 コジン		上垣　小百合		200		個人 コジン		佐藤　厚志		200		200		200		個人		伊達　貴子		600

				個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		上野　裕子		200		個人 コジン		齋川　友也		200		200		200		個人		伊藤　顕二郎		600

				個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		阪本　雄一郎		200		200		200		個人		石上　弘光		600

				個人 コジン		岡村　明		300		個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		笹川　邦宏		200		200		200		個人		石坂　幸樹		600

				個人 コジン		沖本　真季		300		個人 コジン		上吉川　健一		200		個人 コジン		雑賀　久夫		200		200		200		個人		石橋　五月		600

				個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		茂泉　行哉		200		200		200		個人		板野　修一		600

				個人 コジン		奥野　雅明		300		個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		柴田　浩司		200		200		200		個人		一関　元		600

				個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		末松　伸也		200		200		200		個人		市河原　啓正		600

				個人 コジン		加藤　則夫		300		個人 コジン		内藤　昇允		200		個人 コジン		鈴木　輝昭		200		200		200		個人		稲垣　友成		600

				個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		鈴木　俊毅		200		200		200		個人		今田　清		600

				個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		梅田　直人		200		個人 コジン		鈴木　亮平		200		200		200		個人		岩元　裕也		600

				個人 コジン		嘉村　信子		300		個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		関　洋介		200		200		200		個人		宇都宮　祐二		600

				個人 コジン		垣内　勇		300		個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		千田　糸味		200		200		200		個人		上戸　芳信		600

				個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		江渡　大悟		200		個人 コジン		田口　靖子		200		200		200		個人		上野　宏之		600

				個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		榎本　忠		200		個人 コジン		田鹿　公一		200		200		200		個人		内藤　滋之		600

				個人 コジン		柏谷　忍		300		個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		田代　久榮		200		200		200		個人		内藤　隆徳		600

				個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		遠藤　弘貴		200		個人 コジン		田宮　淳		200		200		200		個人		大石　諒太		600

				個人 コジン		片岸　俊		300		個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		高木　宣行		200		200		200		個人		大川　洋平		600

				個人 コジン		片倉　照彦		300		個人 コジン		及川　敏		200		個人 コジン		高橋　賢也		200		200		200		個人		大河原　一博		600

				個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		王　暁麗		200		個人 コジン		高松　明彦		200		200		200		個人		大城　章実		600

				個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		高見　篤司		200		200		200		個人		大宅　宏季		600

				個人 コジン		金子　敦子		300		個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		辰巳　雄一		200		200		200		個人		大西　賢司		600

				個人 コジン		金子　佳弘		300		個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		谷口　宏行		200		200		200		個人		大原　卓		600

				個人 コジン		金田　耕市		300		個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		段林　孝信		200		200		200		個人		岡本　孝雄		600

				個人 コジン		神田　長之		300		個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		寺林　亮		200		200		200		個人		荻原　輝久		600

				個人 コジン		神戸　信行		300		個人 コジン		太田　雄也		200		個人 コジン		戸川　千鶴		200		200		200		個人		形野　文彦		600

				個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		太田　孝		200		個人 コジン		友寄　聡子		200		200		200		個人		勝　正広		600

				個人 コジン		川上　裕子		300		個人 コジン		大塚　健		200		個人 コジン		中嶋　里紗		200		200		200		個人		勝元　榮一		600

				個人 コジン		川島　繁		300		個人 コジン		大西　恒子		200		個人 コジン		中嶋　敏司		200		200		200		個人		門脇　啓介		600

				個人 コジン		河口　正一		300		個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		中出　徹		200		200		200		個人		金　亜耶		600

				個人 コジン		木皿　直久		300		個人 コジン		大原　隆		200		個人 コジン		中丸　達也		200		200		200		個人		金城　巌		600

				個人 コジン		木村　進		300		個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		中村　愛弓		200		200		200		個人		金取　孝一		600

				個人 コジン		喜多　勇雄		300		個人 コジン		大山　雅穂		200		個人 コジン		中村　淳		200		200		200		個人		鎌尾　義明		600

				個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		中村　友彦		200		200		200		個人		神田　正明		600

				個人 コジン		北野　浩		300		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		永山　榮一		200		200		200		個人		川井　仁一		600

				個人 コジン		北林　雅枝		300		個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		長井　悠佑		200		200		200		個人		川島　大典		600

				個人 コジン		北山　知孝		300		個人 コジン		岡田　邦夫		200		個人 コジン		長命　勇士		200		200		200		個人		川原田　将人		600

				個人 コジン		清水　海斗		300		個人 コジン		岡本　隆之		200		個人 コジン		西野　洋		200		200		200		個人		木村　直樹		600

				個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		根木　正次		200		200		200		個人		木山　裕登		600

				個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		岡村　政紘		200		個人 コジン		野口　一幸		200		200		200		個人		菊地原　末代		600

				個人 コジン		清水　亮平		300		個人 コジン		御法川　裕介		200		個人 コジン		原島　良平		200		200		200		個人		北浜　昌幸		600

				個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		加門　敏弘		200		個人 コジン		半田　浩之		200		200		200		個人		北村　玲恩		600

				個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		加藤　英明		200		個人 コジン		日西　成二		200		200		200		個人		工藤　祐一		600

				個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		加藤　辰巳		200		個人 コジン		樋口　浩輔		200		200		200		個人		桑原　秀次		600

				個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		加藤　美佳		200		個人 コジン		深川　耕次		200		200		200		個人		桑原　裕		600

				個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		福島　祥太		200		200		200		個人		小久保　奈海		600

				個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		福永　栄一		200		200		200		個人		小坂　和智		600

				個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		笠井　威		200		個人 コジン		藤田　護		200		200		200		個人		小菅　章稔		600

				個人 コジン		倉本　剛		300		個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		藤野　智弘		200		200		200		個人		小野　健		600

				個人 コジン		栗山　幹夫		300		個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		藤原　誠		200		200		200		個人		小野　保		600

				個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		片岡　康子		200		個人 コジン		舟木　淳次		200		200		200		個人		小野　靖明		600

				個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		兵藤　誠		200		200		200		個人		小林　節子		600

				個人 コジン		欅田　均		300		個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		細川　雄太		200		200		200		個人		小森　龍二		600

				個人 コジン		小池　祐一		300		個人 コジン		金田　耕市		200		個人 コジン		細川　浩嗣		200		200		200		個人		米丸　敏彦		600

				個人 コジン		小川　雅大		300		個人 コジン		金森　泰洋		200		個人 コジン		細野　千佳子		200		200		200		個人		佐立　敬昭		600

				個人 コジン		小倉　良平		300		個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		堀川　久人		200		200		200		個人		佐野　成雅		600

				個人 コジン		小澤　直斗		300		個人 コジン		軽込　隆士		200		個人 コジン		堀田　敬之		200		200		200		個人		佐藤　誠		600

				個人 コジン		小澤　義廣		300		個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		前田　貴志		200		200		200		個人		佐藤　優希		600

				個人 コジン		小園　弘美		300		個人 コジン		川北　亨		200		個人 コジン		前野　貴弘		200		200		200		個人		澤田　克栄		600

				個人 コジン		小田　妙子		300		個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		舛岡　靖司		200		200		200		個人		静　好洋		600

				個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		松村　きみ		200		200		200		個人		芝田　隆志		600

				個人 コジン		小林　一行		300		個人 コジン		川野　俊		200		個人 コジン		松元　貴樹		200		200		200		個人		嶋田　浩佳		600

				個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		川向　元次		200		個人 コジン		丸尾　幸則		200		200		200		個人		下地　和帆		600

				個人 コジン		小林　優樹		300		個人 コジン		川村　修介		200		個人 コジン		三木　海斗		200		200		200		個人		末光　宣文		600

				個人 コジン		小牧　大介		300		個人 コジン		河合　一将		200		個人 コジン		三木　祐一朗		200		200		200		個人		杉村　敦子		600

				個人 コジン		小松　千春		300		個人 コジン		河野　紀子		200		個人 コジン		三宅　謙一郎		200		200		200		個人		鈴木　悟		600

				個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		河原　純一		200		個人 コジン		水野　廣秋		200		200		200		個人		鈴木　哲也		600

				個人 コジン		五島　吏津子		300		個人 コジン		河村　賢		200		個人 コジン		村木　聡		200		200		200		個人		曽根　一郎		600

				個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		孟　芸菁		200		200		200		個人		田頭　伸直		600

				個人 コジン		五藤　誠		300		個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		森田　啓文		200		200		200		個人		田中　克		600

				個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		木村　修次		200		個人 コジン		森本　昌清		200		200		200		個人		田中　裕二		600

				個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		木村　進		200		個人 コジン		森山　強		200		200		200		個人		田沼　秀行		600

				個人 コジン		越川　敏治		300		個人 コジン		氣仙　英明		200		個人 コジン		八木　直子		200		200		200		個人		高橋　豪一		600

				個人 コジン		近藤　守		300		個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		矢郷　竜平		200		200		200		個人		高橋　徹夫		600

				個人 コジン		佐多　宗		300		個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		安田　和男		200		200		200		個人		高橋　遼磨		600

				個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		安宅　幸之助		200		200		200		個人		武田　圭樹		600

				個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		北郷　起示江		200		個人 コジン		山岸　花凛		200		200		200		個人		武田　眞幸		600

				個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		北村　弘昭		200		個人 コジン		山崎　雄一		200		200		200		個人		辰巳　佳子		600

				個人 コジン		佐藤　重信		300		個人 コジン		清水　眞		200		個人 コジン		山崎　良喜		200		200		200		個人		辰見　陽雪		600

				個人 コジン		佐藤　章		300		個人 コジン		許　蛍雪		200		個人 コジン		山本　太寛		200		200		200		個人		谷井　晃慶		600

				個人 コジン		佐藤　敏和		300		個人 コジン		切明　貴宏		200		個人 コジン		山本　公洋		200		200		200		個人		谷上　元康		600

				個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		久保　しず		200		個人 コジン		柚賀　勝昭		200		200		200		個人		玉井　悦子		600

				個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		横尾　進		200		200		200		個人		玉邑　光		600

				個人 コジン		佐々木　真光		300		個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		横川　忠弘		200		200		200		個人		手塚　里惠		600

				個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		倉橋　正憲		200		個人 コジン		吉田　剛		200		200		200		個人		寺門　真里		600

				個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		栗林　茂		200		個人 コジン		吉田　智暁		200		200		200		個人		寺部　佳孝		600

				個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		栗原　寛典		200		個人 コジン		吉山　容正		200		200		200		個人		都丸　靖直		600

				個人 コジン		齋藤　守		300		個人 コジン		黒田　龍		200		個人 コジン		依田　勝		200		200		200		個人		當眞　嗣興		600

				個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		両瀬　浩		200		200		200		個人		冨岡　亘		600

				個人 コジン		坂　江美		300		個人 コジン		小泉　幸秀		200		個人 コジン		脇　治		200		200		200		個人		冨田　紘一郎		600

				個人 コジン		坂井　恵介		300		個人 コジン		小川　庸子		200		個人 コジン		渡辺　英喜		200		200		200		個人		冨増　諭史		600

				個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		小田　隆信		200		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		0		0		個人		友近　威志		600

				個人 コジン		坂部　晃一		300		個人 コジン		小田島　公之		200		個人 コジン		秋原　紀子		200		100		200		個人		中丸　達也		600

				個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		秋森　大		200		0		0		個人		中村　充広		600

				個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		小野　嘉彦		200		個人 コジン		浅原　義智		200		0		200		個人		長谷川　富明		600

				個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		浅間　祐一		200		100		200		個人		長谷川　直紀		600

				個人 コジン		志田　洋暁		300		個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		朝原　秀太		200		-1500		200		個人		長谷川　美佐子		600

				個人 コジン		椎野　朋之		300		個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		新倉　英男		200		0		0		個人		鳴戸　栄朗		600

				個人 コジン		鹿瀬　公生		300		個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		新野　栄一		200		0		0		個人		西澤　憲彦		600

				個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		有賀　朝一		200		-100		-100		個人		西田　和貴		600

				個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		小松　祐介		200		個人 コジン		有福　誠和		200		0		0		個人		西村　英昭		600

				個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		井上　暁登		200		0		200		個人		西村　薫		600

				個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		井上　麻衣子		200		0		200		個人		橋本　良夫		600

				個人 コジン		渋木　博信		300		個人 コジン		後藤　純平		200		個人 コジン		井上　将志		200		0		0		個人		初見　俊宣		600

				個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		伊藤　誠子		200		0		0		個人		原田　高宏		600

				個人 コジン		白橋　昭夫		300		個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		0		100		個人		日榮　隆広		600

				個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		佐野　光敬		200		個人 コジン		石田　恭嗣		200		0		200		個人		平井　真弓		600

				個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		石田　裕紀子		200		-100		-100		個人		廣瀬　光		600

				個人 コジン		須藤　治		300		個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		石塚　剛史		200		0		0		個人		廣田　紀人		600

				個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		石原　真		200		0		0		個人		廣中　久記		600

				個人 コジン		菅沼　寛二		300		個人 コジン		佐藤　恵子		200		個人 コジン		磯田　聡		200		0		0		個人		福島　恵理		600

				個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		佐藤　楓莉		200		個人 コジン		一見　治		200		0		200		個人		福田　真平		600

				個人 コジン		杉田　年男		300		個人 コジン		佐藤　智也		200		個人 コジン		今田　善之		200		0		-100		個人		福本　有紀		600

				個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		今村　勲		200		0		0		個人		藤江　康之		600

				個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		入江　太郎		200		0		0		個人		藤原　一郎		600

				個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		岩崎　雅之		200		0		0		個人		藤本　忠幸		600

				個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		佐々木　健介		200		個人 コジン		宇田川　明男		200		-200		0		個人		藤村　昭子		600

				個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		上野　裕子		200		0		200		個人		舟川　佳佑		600

				個人 コジン		鈴木　隆		300		個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		内田　明生		200		0		0		個人		冬木　裕		600

				個人 コジン		鈴木　司		300		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		内田　光則		200		-100		200		個人		堀内　哲夫		600

				個人 コジン		鈴木　哲也		300		個人 コジン		齋藤　敦子		200		個人 コジン		漆原　由美		200		0		0		個人		堀越　秀昭		600

				個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		齋藤　富昭		200		個人 コジン		遠藤　幸治		200		0		0		個人		堀田　綾乃		600

				個人 コジン		住田　兼良		300		個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		王　芳		200		0		0		個人		前田　眞千		600

				個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		坂本　紳之介		200		個人 コジン		大川　祥央		200		0		0		個人		幕内　梨恵		600

				個人 コジン		関川　昭二		300		個人 コジン		坂本　知子		200		個人 コジン		大澤　幸也		200		100		100		個人		松井　香織		600

				個人 コジン		関根　隆行		300		個人 コジン		坂本　照行		200		個人 コジン		大嶋　洋平		200		0		0		個人		松田　秀次		600

				個人 コジン		千田　俊介		300		個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		大西　恒子		200		0		200		個人		松田　真由美		600

				個人 コジン		千葉　光夫		300		個人 コジン		榊原　心		200		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		0		0		個人		丸山　法昭		600

				個人 コジン		曽田　俊之		300		個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		岡本　昌弘		200		0		0		個人		三上　雄司		600

				個人 コジン		曽田　春枝		300		個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		加藤　渉		200		-100		-100		個人		三木　保博		600

				個人 コジン		曽根　俊祐		300		個人 コジン		澤田　加代子		200		個人 コジン		掛札　政宏		200		0		0		個人		三坂　康博		600

				個人 コジン		田上　博		300		個人 コジン		志賀　隆啓		200		個人 コジン		笠井　威		200		0		200		個人		三村　安信		600

				個人 コジン		田口　拓也		300		個人 コジン		志水　正治		200		個人 コジン		梶本　卓司		200		0		0		個人		水戸　進		600

				個人 コジン		田口　宏明		300		個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		川上　明		200		0		0		個人		満田　慎也		600

				個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		川口　宏		200		0		0		個人		宮崎　安登		600

				個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		鹿島　承志		200		個人 コジン		川角　高久		200		0		0		個人		村田　衛		600

				個人 コジン		田中　京子		300		個人 コジン		篠崎　晴喜		200		個人 コジン		河合　一将		200		0		200		個人		望月　保彦		600

				個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		河野　紀子		200		0		200		個人		森田　賢		600

				個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		嶌田　健治		200		個人 コジン		木下　敬介		200		-200		0		個人		薮原　孝雄		600

				個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		島村　美樹		200		個人 コジン		木下　勇人		200		0		0		個人		山岡　和男		600

				個人 コジン		田中　雅晴		300		個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		木野　耕一		200		0		0		個人		山形　呈太		600

				個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		城福　宏吉		200		個人 コジン		氣仙　英明		200		0		200		個人		山崎　稜介		600

				個人 コジン		田光　康宏		300		個人 コジン		須藤　嘉一		200		個人 コジン		喜田　茂		200		0		0		個人		山下　数馬		600

				個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		北大路　永典		200		0		0		個人		山本　直樹		600

				個人 コジン		高倉　康		300		個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		北村　隆幸		200		100		100		個人		横松　秀夫		600

				個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		切明　貴宏		200		0		100		個人		吉村　静佳		600

				個人 コジン		高田　宗典		300		個人 コジン		杉浦　進		200		個人 コジン		久保　賢治		200		-100		200		個人		吉村　ひろみ		600

				個人 コジン		高田　宏		300		個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		玖村　孝博		200		100		100		個人		頼岡　詩子		600

				個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		葛原　崇子		200		0		0		個人		李　睿棟		600

				個人 コジン		高橋　秀明		300		個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		窪田　裕之		200		-100		200		個人		和田　充史		600

				個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		倉知　宏治		200		100		200		個人		渡部　博文		600

				個人 コジン		高森　一修		300		個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		栗林　茂		200		0		200		個人		渡辺　雅之		600		●

				個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		駿見　千尋		200		個人 コジン		小島　榮一		200		-300		200		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド役員持株会		600

				個人 コジン		瀧川　紀男		300		個人 コジン		瀬下　康子		200		個人 コジン		小田島　公之		200		0		200		機関		東洋証券株式会社		600

				個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		関口　一郎		200		個人 コジン		小林　敬司		200		100		100		法人		株式会社ＪａｃｃｓＧａｔｅ		600

				個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		千田　英樹		200		個人 コジン		小林　茂		200		0		0		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ　－　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴＳ		600

				個人 コジン		竹田　恵里		300		個人 コジン		千田　寛子		200		個人 コジン		小松　孝		200		-400		-200		機関		ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＪＡＳＤＥＣ		600

				個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		曽宮　秀和		200		個人 コジン		小村　由樹子		200		0		0		個人		黒川　正弘		501

				個人 コジン		武富　涼		300		個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		甲斐　民子		200		0		0		個人		阿部　和也		500

				個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		田口　富彦		200		個人 コジン		佐久間　照哉		200		100		200		個人		青木　義幸		500

				個人 コジン		武本　誠		300		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		佐藤　恵子		200		0		100		個人		青柳　幸蔵		500

				個人 コジン		立山　忠夫		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		佐藤　功		200		100		100		個人		赤木　哲郎		500

				個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		佐々木　寛		200		0		0		個人		浅沼　慎太朗		500

				個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		0		0		役職員 ヤクショクイン		浅野　尚仁		500

				個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		0		0		個人		天野　憲作		500

				個人 コジン		陳　登		300		個人 コジン		田畑　由香理		200		個人 コジン		齋藤　敦子		200		0		200		個人		荒川　真		500

				個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		田原　紀美子		200		個人 コジン		齊藤　好美		200		0		0		個人		荒木　哲也		500

				個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		櫻井　綾		200		-100		-100		個人		新谷　恭英		500

				個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		塩川　和子		200		0		0		個人		新美　順康		500

				個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		柴田　浩徳		200		0		0		個人		粟田　剛平		500

				個人 コジン		塚田　正夫		300		個人 コジン		高橋　一幸		200		個人 コジン		白澤　悦子		200		0		0		個人		井上　雄大		500

				個人 コジン		塚本　とり		300		個人 コジン		高橋　毅		200		個人 コジン		須藤　嘉一		200		0		200		個人		井上　修二		500

				個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		諏澤　俊二		200		0		0		個人		井川　一真		500

				個人 コジン		土口　裕		300		個人 コジン		高橋　千珠		200		個人 コジン		杉本　健		200		-100		-100		個人		伊藤　正騎		500

				個人 コジン		土屋　嘉久		300		個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		杉山　勝行		200		0		0		個人		伊藤　源基		500

				個人 コジン		常本　悟		300		個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		杉山　裕一		200		0		0		個人		猪俣　為久		500

				個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		竹内　満里子		200		個人 コジン		鈴木　啓子		200		0		0		役職員 ヤクショクイン		池内　貴美子		500

				個人 コジン		寺島　一代		300		個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		関口　一郎		200		0		100		個人		石井　信廣		500

				個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		竹田　恵里		200		個人 コジン		千田　寛子		200		0		200		個人		石田　英和		500

				個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		竹中　康史		200		個人 コジン		田口　富彦		200		0		200		個人		石田　隆三		500

				個人 コジン		徳永　由紀		300		個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		0		0		個人		石田　卓也		500

				個人 コジン		徳山　京一郎		300		個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		田中　久雄		200		0		200		個人		石山　嘉英		500

				個人 コジン		年末　仁信		300		個人 コジン		武本　直美		200		個人 コジン		田端　伸行		200		0		0		個人		逸見　高明		500

				個人 コジン		栃尾　保		300		個人 コジン		立石　将仁		200		個人 コジン		田邊　陽一		200		0		0		個人		稲葉　希		500

				個人 コジン		冨士野　正		300		個人 コジン		立野　眞純		200		個人 コジン		高野　淳一		200		-100		100		個人		稲葉　博隆		500

				個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		立松　亨倫		200		個人 コジン		高橋　一幸		200		0		100		個人		犬塚　良輔		500

				個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		高橋　毅		200		0		200		個人		今井　弘子		500

				個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		谷崎　秀人		200		個人 コジン		高橋　寿文		200		0		0		個人		岩田　外美		500

				個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		高村　喬		200		0		0		個人		岩竹　大吾		500

				個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		瀧脇　宏		200		100		200		個人		宇田　唯人		500

				個人 コジン		中川　整司		300		個人 コジン		玉木　有一		200		個人 コジン		竹内　一志		200		-100		200		個人		上野　勝洋		500

				個人 コジン		中澤　那世留		300		個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		武富　秀俊		200		0		0		個人		上別府　洋平		500

				個人 コジン		中嶋　龍也		300		個人 コジン		対馬　健貴		200		個人 コジン		立松　亨倫		200		0		100		個人		植木　浩司		500

				個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		土井　英邦		200		個人 コジン		舘野　哲夫		200		0		0		個人		浮田　大輔		500

				個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		谷本　達哉		200		200		200		個人		浦田　修		500

				個人 コジン		中根　久徳		300		個人 コジン		土橋　隆之		200		個人 コジン		谷本　知子		200		0		0		個人		瓜生　竜也		500

				個人 コジン		中野　二三男		300		個人 コジン		土肥　健一郎		200		個人 コジン		谷本　義男		200		0		0		個人		尾形　一典		500

				個人 コジン		中野　正章		300		個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		対馬　健貴		200		0		200		個人		大河内　つゆ子		500

				個人 コジン		中村　道子		300		個人 コジン		寺窪　幸雄		200		個人 コジン		土屋　大助		200		100		200		個人		大熊　祐介		500

				個人 コジン		中村　由里香		300		個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		鶴田　幸		200		0		0		個人		大黒　真里子		500

				個人 コジン		中山　貞雄		300		個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		出口　広美		200		100		200		個人		大澤　好美		500

				個人 コジン		中山　滋		300		個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		寺井　和美		200		-200		200		個人		大谷　舞		500

				個人 コジン		永井　敦		300		個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		戸川　潤一		200		0		0		個人		大野　徹		500

				個人 コジン		永石　明		300		個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		戸城　秀樹		200		-900		200		個人		大野　洋		500

				個人 コジン		永嶋　達矢		300		個人 コジン		時庭　真衣		200		個人 コジン		等々力　文夫		200		0		0		個人		大森　壮晃		500

				個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		飛田　翔		200		100		100		個人		大山　裕美		500

				個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		富永　尚晃		200		0		0		個人		岡　拓弥		500

				個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		豊嶋　史哲		200		個人 コジン		豊田　昇		200		0		0		個人		岡田　之秀		500

				個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		豊島　保博		200		個人 コジン		鳥居　光子		200		0		0		個人		岡村　国博		500

				個人 コジン		長　彩華		300		個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		中嶋　紀子		200		0		0		個人		岡村　伸樹		500

				個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		中森　典雄		200		0		0		個人		奥田　京子		500

				個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		中山　茂夫		200		0		0		個人		加賀美　香織		500

				個人 コジン		長尾　重司		300		個人 コジン		中井　隆行		200		個人 コジン		中山　由紀子		200		0		0		個人		加藤　泉		500

				個人 コジン		長島　豊美		300		個人 コジン		中井　房枝		200		個人 コジン		永田　加壽子		200		0		0		個人		加藤　太一		500

				個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		中岡　重貴		200		個人 コジン		永田　優		200		0		0		個人		加藤　敬介		500

				個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		中川　泰祐		200		個人 コジン		永野　春海		200		0		0		個人		加藤　哲也		500

				個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		0		200		個人		加藤　徳義		500

				個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		難波　佳奈		200		0		0		個人		加藤　俊文		500

				個人 コジン		荷方　惣一朗		300		個人 コジン		中谷　光男		200		個人 コジン		西田　友紀		200		0		0		個人		加藤　博之		500

				個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		中西　啓太		200		個人 コジン		西林　真		200		0		0		個人		加藤　美智子		500

				個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		西槙　康博		200		0		0		個人		影山　啓五		500

				個人 コジン		西村　勝浩		300		個人 コジン		中本　富士彌		200		個人 コジン		野口　政夫		200		0		200		個人		風間　凌		500

				個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		中本　吉弥		200		個人 コジン		橋爪　孝		200		0		200		個人		片岡　真太郎		500

				個人 コジン		西村　雅彦		300		個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		橋本　サチ子		200		0		0		個人		片倉　静子		500

				個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		畠中　克洋		200		0		200		個人		勝又　雄一		500

				個人 コジン		根田　知明		300		個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		浜口　真吾		200		100		200		個人		勝又　勇		500

				個人 コジン		根田　和明		300		個人 コジン		中山　正太郎		200		個人 コジン		浜田　普史		200		100		200		個人		金澤　峰子		500

				個人 コジン		野崎　慎平		300		個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		林　政樹		200		0		0		個人		金澤　良夫		500

				個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		永井　更沙		200		個人 コジン		伴　貞俊		200		100		100		個人		金城　恵		500

				個人 コジン		野間口　俊之		300		個人 コジン		永岡　陽介		200		個人 コジン		東　寛		200		0		200		個人		兼子　啓		500

				個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		東　孝		200		0		0		個人		榧木　浩二		500

				個人 コジン		野呂　健次郎		300		個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		服部　治光		200		0		200		個人		川上　秀樹		500

				個人 コジン		野々村　勝		300		個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		副島　澄子		200		0		0		個人		川神　智		500

				個人 コジン		能登谷　康子		300		個人 コジン		永山　恒誉		200		個人 コジン		福島　江里子		200		0		0		個人		川村　修介		500

				個人 コジン		信長　努		300		個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		福田　勝		200		0		200		個人		河野　高伸		500

				個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		福原　大介		200		0		0		個人		河本　則吉		500

				個人 コジン		馬場　祐介		300		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		0		0		個人		木下　真実		500

				個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		楢原　慶		200		個人 コジン		藤田　雅弘		200		0		200		個人		木村　一三		500

				個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		藤原　教浩		200		-800		200		個人		木村　友樹		500

				個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		藤原　正也		200		0		0		個人		紀伊　仁司		500

				個人 コジン		浜野　文雄		300		個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		本間　道郎		200		0		0		個人		北川　和哉		500

				個人 コジン		早野　重子		300		個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		松井　憲司		200		0		0		個人		北島　君子		500

				個人 コジン		早野　好雄		300		個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		0		0		個人		邱　琳		500

				個人 コジン		林　美緒		300		個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		松田　敏弘		200		0		0		個人		清水　克彦		500

				個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		西畑　公貴		200		個人 コジン		松野　雅人		200		0		200		個人		清水　淳		500

				個人 コジン		原　龍夫		300		個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		松原　勉		200		100		200		個人		桐本　貴啓		500

				個人 コジン		原　豊		300		個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		三次　庸義		200		0		200		個人		久保田　彰		500

				個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		野口　政夫		200		個人 コジン		水越　正信		200		0		0		個人		久保田　泰弘		500

				個人 コジン		原田　育英		300		個人 コジン		野澤　孝		200		個人 コジン		水谷　和子		200		0		200		個人		楠井　大地		500

				個人 コジン		原田　擴靖		300		個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		宮野　秀基		200		0		0		個人		窪田　徹		500

				個人 コジン		原田　裕一		300		個人 コジン		橋爪　孝		200		個人 コジン		村松　又太郎		200		0		200		個人		窪田　博之		500

				個人 コジン		張　堅		300		個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		森　秀雄		200		0		0		個人		隈部　征男		500

				個人 コジン		春藤　啓文		300		個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		森　盛茂		200		0		0		個人		熊谷　慶國		500

				個人 コジン		東出　博美		300		個人 コジン		畠中　克洋		200		個人 コジン		森下　みか		200		0		100		個人		栗尾　正光		500

				個人 コジン		東藤　一司		300		個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		森田　富夫		200		0		100		個人		栗原　恵		500

				個人 コジン		疋嶋　春雄		300		個人 コジン		原　大輔		200		個人 コジン		森本　博海		200		0		100		個人		車　昌鎬		500

				個人 コジン		姫野　勇人		300		個人 コジン		原　智康		200		個人 コジン		八重樫　久		200		0		0		個人		車谷　太佑		500

				個人 コジン		平井　陳幸		300		個人 コジン		春名　尊文		200		個人 コジン		安藤　一徳		200		0		200		個人		黒田　極		500

				個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		安藤　寛幸		200		0		0		個人		黒部　智弘		500

				個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		東　寛		200		個人 コジン		柳川　龍一		200		-200		-100		個人		桑山　聡志		500

				個人 コジン		深谷　敏彦		300		個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		柳原　大輔		200		0		0		個人		小久保　久子		500

				個人 コジン		福井　毅		300		個人 コジン		広瀬　有来		200		個人 コジン		山岸　勝彦		200		0		200		個人		小島　安子		500

				個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		山下　賢二郎		200		0		200		個人		小島　律志		500

				個人 コジン		福井　和男		300		個人 コジン		服部　治光		200		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		0		0		個人		小野　康二		500

				個人 コジン		福岡　正淑		300		個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		吉岡　知紘		200		0		0		個人		小野島　洋樹		500

				個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		吉竹　郁文		200		0		200		個人		小畠　保		500

				個人 コジン		福永　貴寛		300		個人 コジン		福田　勝		200		個人 コジン		吉松　央夫		200		0		0		個人		小林　勝		500

				個人 コジン		藤浦　仁恵		300		個人 コジン		福田　淳一		200		個人 コジン		吉村　元成		200		0		0		個人		小林　茂		500

				個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		劉　憲明		200		0		100		個人		小林　宏		500

				個人 コジン		藤門　龍児		300		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		和泉　直子		200		0		0		個人		小林　宏隆		500

				個人 コジン		藤田　克也		300		個人 コジン		藤田　雅弘		200		個人 コジン		和田　浩之		200		0		0		個人		小林　真希		500

				個人 コジン		藤田　肇		300		個人 コジン		藤原　正也		200		法人 ホウジン		有限会社アビタ		200		200		200		個人		小林　美穂		500

				個人 コジン		藤沼　一夫		300		個人 コジン		藤本　哲朗		200		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		200		-7300		200		役職員		小林　若菜		500

				個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		船戸　繁代		200		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		0		0		個人		小原　謙二		500

				個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		古園　淳一		200		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		0		0		個人		小平　純一		500

				個人 コジン		藤本　良一		300		個人 コジン		古林　智		200		個人 コジン		中山　健二郎		120		0		120		個人		五十嵐　紀之		500

				個人 コジン		藤光　厚子		300		個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		佐久間　信行		103		103		103		個人		駒場　好夫		500

				個人 コジン		古川　陽輝		300		個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		ハク　キン		100		100		100		個人		米川　博則		500

				個人 コジン		古田　克仁		300		個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		阿部　繁樹		100		100		100		個人		近藤　英子		500

				個人 コジン		古野　雅敏		300		個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		阿部　龍太郎		100		100		100		個人		近藤　春子		500

				個人 コジン		古山　末波		300		個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		相沢　悠仁		100		100		100		個人		近藤　正和		500

				個人 コジン		穂坂　弘治		300		個人 コジン		前田　泰志		200		個人 コジン		相本　美保子		100		100		100		個人		佐貫　真弓		500

				個人 コジン		星川　義明		300		個人 コジン		前原　正一		200		個人 コジン		青木　伸治		100		100		100		個人		佐久間　務		500

				個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		青木　稔		100		100		100		個人		佐野　美恵子		500

				個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		増田　和久		200		個人 コジン		青柳　秀悟		100		100		100		個人		佐藤　伸也		500

				個人 コジン		堀内　法子		300		個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		赤石　泰之		100		100		100		個人		佐藤　秀		500

				個人 コジン		堀川　卓洋		300		個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		浅井　泰雅		100		100		100		個人		佐々木　雅大		500

				個人 コジン		堀口　裕美		300		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		浅野　聡宏		100		100		100		個人		齊木　公一		500

				個人 コジン		本田　岳昭		300		個人 コジン		松澤　博志		200		個人 コジン		足立　美紀子		100		100		100		個人		齋藤　拓也		500

				個人 コジン		本多　直哉		300		個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		綾木　誠		100		100		100		個人		坂部　啓太		500

				個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		松野　雅人		200		個人 コジン		荒井　和雄		100		100		100		個人		坂本　隆		500

				個人 コジン		前川　治		300		個人 コジン		松本　明男		200		個人 コジン		荒木　健治		100		100		100		個人		坂本　唯規子		500

				個人 コジン		前川　晶代		300		個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		荒木　雅夫		100		100		100		個人		坂本　めぐみ		500

				個人 コジン		前田　幸博		300		個人 コジン		三上　郁子		200		個人 コジン		荒谷　紀子		100		100		100		個人		櫻井　健		500

				個人 コジン		前田　仁		300		個人 コジン		三浦　康司		200		個人 コジン		新井　功		100		100		100		個人		酒井　克希		500

				個人 コジン		前田　宣明		300		個人 コジン		三次　庸義		200		個人 コジン		新保　大祐		100		100		100		個人		酒井　信吾		500

				個人 コジン		前田　建		300		個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		新山　寛治		100		100		100		個人		笹倉　圭太		500

				個人 コジン		前田　雅仁		300		個人 コジン		水谷　和子		200		個人 コジン		有木　信也		100		100		100		個人		沢田　和雪		500

				個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		水野　旭		200		個人 コジン		有馬　亨		100		100		100		個人		志田　扶		500

				個人 コジン		牧野　久晴		300		個人 コジン		南雲　義弘		200		個人 コジン		淡路　紀世子		100		100		100		個人		塩沢　史		500

				個人 コジン		牧野　夏実		300		個人 コジン		宮内　優		200		個人 コジン		井上　貴友		100		100		100		個人		塩田　博人		500

				個人 コジン		正　典克		300		個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		井上　研一		100		100		100		個人		茂木　拓真		500

				個人 コジン		益田　充教		300		個人 コジン		村上　知行		200		個人 コジン		井上　静香		100		100		100		個人		篠原　永紀		500

				個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		井上　俊介		100		100		100		個人		芝岡　峻光		500

				個人 コジン		増田　和也		300		個人 コジン		村松　又太郎		200		個人 コジン		井上　法子		100		100		100		個人		柴田　基之		500

				個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		井部　洋		100		100		100		個人		柴田　晃宏		500

				個人 コジン		松倉　光希		300		個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		伊佐　和貴		100		100		100		個人		柴田　誠		500

				個人 コジン		松下　浩二		300		個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		伊部　鉄雄		100		100		100		個人		嶋　優介		500

				個人 コジン		松田　辰江		300		個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		伊藤　貴敏		100		100		100		個人		島崎　克彦		500

				個人 コジン		松原　花子		300		個人 コジン		森岡　純子		200		個人 コジン		伊藤　誠		100		100		100		個人		島津　寿一		500

				個人 コジン		松原　炳吾		300		個人 コジン		森下　みか		200		個人 コジン		伊藤　敏幸		100		100		100		個人		白石　文生		500

				個人 コジン		松本　一彦		300		個人 コジン		森田　富夫		200		個人 コジン		伊藤　弘己		100		100		100		個人		白鳥　範子		500

				個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		森本　博海		200		個人 コジン		伊藤　和廣		100		100		100		個人		菅野　敦子		500

				個人 コジン		松本　昌裕		300		個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		猪名川　正彦		100		100		100		個人		菅野　雄介		500

				個人 コジン		松本　佑次		300		個人 コジン		安田　智子		200		個人 コジン		飯塚　規文		100		100		100		個人		菅野　幸夫		500

				個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		池崎　裕介		100		100		100		個人		杉江　以津子		500

				個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		安藤　一徳		200		個人 コジン		池田　嘉宏		100		100		100		個人		杉尾　健二		500

				個人 コジン		松村　城司		300		個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		池田　歩美		100		100		100		個人		杉尾　洋呑		500

				個人 コジン		松森　篤史		300		個人 コジン		安藤　正純		200		個人 コジン		石井　照己		100		100		100		個人		鈴木　敦夫		500

				個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		柳田　泰明		200		個人 コジン		石黒　慶一		100		100		100		個人		鈴木　啓義		500

				個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		石本　隆志		100		100		100		個人		鈴木　富夫		500

				個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		市川　正巳		100		100		100		個人		鈴木　眞有美		500

				個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		山岸　勝彦		200		個人 コジン		市川　昌博		100		100		100		個人		鈴木　美砂		500

				個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		市川　雅也		100		100		100		個人		鈴木　芳賢		500

				個人 コジン		三塚　健次郎		300		個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		稲垣　利陽		100		100		100		個人		関　功太		500

				個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		山口　政房		200		個人 コジン		稲田　昌彦		100		100		100		個人		関口　知樹		500

				個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		稲田　怜		100		100		100		個人		善田　佳子		500

				個人 コジン		水野　登美子		300		個人 コジン		山崎　恵子		200		個人 コジン		稲葉　強		100		100		100		個人		田中　里美		500

				個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		山下　賢二郎		200		個人 コジン		稲本　周平		100		100		100		個人		田邊　基樹		500

				個人 コジン		宮田　俊之		300		個人 コジン		山下　理起夫		200		個人 コジン		今井　理枝		100		100		100		個人		田村　明彦		500

				個人 コジン		向井　隆		300		個人 コジン		山田　才治		200		個人 コジン		今村　健一		100		100		100		個人		田村　千尋		500

				個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		今村　徹也		100		100		100		個人		高貝　昌弘		500

				個人 コジン		村上　政明		300		個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		岩井　啓		100		100		100		個人		高木　真一郎		500

				個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		岩本　直也		100		100		100		個人		高瀬　知史		500

				個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		岩村　菊江		100		100		100		個人		高橋　一花		500

				個人 コジン		持田　昌己		300		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		上久保　豊		100		100		100		個人		高橋　克典		500

				個人 コジン		望月　順朝		300		個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		上田　尚志		100		100		100		個人		高橋　誠		500

				個人 コジン		森　洋明		300		個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		上田　和彦		100		100		100		個人		高屋　満		500

				個人 コジン		森下　健一		300		個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		上地　謙司		100		100		100		個人		高山　慎一郎		500

				個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		上野　遵一		100		100		100		個人		竹尾　佳智		500

				個人 コジン		森田　直文		300		個人 コジン		吉竹　郁文		200		個人 コジン		上山　栄二		100		100		100		個人		竹澤　尚美		500

				個人 コジン		諸星　戍		300		個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		植野　純吾		100		100		100		個人		武山　健太郎		500

				個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		吉村　俊一		200		個人 コジン		牛田　叡		100		100		100		個人		谷上　元康		500

				個人 コジン		八木澤　繁		300		個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		牛田　恭子		100		100		100		個人		谷川　範享		500

				個人 コジン		八木橋　進		300		個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		臼井　幸代		100		100		100		個人		津留崎　亨		500

				個人 コジン		八田　幸雄		300		個人 コジン		劉　憲明		200		個人 コジン		内山　明		100		100		100		個人		塚本　直樹		500

				個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		和泉　誠		200		個人 コジン		内山　香奈子		100		100		100		個人		辻　真		500

				個人 コジン		八野　聖子		300		個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		内山　隼人		100		100		100		個人		辻本　誠		500

				個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		梅野　孝雄		100		100		100		個人		土井　正之		500

				個人 コジン		箭野　朝土		300		個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		梅宮　政俊		100		100		100		個人		土方　芳生		500

				個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		遠藤　佳代子		100		100		100		個人		常田　康夫		500

				個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		遠藤　悟		100		100		100		個人		常保　徳也		500

				個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		尾崎　啓一郎		100		100		100		個人		鶴田　きく		500

				個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		尾関　丈二		100		100		100		個人		鶴留　大輔		500

				個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		尾田　道徳		100		100		100		個人		寺内　実		500

				個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		渡邊　憲		200		個人 コジン		大内　裕基		100		100		100		個人		寺澤　則行		500

				個人 コジン		柳川　龍一		300		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		個人 コジン		大木　茂		100		100		100		個人		寺島　はる子		500

				個人 コジン		柳澤　隆治		300		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		個人 コジン		大京寺　淳		100		100		100		個人		寺山　卓朗		500

				個人 コジン		柳原　直臣		300		個人 コジン		中山　健二郎		120		個人 コジン		大國　宏		100		100		100		個人		堂本　篤史		500

				個人 コジン		山上　俊之		300		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		個人 コジン		大隅　悠司		100		100		100		個人		徳山　博士		500

				個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		大塚　利夫		100		100		100		個人		富樫　竜一		500

				個人 コジン		山口　明也		300		個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		大坪　督政		100		100		100		個人		名城　政保		500

				個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		大西　眞博		100		100		100		個人		中尾　拓也		500

				個人 コジン		山口　佐代子		300		個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		大橋　義彦		100		100		100		個人		中切　幸子		500

				個人 コジン		山口　知広		300		個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		大平　勇輝		100		100		100		個人		中里　孝		500

				個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		大村　隆浩		100		100		100		個人		中澤　和英		500

				個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		大森　敏之		100		100		100		個人		中島　志彦		500

				個人 コジン		山口　弘城		300		個人 コジン		青木　滋		100		個人 コジン		大山　あおい		100		100		100		個人		中嶋　晋一		500

				個人 コジン		山嵜　雄一郎		300		個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		岡　貴志		100		100		100		個人		中島　實		500

				個人 コジン		山下　廣		300		個人 コジン		青木　洋一		100		個人 コジン		岡　卓史		100		100		100		個人		中西　洋子		500

				個人 コジン		山下　泰弘		300		個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		岡　真梨恵		100		100		100		個人		中根　大偉輝		500

				個人 コジン		山田　一正		300		個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		岡　芳雄		100		100		100		個人		中村　誠		500

				個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		岡崎　俊二		100		100		100		個人		中村　知佳子		500

				個人 コジン		山田　尚史		300		個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		岡崎　昇		100		100		100		個人		中村　豊		500

				個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		赤木　房江		100		個人 コジン		岡田　知子		100		100		100		個人		中森　健		500

				個人 コジン		山中　清司		300		個人 コジン		赤坂　利一		100		個人 コジン		岡田　美秀子		100		100		100		個人		永井　三夫		500

				個人 コジン		山西　健一		300		個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		岡田　康		100		100		100		個人		永野　由巳		500

				個人 コジン		山根　省二		300		個人 コジン		秋岡　裕		100		個人 コジン		岡部　修也		100		100		100		個人		長尾　伸二		500

				個人 コジン		山本　勇		300		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		岡部　理枝子		100		100		100		個人		長谷川　繁雄		500

				個人 コジン		山室　哲也		300		個人 コジン		秋馬　宗則		100		個人 コジン		岡村　慎也		100		100		100		個人		長濱　英朗		500

				個人 コジン		山脇　武典		300		個人 コジン		秋原　紀子		100		個人 コジン		荻野　宏司		100		100		100		個人		長峰　妙子		500

				個人 コジン		油谷　幸子		300		個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		奥脇　保秋		100		100		100		個人		波多野　信也		500

				個人 コジン		與那覇　奏蘭		300		個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		鬼頭　一善		100		100		100		個人		成井　薫		500

				個人 コジン		横江　勇司		300		個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		温井　みち代		100		100		100		個人		成田　素		500

				個人 コジン		横田　英		300		個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		加瀬　宏		100		100		100		個人		縄稚　尚子		500

				個人 コジン		横山　正宏		300		個人 コジン		浅間　祐一		100		個人 コジン		加納　大暉		100		100		100		個人		縄村　隆弘		500

				個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		浅見　俊雄		100		個人 コジン		加藤　亜津子		100		100		100		個人		西　美保		500

				個人 コジン		吉田　雄太郎		300		個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		加藤　剛		100		100		100		個人		西浦　義博		500

				個人 コジン		吉田　国男		300		個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		加藤　仙太郎		100		100		100		個人		西尾　攝子		500

				個人 コジン		吉田　純子		300		個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		加藤　月江		100		100		100		個人		西川　直宏		500

				個人 コジン		吉田　友紀		300		個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		會田　カツ子		100		100		100		個人		西之園　洋佑		500

				個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		足立　守		100		個人 コジン		柿崎　赳		100		100		100		個人		西田　憲生		500

				個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		味藤　浩		100		個人 コジン		篭橋　努		100		100		100		個人		西田　孝雄		500

				個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		笠原　嘉人		100		100		100		個人		西田　庸平		500

				個人 コジン		和田　学士		300		個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		笠松　祐紀		100		100		100		個人		西袋　剛史		500

				個人 コジン		渡引　文男		300		個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		柏崎　雄一		100		100		100		個人		西村　亜子		500

				個人 コジン		渡部　昭子		300		個人 コジン		網野　陽介		100		個人 コジン		柏崎　愼悟		100		100		100		個人		西村　正人		500

				個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		柏葉　洋子		100		100		100		個人		野崎　一文		500

				個人 コジン		渡邉　大輔		300		個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		梶原　敏博		100		100		100		個人		野村　心		500

				個人 コジン		渡邉　茂喜		300		個人 コジン		荒木　満		100		個人 コジン		片野　秀司		100		100		100		個人		乗上　真智子		500

				個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		荒谷　太郎		100		個人 コジン		門脇　心平		100		100		100		個人		馬瀬　礼子		500

				個人 コジン		渡邊　亮太		300		個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		門脇　亮太		100		100		100		個人		萩原　純輝		500

				法人 ホウジン		株式会社アップツール		300		個人 コジン		新井　眞智子		100		個人 コジン		金子　喜則		100		100		100		個人		橋口　雅		500

				法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		個人 コジン		新田　美奈		100		個人 コジン		金子　功		100		100		100		個人		橋本　貴志		500

				法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		個人 コジン		新谷　将央		100		個人 コジン		神川　千絵		100		100		100		個人		橋本　早由利		500

				法人 ホウジン		エスワイエス合同会社		300		個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		神凉　知昭		100		100		100		個人		橋本　浩晃		500

				法人 ホウジン		株式会社シルバーアイ		300		個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		亀井　章年		100		100		100		個人		浜田　忠志		500

				法人 ホウジン		林電気株式会社		300		個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		川口　貴文		100		100		100		個人		林　精応		500

				個人 コジン		石井　祐子		250		個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		川田　亜友子		100		100		100		個人		原　幸弘		500

				個人 コジン		阿蘇　豊		200		個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		川西　知子		100		100		100		個人		原口　峯子		500

				個人 コジン		阿部　宏史		200		個人 コジン		井上　明		100		個人 コジン		川村　俊彦		100		100		100		個人		日野　智仁		500

				個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		井上　郁		100		個人 コジン		河瀬　豊		100		100		100		個人		日比野　豊		500

				個人 コジン		赤尾　文男		200		個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		乾　隼人		100		100		100		個人		樋口　徳男		500

				個人 コジン		赤澤　真一		200		個人 コジン		井上　礁		100		個人 コジン		寒河江　康文		100		100		100		個人		樋ケ　文子		500

				個人 コジン		赤星　慶子		200		個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		木村　太		100		100		100		個人		東　孝子		500

				個人 コジン		秋田　昇		200		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		個人 コジン		枳穀　美佐子		100		100		100		個人		人見　敦		500

				個人 コジン		秋月　勝治		200		個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		喜多　剛		100		100		100		個人		平井　佑典		500

				個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		儀間　光夫		100		100		100		個人		平尾　大樹		500

				個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		伊達　喬哉		100		個人 コジン		菊井　昭子		100		100		100		個人		平田　慶樹		500

				個人 コジン		淺賀　晴美		200		個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		菊田　鈴子		100		100		100		個人		平野　正造		500

				個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		伊部　厚子		100		個人 コジン		菊田　宗平		100		100		100		個人		平林　和美		500

				個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		菊地原　末代		100		100		100		個人		深尾　典久		500

				個人 コジン		浅野　幸枝		200		個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		北林　勝義		100		100		100		個人		服部　文一		500

				個人 コジン		足立　勇樹		200		個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		北原　くるみ		100		100		100		個人		福嶋　まり子		500

				個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		北村　進一		100		100		100		個人		藤井　愛子		500

				個人 コジン		天間　忠信		200		個人 コジン		伊藤　博文		100		個人 コジン		喬　新		100		100		100		個人		藤井　英樹		500

				個人 コジン		荒川　渉		200		個人 コジン		伊藤　隼		100		個人 コジン		切明　智美		100		100		100		個人		藤田　定巳		500

				個人 コジン		荒木　正明		200		個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		工藤　文		100		100		100		個人		藤沼　豊壽		500

				個人 コジン		荒木　美衣		200		個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		工藤　玲司		100		100		100		個人		藤原　秀明		500

				個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		伊藤　光枝		100		個人 コジン		楠　時恵		100		100		100		個人		舟橋　敏雄		500

				個人 コジン		荒谷　啓太郎		200		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		國繁　治史		100		100		100		個人		古川　朝巳		500

				個人 コジン		新井　勉		200		個人 コジン		伊藤　良直		100		個人 コジン		熊谷　瞬		100		100		100		個人		古川　和朗		500

				個人 コジン		新川　修		200		個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		蔵薗　俊明		100		100		100		個人		古沢　則夫		500

				個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		居垣　梢		100		個人 コジン		栗岡　久雄		100		100		100		個人		古谷　昌喜		500

				個人 コジン		新谷　文雄		200		個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		栗本　規昭		100		100		100		個人		別宮　直貴		500

				個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		黒木　洋一		100		100		100		個人		朴　春禹		500

				個人 コジン		新美　和孝		200		個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		黒須　博道		100		100		100		個人		堀　真通		500

				個人 コジン		有賀　克吉		200		個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		黒田　幸浩		100		100		100		個人		堀内　理津子		500

				個人 コジン		有坂　敏弘		200		個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		黒沼　史宜		100		100		100		個人		本城　邦晃		500

				個人 コジン		有薗　憲一		200		個人 コジン		飯塚　兆弘		100		個人 コジン		黒豆　昭彦		100		100		100		個人		本田　烈		500

				個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		桑名　佳明		100		100		100		個人		本橋　由利香		500

				個人 コジン		井上　凱雄		200		個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		桑原　正史		100		100		100		個人		本藤　将也		500

				個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		池　強志		100		個人 コジン		桑山　敦司		100		100		100		個人		真部　誠司		500

				個人 コジン		井上　洋子		200		個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		鍬　拓晃		100		100		100		個人		前田　卓也		500

				個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		池上　和宏		100		個人 コジン		郡　美雄		100		100		100		個人		前橋　康裕		500

				個人 コジン		伊澤　勝喜		200		個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		毛利　司		100		100		100		個人		牧野　吉朗		500

				個人 コジン		伊澤　勇気		200		個人 コジン		池田　秋比古		100		個人 コジン		剣持　麻紀		100		100		100		個人		正岡　研二		500

				個人 コジン		伊藤　克巳		200		個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		小泉　治徳		100		100		100		個人		町山　賢司		500

				個人 コジン		伊藤　彰一		200		個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		小泉　俊次		100		100		100		個人		松井　宏樹		500

				個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		池田　幸広		100		個人 コジン		小島　亜沙美		100		100		100		個人		松井　優汰		500

				個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		池田　昌広		100		個人 コジン		小城　智寿		100		100		100		個人		松岡　聰江		500

				個人 コジン		伊藤　岳文		200		個人 コジン		池長　秀享		100		個人 コジン		小菅　直人		100		100		100		個人		松岡　拓郎		500

				個人 コジン		伊藤　敏裕		200		個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		小菅　正吾		100		100		100		個人		松岡　利彦		500

				個人 コジン		伊藤　暢洋		200		個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		小瀧　歩		100		100		100		個人		松下　隆行		500

				個人 コジン		伊藤　弘子		200		個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		小西　祥且		100		100		100		個人		松田　京人		500

				個人 コジン		飯島　慶太郎		200		個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		小西　秀彦		100		100		100		個人		松田　圭介		500

				個人 コジン		飯塚　兆弘		200		個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		小野　圭亮		100		100		100		個人		松本　圭祐		500

				個人 コジン		飯塚　義澄		200		個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		小野　広之		100		100		100		個人		松村　麻也		500

				個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		小野　勇		100		100		100		個人		松村　治徳		500

				個人 コジン		生水　利明		200		個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		小林　大介		100		100		100		個人		松村　典亮		500

				個人 コジン		石井　寿彦		200		個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		小林　直樹		100		100		100		個人		丸尾　晃一		500

				個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		小林　玲子		100		100		100		個人		三上　智		500

				個人 コジン		石川　健二		200		個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		小原　文男		100		100		100		個人		三浦　直樹		500

				個人 コジン		石田　新三		200		個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		小森　実		100		100		100		個人		三ヶ尻　勇太		500

				個人 コジン		石田　徳男		200		個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		小柳　峯夫		100		100		100		個人		三島　浩一		500

				個人 コジン		石田　利明		200		個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		小山　尊路		100		100		100		個人		三宅　唯夫		500

				個人 コジン		石田　泰裕		200		個人 コジン		石田　浩		100		個人 コジン		小山　信宏		100		100		100		個人		三好　佐代子		500

				個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		小和田　幹雄		100		100		100		個人		水島　暖菜		500

				個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		五十嵐　晴香		100		100		100		個人		水野　智之		500

				個人 コジン		石塚　治		200		個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		五十川　良仁		100		100		100		個人		水野　浩幸		500

				個人 コジン		石橋　征洋		200		個人 コジン		石橋　征洋		100		個人 コジン		五所　栄太郎		100		100		100		個人		水本　達也		500

				個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		後藤　教之		100		100		100		個人		南　進		500

				個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		甲斐　健一郎		100		100		100		個人		宮田　祥司		500

				個人 コジン		石丸　嘉昭		200		個人 コジン		石原　正教		100		個人 コジン		合田　美帆		100		100		100		個人		宮永　雄也		500

				個人 コジン		石山　洋一		200		個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		越智　邦男		100		100		100		個人		宮永　駿也		500

				個人 コジン		泉口　信一		200		個人 コジン		石本　朱里		100		個人 コジン		米谷　俊彦		100		100		100		個人		宮原　慶介		500

				個人 コジン		磯崎　邦彦		200		個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		米村　浩司		100		100		100		個人		宮脇　悠矢		500

				個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		近藤　雄助		100		100		100		個人		向井　亨		500

				個人 コジン		礒部　猛也		200		個人 コジン		石森　英実		100		個人 コジン		佐久間　和子		100		100		100		個人		森　眞由美		500

				個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		石山　宣則		100		個人 コジン		佐藤　修		100		100		100		個人		森國　俊充		500

				個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		佐藤　直喜		100		100		100		個人		森本　昌清		500

				個人 コジン		市川　人		200		個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		佐藤　道子		100		0		0		個人		諸墨　伸一		500

				個人 コジン		市川　芳伸		200		個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		佐用　裕一		100		100		100		個人		八木巻　俊治		500

				個人 コジン		市丸　隆二郎		200		個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		佐々　寛太		100		100		100		個人		八島　宣征		500

				個人 コジン		今川　裕章		200		個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		佐々木　歩		100		100		100		個人		矢袋　文朗		500

				個人 コジン		今田　忠夫		200		個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		齊藤　禎夫		100		100		100		個人		安藤　翔子		500

				個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		坂口　順一		100		100		100		個人		安藤　洋		500

				個人 コジン		今野　幸男		200		個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		坂下　時生		100		100		100		個人		保津　真人		500

				個人 コジン		今野　聡一郎		200		個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		坂本　貴史		100		100		100		個人		柳本　五郎		500

				個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		坂本　君枝		100		100		100		個人		山川　潔		500

				個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		境　翔太		100		100		100		個人		山口　武		500

				個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		榊　正明		100		100		100		個人		山口　朋子		500

				個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		崎田　千佳子		100		100		100		個人		山崎　公義		500

				個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		崎山　英博		100		100		100		個人		山崎　雪風		500

				個人 コジン		岩渕　満		200		個人 コジン		糸谷　みどり		100		個人 コジン		櫻井　典之		100		100		100		個人		山崎　陽子		500

				個人 コジン		因幡　一磯		200		個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		酒井　史彦		100		100		100		個人		山下　淳		500

				個人 コジン		宇田川　明男		200		個人 コジン		稲葉　義治		100		個人 コジン		酒上　肇		100		100		100		個人		山下　智弘		500

				個人 コジン		宇都宮　喬		200		個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		笹野　智裕		100		100		100		個人		山下　雅也		500

				個人 コジン		上田　幸子		200		個人 コジン		犬飼　芳子		100		個人 コジン		笹部　豊		100		100		100		個人		山田　恵子		500

				個人 コジン		上田　三明		200		個人 コジン		犬飼　和浩		100		個人 コジン		澤田　純子		100		100		100		個人		山田　信三		500

				個人 コジン		上野　知美		200		個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		讃野　等		100		100		100		個人		山田　妙子		500

				個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		四ノ原　弘一郎		100		100		100		個人		山中　和樹		500

				個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		塩野谷　茂		100		100		100		個人		山本　悦二		500

				個人 コジン		植木　俊樹		200		個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		塩野谷　宣子		100		100		100		個人		山本　幸司		500

				個人 コジン		植田　賢二		200		個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		鹿島　鴻		100		100		100		個人		山本　甫		500

				個人 コジン		植田　貞子		200		個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		柴田　晃宏		100		100		100		個人		行木　孝雄		500

				個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		島田　一彦		100		100		100		個人		指宿　彭存		500

				個人 コジン		臼井　大介		200		個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		島田　尚典		100		100		100		個人		横井　和雄		500

				個人 コジン		臼井　昭稔		200		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		島本　健		100		100		100		個人		横川　崇史		500

				個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		嶋村　幸治		100		100		100		個人		横塚　清和		500

				個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		今村　明治		100		個人 コジン		下窪　健二		100		100		100		個人		吉田　勝重		500

				個人 コジン		内田　厚子		200		個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		下郷　祐司		100		100		100		個人		吉田　泰彦		500

				個人 コジン		内田　信一		200		個人 コジン		巖　良明		100		個人 コジン		下野　靖洋		100		100		100		個人		吉田　和寿		500

				個人 コジン		内藤　勝政		200		個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		周　賢偉		100		100		100		個人		吉塚　弘		500

				個人 コジン		内藤　寛之		200		個人 コジン		岩井　昌弘		100		個人 コジン		白石　武		100		100		100		個人		吉村　隆幸		500

				個人 コジン		内堀　明彦		200		個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		白鳥　久美子		100		100		100		個人		吉良　雄二		500

				個人 コジン		内山　愛二		200		個人 コジン		岩木　清則		100		個人 コジン		白濱　美津恵		100		100		100		個人		李　撼宇		500

				個人 コジン		内山　明		200		個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		須藤　浩明		100		100		100		個人		和田　育子		500

				個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		菅野　晋也		100		100		100		個人		和田　享		500

				個人 コジン		梅木　英雄		200		個人 コジン		岩永　力		100		個人 コジン		杉本　勝馬		100		100		100		個人		和田　雅浩		500

				個人 コジン		占部　正義		200		個人 コジン		岩鼻　康之		100		個人 コジン		杉本　匡弘		100		100		100		個人		鷲田　真一		500

				個人 コジン		浦壁　伸子		200		個人 コジン		岩見谷　章子		100		個人 コジン		杉山　登志郎		100		100		100		個人		渡部　啓人		500

				個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		助川　恵子		100		100		100		個人		渡部　吉則		500

				個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		宇井　利行		100		個人 コジン		鈴木　勝利		100		100		100		個人		渡辺　一哉		500

				個人 コジン		遠地　謙介		200		個人 コジン		宇貝　俊昭		100		個人 コジン		鈴木　久美子		100		100		100		個人		渡辺　清孝		500

				個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		宇川　佳希		100		個人 コジン		鈴木　健		100		100		100		個人		渡邉　隆		500

				個人 コジン		遠藤　繁和		200		個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		鈴木　聡史		100		100		100		個人		渡邉　幹男		500

				個人 コジン		遠藤　建		200		個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		鈴木　宏治		100		100		100		個人		渡辺　裕士		500

				個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		鈴木　裕明		100		100		100		個人		渡辺　良馬		500

				個人 コジン		尾身　正司		200		個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		砂邉　松司		100		100		100		機関		岡地証券株式会社		500

				個人 コジン		及川　茂		200		個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		瀬瀬　考平		100		100		100		法人		合同会社エスプリ		500

				個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		関　朋子		100		100		100		法人		株式会社ＳＥＮＳ		500

				個人 コジン		大井　強		200		個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		関　美知夫		100		100		100		法人		株式会社ＳＴＫ　ＴＲＡＤＥ		500

				個人 コジン		大石　勲		200		個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		関野　武良		100		100		100		機関		株式会社日本ベル投資研究所		500

				個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		上田　雅弘		100		個人 コジン		仙波　務		100		100		100		法人		有限会社柳川ネイチア		500

				個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		曽我部　幹男		100		100		100		法人		株式会社リーン・スタイル		500

				個人 コジン		大黒　秀樹		200		個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		田口　麻里		100		100		100		個人		ＺＨＡＮＧ　ＸＩＮＲＵＩ		500

				個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		田中　英明		100		100		100		個人		フィリップ　厚子		500

				個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		田中　静代		100		100		100		個人		登嶋　勇		465

				個人 コジン		大曽根　博人		200		個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		田中　努		100		100		100		個人		白根　暁		410

				個人 コジン		太田　仁志		200		個人 コジン		上山　享介		100		個人 コジン		田中　博史		100		100		100		個人		隅田　成		410

				個人 コジン		太田　夕美恵		200		個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		田中　秀明		100		100		100		個人		赤坂　神		400

				個人 コジン		大竹　一郎		200		個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		田中　秀一		100		100		100		個人		秋本　祐子		400

				個人 コジン		大津　洋人		200		個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		田中　正國		100		100		100		個人		秋吉　賢		400

				個人 コジン		大塚　桂		200		個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		田中　美穂子		100		100		100		個人		浅尾　正幸		400

				個人 コジン		大塚　哲雄		200		個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		田場　盛徳		100		100		100		個人		浅野　幸二郎		400

				個人 コジン		大塚　祐司		200		個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		田畑　克敏		100		100		100		個人		浅野　博昭		400

				個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		田町　一真		100		100		100		個人		新開　直子		400

				個人 コジン		大林　力		200		個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		田村　誠		100		100		100		個人		在原　憲		400

				個人 コジン		大東　弘志		200		個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		高木　美和子		100		100		100		個人		井上　俊		400

				個人 コジン		大室　昌夫		200		個人 コジン		内田　厚子		100		個人 コジン		高久　政勝		100		100		100		個人		井上　弘		400

				個人 コジン		大森　貴志		200		個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		高須　雅規		100		100		100		個人		井上　正則		400

				個人 コジン		大屋　博義		200		個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		高塚　肇		100		100		100		個人		井上　康子		400

				個人 コジン		大藪　勲		200		個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		高橋　英		100		100		100		個人		井上　好夫		400

				個人 コジン		大山　健二		200		個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		高橋　勝則		100		100		100		個人		井上　芳則		400

				個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		高橋　宜行		100		100		100		個人		井村　澄季		400

				個人 コジン		岡　英則		200		個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		高橋　繁基		100		100		100		個人		伊藤　大貴		400

				個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		内田　和隆		100		個人 コジン		高橋　渉		100		100		100		個人		伊藤　朋子		400

				個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		高橋　博文		100		100		100		個人		飯村　啓治		400

				個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		内藤　勝政		100		個人 コジン		高橋　文雄		100		100		100		個人		家泉　恵		400

				個人 コジン		岡部　光男		200		個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		高橋　優美		100		100		100		個人		池田　宗一郎		400

				個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		高橋　律雄		100		100		100		個人		石井　太郎		400

				個人 コジン		岡棟　建二郎		200		個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		高橋　和行		100		100		100		個人		石井　小枝		400

				個人 コジン		奥澤　崇人		200		個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		高見　敏之		100		100		100		個人		石井　泰弘		400

				個人 コジン		奥野　光博		200		個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		高柳　祥一		100		100		100		個人		石見　誠子		400

				個人 コジン		カワタ　イトコ		200		個人 コジン		梅村　雄士		100		個人 コジン		高山　智也		100		100		100		個人		市澤　和枝		400

				個人 コジン		加藤　修一		200		個人 コジン		梅森　文彰		100		個人 コジン		滝沢　文弥		100		100		100		個人		市場　雅也		400

				個人 コジン		加藤　正美		200		個人 コジン		江海　雄介		100		個人 コジン		竹内　弘樹		100		100		100		個人		稲垣　友里		400

				個人 コジン		加藤　光雄		200		個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		武内　博隆		100		100		100		個人		稲垣　豊		400

				個人 コジン		加藤　洋子		200		個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		武田　聖美		100		100		100		個人		稲川　友里香		400

				個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		只隈　鎮		100		100		100		個人		稲川　泰裕		400

				個人 コジン		柿本　英生		200		個人 コジン		榎本　涼		100		個人 コジン		辰巳　雪路		100		100		100		個人		稲葉　正蘭		400

				個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		龍口　正		100		100		100		個人		今井　貴仁		400

				個人 コジン		影山　恵		200		個人 コジン		遠地　謙介		100		個人 コジン		棚橋　正人		100		100		100		個人		今岡　正一		400

				個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		遠藤　健二		100		個人 コジン		谷本　正己		100		100		100		個人		今久留主　健		400

				個人 コジン		粕谷　洋二		200		個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		谷本　康典		100		100		100		個人		岩崎　誠		400

				個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		遠藤　勇策		100		個人 コジン		玉井　俊一		100		100		100		個人		宇垣　純平		400

				個人 コジン		片野　雄司		200		個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		玉田　理絵		100		100		100		個人		鵜之家　輔		400

				個人 コジン		片山　乃韻		200		個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		反保　雅貴		100		100		100		個人		上田　壽		400

				個人 コジン		片山　信二		200		個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		地村　誠		100		100		100		個人		上田　康正		400

				個人 コジン		片山　元司		200		個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		趙　娜		100		100		100		個人		上原　顕		400

				個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		尾崎　文信		100		個人 コジン		津田　誠		100		100		100		個人		植松　秋彦		400

				個人 コジン		金子　信男		200		個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		塚田　浩二		100		100		100		個人		内田　一城		400

				個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		塚原　桂子		100		100		100		個人		織野　さき		400

				個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		辻　雄希		100		100		100		個人		及川　浩		400

				個人 コジン		神行　国博		200		個人 コジン		尾藤　悦代		100		個人 コジン		辻　修		100		100		100		個人		大久保　出		400

				個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		土居　壽之		100		100		100		個人		大竹　康平		400

				個人 コジン		川上　英明		200		個人 コジン		緒方　研哉		100		個人 コジン		土居　靖範		100		100		100		個人		大津　達也		400

				個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		織田　智子		100		個人 コジン		土古　将輝		100		100		100		個人		大槻　太郎		400

				個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		土屋　智子		100		100		100		個人		大野　智章		400

				個人 コジン		川野　祥平		200		個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		手塚　勲		100		100		100		個人		大場　裕也		400

				個人 コジン		川本　武司		200		個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		寺澤　里菜		100		100		100		個人		大畑　貴裕		400

				個人 コジン		川村　國治		200		個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		寺田　智浩		100		100		100		個人		大藤　祥平		400

				個人 コジン		河田　美枝		200		個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		戸田　未帆		100		100		100		個人		大路　進		400

				個人 コジン		河野　良介		200		個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		唐澤　弘成		100		100		100		個人		岡田　光一		400

				個人 コジン		河原　寛志		200		個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		唐津　靖司		100		100		100		個人		岡本　真規子		400

				個人 コジン		河又　世津子		200		個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		堂崎　幸伸		100		100		100		個人		岡村　愼一		400

				個人 コジン		乾　吉伸		200		個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		徳嵩　孝大		100		100		100		個人		加賀谷　諒		400

				個人 コジン		寒川　裕之		200		個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		利根川　惇		100		100		100		個人		加藤　愛子		400

				個人 コジン		木下　英介		200		個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		飛高　雄二		100		100		100		個人		加藤　正博		400

				個人 コジン		木下　大輔		200		個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		飛松　裕子		100		0		0		個人		香村　篤史		400

				個人 コジン		木下　貴文		200		個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		冨永　将嗣		100		100		100		個人		掛札　貴行		400

				個人 コジン		木下　敬介		200		個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		豊枡　正英		100		100		100		個人		笠原　智大		400

				個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		名越　幸基		100		100		100		個人		柏崎　公美		400

				個人 コジン		木塚　伸一郎		200		個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		中尾　輝男		100		100		100		個人		梶原　敏弘		400

				個人 コジン		木戸　一夫		200		個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		中島　功		100		100		100		個人		片岡　祐治		400

				個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		中島　哲		100		100		100		個人		金子　憲司		400

				個人 コジン		木村　晃一		200		個人 コジン		太田　祥平		100		個人 コジン		中島　浩		100		100		100		個人		金田　敏彦		400

				個人 コジン		木村　博光		200		個人 コジン		大田　たかね		100		個人 コジン		中条　ひろみ		100		100		100		個人		金森　康晴		400

				個人 コジン		木村　元俊		200		個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		中田　恵		100		100		100		個人		神谷　美雪		400

				個人 コジン		木村　陽一		200		個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		中村　光男		100		100		100		個人		神鳥　亜希子		400

				個人 コジン		紀　正敬		200		個人 コジン		大滝　修		100		個人 コジン		中村　優菜		100		100		100		個人		川口　力		400

				個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		永井　亘		100		100		100		個人		川合　大造		400

				個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		永岡　弘		100		100		100		個人		川路　宏美		400

				個人 コジン		岸間　美佐子		200		個人 コジン		大谷　和之		100		個人 コジン		永島　涼		100		100		100		個人		河野　恭介		400

				個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		永田　恭子		100		100		100		個人		河村　陽介		400

				個人 コジン		北川　勝也		200		個人 コジン		大戸　孝雄		100		個人 コジン		永野　美千子		100		100		100		個人		木川田　修		400

				個人 コジン		北田　直久		200		個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		仲　昇		100		100		100		個人		菊地　成朝		400

				個人 コジン		清成　哲朗		200		個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		長井　義		100		100		100		個人		絹田　龍一		400

				個人 コジン		清水　記代子		200		個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		長田　一浩		100		100		100		個人		久野　和広		400

				個人 コジン		清水　昭二		200		個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		長友　昌弘		100		100		100		個人		久保井　裕貴		400

				個人 コジン		久冨　昭子		200		個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		長野　篤史		100		100		100		個人		久保木　達郎		400

				個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		波山　明		100		100		100		個人		久保田　茂樹		400

				個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		大橋　孝子		100		個人 コジン		西岡　かず江		100		100		100		個人		久保田　創		400

				個人 コジン		楠　伸輔		200		個人 コジン		大橋　隆一		100		個人 コジン		西島　正人		100		100		100		個人		楜澤　圭亮		400

				個人 コジン		栗田　勳		200		個人 コジン		大橋　亘		100		個人 コジン		西田　秀夫		100		100		100		個人		黒崎　俊		400

				個人 コジン		黒木　惠子		200		個人 コジン		大峯　茂		100		個人 コジン		西林　晃信		100		100		100		個人		桑原　優		400

				個人 コジン		黒瀬　研二		200		個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		西林　はるみ		100		100		100		個人		小泉　潤		400

				個人 コジン		桑原　惠子		200		個人 コジン		大村　弘文		100		個人 コジン		西村　創		100		100		100		個人		小笠原　翔		400

				個人 コジン		桑原　政彦		200		個人 コジン		大村　睦		100		個人 コジン		西森　有紀		100		100		100		個人		小川　晃正		400

				個人 コジン		毛塚　光浩		200		個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		西山　晃		100		100		100		個人		小口　茜		400

				個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		西山　真吾		100		100		100		個人		小田　直美		400

				個人 コジン		小泉　隆雄		200		個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		根来　和昭		100		100		100		個人		小林　由美		400

				個人 コジン		小笠原　寛治		200		個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		根本　祐輔		100		100		100		個人		小山　真吾		400

				個人 コジン		小笠原　透		200		個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		野本　直子		100		100		100		個人		小山　泰子		400

				個人 コジン		小島　京太郎		200		個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		野本　雪子		100		100		100		個人		児嶋　義幸		400

				個人 コジン		小島　誠		200		個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		野間　憲吾		100		100		100		個人		後藤　哲		400

				個人 コジン		小園　智寛		200		個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		箱石　潤		100		100		100		個人		後藤　智子		400

				個人 コジン		小田　奉文		200		個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		橋田　昌道		100		100		100		個人		粉川　直樹		400

				個人 コジン		小高　晃		200		個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		橋本　拓也		100		100		100		個人		近藤　大也		400

				個人 コジン		小谷　京子		200		個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		畑澤　清司		100		100		100		個人		佐野　幸代		400

				個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		畠山　良		100		100		100		個人		佐野　徳也		400

				個人 コジン		小西　敏治		200		個人 コジン		岡田　美沙子		100		個人 コジン		花田　賢介		100		100		100		個人		佐藤　拓馬		400

				個人 コジン		小西　康之		200		個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		濱地　みら		100		100		100		個人		佐藤　正明		400

				個人 コジン		小沼　智恵子		200		個人 コジン		岡本　明博		100		個人 コジン		林　英治		100		100		100		個人		佐藤　悠香		400

				個人 コジン		小野寺　貴幸		200		個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		林　美知雄		100		100		100		個人		佐藤　涼子		400

				個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		原　章		100		100		100		個人		佐々木　正二		400

				個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		伴野　雅樹		100		100		100		個人		齋藤　実咲		400

				個人 コジン		小林　祥衣		200		個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		日下　幸		100		100		100		個人		坂田　幸恵		400

				個人 コジン		小林　武司		200		個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		日比野　慎二		100		100		100		個人		坂田　隆俊		400

				個人 コジン		小林　秀行		200		個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		東方　優次郎		100		100		100		個人		坂手　元		400

				個人 コジン		小林　正明		200		個人 コジン		奥野　浩之		100		個人 コジン		東山　繁		100		100		100		個人		定方　映士		400

				個人 コジン		小林　正太郎		200		個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		人見　隆行		100		100		100		個人		志賀　弘元		400

				個人 コジン		小林　正平		200		個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		平　耕志郎		100		100		100		個人		四宮　幹代		400

				個人 コジン		小林　優子		200		個人 コジン		奥村　雅代		100		個人 コジン		平井　健一		100		100		100		個人		七瀬　望		400

				個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		桶作　敏之		100		個人 コジン		平井　拓夫		100		100		100		個人		篠塚　将志		400

				個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		平岡　るみ		100		100		100		個人		柴田　将志		400

				個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		平葉　啓介		100		100		100		個人		白石　邦子		400

				個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		廣川　満哉		100		100		100		個人		菅原　敦		400

				個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		乙部　真悟		100		個人 コジン		広瀬　美香		100		100		100		個人		杉浦　秀子		400

				個人 コジン		小山　要次		200		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		深谷　哲生		100		100		100		個人		杉浦　優一		400

				個人 コジン		五島　剛洋		200		個人 コジン		カワタ　イトコ		100		個人 コジン		服部　幸男		100		100		100		個人		鈴　恵		400

				個人 コジン		五十嵐　環		200		個人 コジン		カワニシ　ユミコ		100		個人 コジン		福井　篤		100		100		100		個人		鈴木　慶作		400

				個人 コジン		五十嵐　亮太		200		個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		福岡　正洋		100		100		100		個人		鈴木　彗之		400

				個人 コジン		児玉　陽子		200		個人 コジン		加嶌　敬子		100		個人 コジン		福寿　健一		100		100		100		個人		住江　昭啓		400

				個人 コジン		呉　強		200		個人 コジン		加藤　英雄		100		個人 コジン		福壽　弘子		100		100		100		個人		瀬島　徹		400

				個人 コジン		後藤　秀司		200		個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		福田　岳彦		100		100		100		個人		田崎　隆宣		400

				個人 コジン		胡内　春輝		200		個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		福田　和弘		100		100		100		個人		田島　和子		400

				個人 コジン		甲斐　琢磨		200		個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		福本　浩平		100		100		100		個人		田頭　巖		400

				個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		藤井　浩司		100		100		100		個人		田中　麻里奈		400

				個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		加藤　修		100		個人 コジン		藤井　保浩		100		100		100		個人		田中　敦子		400

				個人 コジン		米澤　仁士		200		個人 コジン		加藤　千家子		100		個人 コジン		藤原　哲嗣		100		100		100		個人		田中　裕明		400

				個人 コジン		是清　八重子		200		個人 コジン		加藤　聡		100		個人 コジン		藤間　孝三		100		100		100		個人		高木　香織		400

				個人 コジン		近藤　一成		200		個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		藤村　昌稔		100		100		100		個人		高島　圭太		400

				個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		加藤　泰司		100		個人 コジン		舟橋　智史		100		100		100		個人		高橋　昌弘		400

				個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		加藤　由樹		100		個人 コジン		古賀　清隆		100		100		100		個人		高橋　類		400

				個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		古沢　英人		100		100		100		個人		高橋　礼子		400

				個人 コジン		佐藤　誠		200		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		古澤　正樹		100		100		100		個人		滝内　一博		400

				個人 コジン		佐藤　隆		200		個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		古城　洋子		100		100		100		個人		竹内　真弓		400

				個人 コジン		佐藤　隆裕		200		個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		古谷　ありさ		100		100		100		個人		竹内　正義		400

				個人 コジン		佐藤　文之		200		個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		兵頭　真理子		100		100		100		個人		竹葉　晴美		400

				個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		蛇見　拓斗		100		100		100		個人		竹本　大祐		400

				個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		穂坂　信司		100		100		100		個人		立石　奨		400

				個人 コジン		佐藤　遼三郎		200		個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		細井　啓視		100		100		100		個人		橘　雅司		400

				個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		細川　拓		100		100		100		個人		玉造　誠		400

				個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		細田　亜希		100		100		100		個人		檀浦　孝信		400

				個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		細田　麻菜		100		100		100		個人		塚田　智道		400

				個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		堀川　裕樹		100		100		100		個人		辻　祐次		400

				個人 コジン		斉藤　孝子		200		個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		堀口　佑		100		100		100		個人		辻森　貴大		400

				個人 コジン		斉藤　俊博		200		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		本間　圭一		100		100		100		個人		坪島　悦子		400

				個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		本間　文代		100		100		100		個人		積田　太樹		400

				個人 コジン		坂上　裕樹		200		個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		眞木　玉代		100		100		100		個人		手塚　俊樹		400

				個人 コジン		阪中　通男		200		個人 コジン		風間　三千代		100		個人 コジン		前川　敏郎		100		100		100		個人		寺本　収		400

				個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		前田　成彦		100		100		100		個人		寺村　行雄		400

				個人 コジン		櫻井　賢一		200		個人 コジン		片野　雄司		100		個人 コジン		蒔苗　友紀		100		100		100		個人		唐澤　弘成		400

				個人 コジン		酒井　明彦		200		個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		正木　秀男		100		100		100		個人		陶山　強		400

				個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		片山　恒		100		個人 コジン		桝谷　知行		100		100		100		個人		徳久　健一		400

				個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		増井　真紀		100		100		100		個人		栃尾　義文		400

				個人 コジン		定方　重明		200		個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		増元　由紀		100		100		100		個人		友光　正明		400

				個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		松石　佳織		100		100		100		個人		豊島　保博		400

				個人 コジン		汐満　八郎		200		個人 コジン		形野　元彦		100		個人 コジン		松川　純平		100		100		100		個人		豊田　雄也		400

				個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		松田　弘和		100		100		100		個人		中川　美代子		400

				個人 コジン		塩塚　理恵		200		個人 コジン		叶　貴寿		100		個人 コジン		松竹　一三		100		100		100		個人		中島　聡		400

				個人 コジン		塩野　寿子		200		個人 コジン		叶田　幸久		100		個人 コジン		松原　亜美		100		100		100		個人		中島　博文		400

				個人 コジン		塩原　宏治		200		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		松原　英恵		100		100		100		個人		中田　恵子		400

				個人 コジン		鹿嶋　覚		200		個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		松原　未菜		100		100		100		個人		中司　正実		400

				個人 コジン		篠木　賢一		200		個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		松本　大		100		100		100		個人		中野　壽喚		400

				個人 コジン		篠田　雄一		200		個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		松本　怜奈		100		100		100		個人		中野　史彦		400

				個人 コジン		篠塚　源明		200		個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		松村　実		100		100		100		個人		中野　亮		400

				個人 コジン		篠原　貴代		200		個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		三井　龍史		100		100		100		個人		中橋　稔		400

				個人 コジン		柴田　あかり		200		個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		三井寺　麻衣		100		100		100		個人		中林　栄治		400

				個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		三上　祐希		100		100		100		個人		中村　正樹		400

				個人 コジン		島野　直敏		200		個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		三村　尚		100		100		100		個人		中村　美澄		400

				個人 コジン		嶋村　奏子		200		個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		三村　多香子		100		100		100		個人		中山　誠二		400

				個人 コジン		下　理也		200		個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		三好　敦史		100		100		100		個人		永井　美紀		400

				個人 コジン		下田　秀之		200		個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		美濃　かおり		100		100		100		個人		永岡　弘		400

				個人 コジン		情野　長一		200		個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		道祖　博		100		100		100		個人		永宗　洋		400

				個人 コジン		白井　寿一		200		個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		満塩　耕史		100		100		100		個人		長岡　祐美子		400

				個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		南條　瞳		100		100		100		個人		長門　衣里		400

				個人 コジン		須藤　正敏		200		個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		宮崎　正子		100		100		100		個人		長嶋　良子		400

				個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		宮澤　舞子		100		100		100		個人		波田　文子		400

				個人 コジン		末房　正徳		200		個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		宮島　優子		100		100		100		個人		成田　景子		400

				個人 コジン		末吉　幸徳		200		個人 コジン		金谷　晃子		100		個人 コジン		宮本　飛鳥		100		100		100		個人		鳴海　雅文		400

				個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		金谷　吉政		100		個人 コジン		向瀬　直美		100		100		100		個人		西浦　裕介		400

				個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		村上　剛		100		100		100		個人		野村　治樹		400

				個人 コジン		杉田　克彦		200		個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		村上　和也		100		100		100		個人		橋本　幸大		400

				個人 コジン		杉田　達哉		200		個人 コジン		兼田　充		100		個人 コジン		村瀬　尚之		100		100		100		個人		濱田　真輝		400

				個人 コジン		杉本　辰夫		200		個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		元橋　美香		100		100		100		個人		濱中　義久		400

				個人 コジン		杉本　陽子		200		個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		森内　浩二		100		100		100		個人		早川　義人		400

				個人 コジン		杉山　嘉一		200		個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		森下　幸実		100		100		100		個人		林　久子		400

				個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		森田　孝子		100		100		100		個人		林　倹一		400

				個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		神行　国博		100		個人 コジン		森本　英徳		100		100		100		個人		林　誠		400

				個人 コジン		助川　恵子		200		個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		諸星　照夫		100		100		100		個人		林　晴良		400

				個人 コジン		鈴木　明		200		個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		八野　聖子		100		100		100		個人		春藤　明		400

				個人 コジン		鈴木　英一郎		200		個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		矢作　晃		100		100		100		個人		平尾　弘巳		400

				個人 コジン		鈴木　勝己		200		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		矢立　実		100		100		100		個人		平野　進一郎		400

				個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		安居　大輔		100		100		100		個人		広瀬　航志		400

				個人 コジン		鈴木　健		200		個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		安田　宙夫		100		100		100		個人		深尾　進		400

				個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		安達　重治		100		100		100		個人		深町　匠		400

				個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		安藤　聡		100		100		100		個人		服部　和浩		400

				個人 コジン		鈴木　豊		200		個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		保田　幸子		100		100		100		個人		福長　淳		400

				個人 コジン		鈴木　三樹男		200		個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		柳原　朋英		100		100		100		個人		藤　朝子		400

				個人 コジン		鈴木　光男		200		個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		柳本　順子		100		100		100		個人		藤井　康生		400

				個人 コジン		鈴木　和史		200		個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		山岡　裕介		100		100		100		個人		藤嶋　正人		400

				個人 コジン		砂崎　紅美		200		個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		山岸　晃司		100		100		100		個人		藤田　昌隆		400

				個人 コジン		角谷　文彦		200		個人 コジン		川島　秀一		100		個人 コジン		山岸　瑞江		100		100		100		個人		藤原　雅美		400

				個人 コジン		瀬見　幸男		200		個人 コジン		川田　敦士		100		個人 コジン		山口　一男		100		100		100		個人		渕上　栄治		400

				個人 コジン		芹澤　圭美		200		個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		山口　佳朗		100		100		100		個人		古川　雅裕		400

				個人 コジン		曽根　護		200		個人 コジン		川原　忠彦		100		個人 コジン		山口　現		100		100		100		個人		古村　茂樹		400

				個人 コジン		曽原　凌		200		個人 コジン		川本　成子		100		個人 コジン		山口　淳一		100		100		100		個人		星野　宏充		400

				個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		川本　真司		100		個人 コジン		山口　信男		100		100		100		個人		本位田　華代		400

				個人 コジン		田井　秀明		200		個人 コジン		川又　さおり		100		個人 コジン		山口　由加		100		100		100		個人		真栄田　真司		400

				個人 コジン		田上　鮎		200		個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		山口　和人		100		100		100		個人		前島　康介		400

				個人 コジン		田浦　實		200		個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		山崎　哲		100		100		100		個人		前田　和也		400

				個人 コジン		田口　修司		200		個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		山田　将大		100		100		100		個人		牧　江里		400

				個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		山田　美世子		100		100		100		個人		増田　重城		400

				個人 コジン		田下　謙二		200		個人 コジン		河田　美枝		100		個人 コジン		山梨　靖行		100		100		100		個人		町田　由香		400

				個人 コジン		田宗　道弘		200		個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		山根　勲		100		100		100		個人		松井　健		400

				個人 コジン		田所　礼子		200		個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		山野井　健		100		100		100		個人		松浦　仁志		400

				個人 コジン		田中　恵崇		200		個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		山本　知史		100		100		100		個人		松尾　建二		400

				個人 コジン		田中　寿史		200		個人 コジン		河野　眞理子		100		個人 コジン		山本　哲也		100		100		100		個人		松島　昂史		400

				個人 コジン		田中　武彦		200		個人 コジン		河野　由雅		100		個人 コジン		山本　雅史		100		100		100		個人		松田　英敏		400

				個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		山本　美香		100		100		100		個人		松田　升男		400

				個人 コジン		田中　由美子		200		個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		山本　芳暢		100		100		100		個人		松橋　晃司		400

				個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		湯浅　克行		100		100		100		個人		松本　奈菜		400

				個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		雪本　徹		100		100		100		個人		松本　博章		400

				個人 コジン		田村　大輔		200		個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		横山　木美代		100		100		100		個人		丸山　文子		400

				個人 コジン		田村　喬		200		個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		横山　元気		100		100		100		個人		三森　勉		400

				個人 コジン		田村　寿朗		200		個人 コジン		木暮　真二		100		個人 コジン		吉岡　照子		100		100		100		個人		溝口　万律子		400

				個人 コジン		田村　義行		200		個人 コジン		木下　英介		100		個人 コジン		吉川　忠久		100		100		100		個人		光安　裕二		400

				個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		吉川　正男		100		100		100		個人		満吉　智浩		400

				個人 コジン		高尾　博子		200		個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		吉川　裕二		100		100		100		個人		宮崎　晴子		400

				個人 コジン		高尾　ゆかり		200		個人 コジン		木野　隆史		100		個人 コジン		吉田　大三		100		100		100		個人		宮田　貴信		400

				個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		吉田　貴博		100		100		100		個人		宮本　唱起		400

				個人 コジン		高木　康夫		200		個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		吉田　長次		100		100		100		個人		宮前　洋子		400

				個人 コジン		高田　武久		200		個人 コジン		木村　晃一		100		個人 コジン		吉田　博俊		100		100		100		個人		村井　勘彌		400

				個人 コジン		高野　操		200		個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		吉田　美佳		100		100		100		個人		村松　立城		400

				個人 コジン		高野　敏行		200		個人 コジン		木村　成暁		100		個人 コジン		吉田　亮		100		100		100		個人		室脇　崇宏		400

				個人 コジン		高橋　一寿		200		個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		吉村　誠一		100		100		100		個人		元恒　敏幸		400

				個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		良知　秀久		100		100		100		個人		森　貴澄		400

				個人 コジン		高橋　直也		200		個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		李　睿棟		100		100		100		個人		森島　基之		400

				個人 コジン		高橋　亮		200		個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		脇本　真吾		100		100		100		個人		森田　篤志		400

				個人 コジン		高畑　諭		200		個人 コジン		菊池　淳		100		個人 コジン		渡部　勝		100		100		100		個人		森田　健太郎		400

				個人 コジン		高林　辰男		200		個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		渡辺　明		100		100		100		個人		森山　秀憲		400

				個人 コジン		高原　宏貴		200		個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		渡邉　利幸		100		100		100		個人		八浦　雄二		400

				個人 コジン		高比良　智仁		200		個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		阿部　要子		100		0		0		個人		矢澤　祐美		400

				個人 コジン		高松　一茂		200		個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		阿部　俊彦		100		0		0		個人		矢代　学		400

				個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		相川　智弘		100		0		0		個人		矢野　寛大		400

				個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		相園　泰寛		100		0		0		個人		矢吹　隆彦		400

				個人 コジン		瀧本　拓之		200		個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		相場　光男		100		0		0		個人		安田　美紀		400

				個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		青木　滋		100		0		100		個人		安藤　満恵		400

				個人 コジン		竹田　俊幸		200		個人 コジン		北浦　裕輝		100		個人 コジン		青木　康将		100		0		0		個人		柳沢　惠一		400

				個人 コジン		竹原　広一		200		個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		青田　義雄		100		0		0		個人		柳平　武紀		400

				個人 コジン		竹山　潤		200		個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		青野　みどり		100		0		0		個人		山内　恵子		400

				個人 コジン		武内　英則		200		個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		青山　敬		100		0		0		個人		山口　浩一		400

				個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		0		0		個人		山田　英夫		400

				個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		秋山　誠		100		0		0		個人		山田　賢一		400

				個人 コジン		辰己　由紀子		200		個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		秋山　卓也		100		0		0		個人		山根　明久		400

				個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		秋山　丈		100		0		0		個人		山本　友貴		400

				個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		麻野　由布子		100		0		0		個人		山森　実		400

				個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		北村　留美		100		個人 コジン		芦野　義弘		100		0		0		個人		勇田　勇		400

				個人 コジン		玉井　淑子		200		個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		味藤　浩		100		0		100		個人		弓場　裕幸		400

				個人 コジン		玉垣　航		200		個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		天野　健		100		0		0		個人		誉田　喜之		400

				個人 コジン		勅使川原　強		200		個人 コジン		君嶋　祐司		100		個人 コジン		網代　眞佐子		100		0		0		個人		横田　剛		400

				個人 コジン		津志田　功司		200		個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		網野　陽介		100		0		100		個人		横山　正二		400

				個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		荒木　道宏		100		0		0		個人		由井　伯秀		400

				個人 コジン		柘植　和夫		200		個人 コジン		清水　孝一郎		100		個人 コジン		荒谷　章弘		100		-400		0		個人		吉岡　明美		400

				個人 コジン		塚島　順一		200		個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		新堀　光夫		100		-200		-200		個人		吉岡　和男		400

				個人 コジン		佃　誠治		200		個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		嵐　洋史		100		0		0		個人		吉田　彬人		400

				個人 コジン		辻　智也		200		個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		有留　四郎		100		0		0		個人		吉武　佑基		400

				個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		清水　智彦		100		個人 コジン		粟野　猛		100		0		0		個人		吉本　一弘		400

				個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		井上　礁		100		0		100		個人		吉村　馨人		400

				個人 コジン		出口　信行		200		個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		井上　征典		100		-400		100		個人		和田　福一		400

				個人 コジン		寺田　尊紀		200		個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		井上　和彦		100		0		0		個人		若松　勝寿		400

				個人 コジン		照屋　大規		200		個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		0		100		個人		渡部　一輝		400

				個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		井出　亜紀子		100		0		0		個人		綿能　優子		400

				個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		伊藤　けい子		100		0		0		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		400

				個人 コジン		戸田　真一		200		個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		伊藤　慎一		100		0		0		法人		株式会社明光トレーディング		400

				個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		伊藤　隼		100		0		100		個人		宮田　克広		375

				個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		伊藤　正		100		0		0		個人		伊藤　克明		333

				個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		久岡　俊之		100		個人 コジン		伊藤　美香		100		0		0		個人		合田　和弘		312

				個人 コジン		時重　弘		200		個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		0		0		個人		日高　卓哉		310

				個人 コジン		冨田　由美		200		個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		飯岡　広子		100		0		0		個人		小柴　由広		308

				個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		飯田　由香		100		0		0		個人		足海　洋史		301

				個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		久保田　雪美		100		個人 コジン		飯田　和久		100		0		0		個人		井村　悠人		301

				個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		飯塚　隆子		100		0		0		個人		青木　雄一		300

				個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		工藤　晃		100		個人 コジン		飯山　貴弘		100		-100		-100		個人		青木　貴宏		300

				個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		飯山　剛大		100		0		0		個人		青崎　健		300

				個人 コジン		中上　昇		200		個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		池　強志		100		0		100		個人		青手木　加恵		300

				個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		池上　和宏		100		0		-200		個人		赤沼　知侑		300

				個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		池田　秋比古		100		0		100		個人		赤星　玄		300

				個人 コジン		中島　隆哉		200		個人 コジン		楠瀬　圭規		100		個人 コジン		池田　一昭		100		0		0		個人		秋山　圭一		300

				個人 コジン		中島　富士夫		200		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		個人 コジン		池田　貴臣		100		0		0		個人		淺井　季晴		300

				個人 コジン		中嶋　秀麿		200		個人 コジン		国領　俊雄		100		個人 コジン		池長　秀享		100		0		100		個人		麻生　裕貴		300

				個人 コジン		中園　淳一		200		個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		石井　恵美		100		0		0		個人		朝川　炯徹		300

				個人 コジン		中楯　昌志		200		個人 コジン		隈部　大輔		100		個人 コジン		石井　久光		100		0		0		個人		足立　進		300

				個人 コジン		中西　和也		200		個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		石川　学		100		0		0		個人		天野　二三男		300

				個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		熊代　正生		100		個人 コジン		石川　眞		100		0		0		個人		荒井　一人		300

				個人 コジン		中原　章博		200		個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		石川　諭		100		0		0		個人		荒井　十四巳		300

				個人 コジン		中村　恵子		200		個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		石川　優希		100		0		0		個人		荒川　徳仁		300

				個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		倉知　宏治		100		個人 コジン		石川　和代		100		0		0		個人		荒木　美保		300

				個人 コジン		中村　真久		200		個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		石黒　雅隆		100		0		0		個人		荒木　貢二		300

				個人 コジン		中村　和行		200		個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		石坂　明義		100		0		0		個人		新開　裕之		300

				個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		石澤　美佳子		100		0		0		個人		新田　郁		300

				個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		栗島　勝二		100		個人 コジン		石田　浩		100		0		100		個人		在原　栄子		300

				個人 コジン		中山　秀昭		200		個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		石塚　郁夫		100		0		0		個人		有馬　亨		300

				個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		栗林　千恵		100		個人 コジン		石原　寛巳		100		0		0		個人		井上　幹夫		300

				個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		栗原　栞菜		100		個人 コジン		石原　忍		100		0		0		個人		井上　洋一		300

				個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		栗原　浩幸		100		個人 コジン		石原　光太郎		100		0		0		個人		井川　直美		300

				個人 コジン		永野　勢子		200		個人 コジン		栗原　泰		100		個人 コジン		石本　朱里		100		0		100		個人		井尻　敏夫		300

				個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		来住野　文雄		100		個人 コジン		石本　みえ		100		0		0		個人		井勢　昌志		300

				個人 コジン		長尾　政和		200		個人 コジン		黒川　綾子		100		個人 コジン		石山　宣則		100		0		100		個人		井関　啓人		300

				個人 コジン		長澤　利広		200		個人 コジン		黒川　直広		100		個人 コジン		石渡　達郎		100		0		0		個人		井出　真二		300

				個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		黒澤　淳也		100		個人 コジン		磯田　朱音		100		0		0		個人		伊藤　恭子		300

				個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		黒田　鈴幸		100		個人 コジン		磯田　実里		100		0		0		個人		伊藤　行子		300

				個人 コジン		長冨　久子		200		個人 コジン		黒田　知宏		100		個人 コジン		礒沼　義明		100		0		0		個人		伊藤　好平		300

				個人 コジン		長冨　洋二		200		個人 コジン		黒田　智生		100		個人 コジン		板坂　サヨ子		100		-100		-100		個人		猪瀬　幸男		300

				個人 コジン		長弓　佳代子		200		個人 コジン		黒谷　憲一		100		個人 コジン		板東　和仁		100		0		0		個人		飯田　静子		300

				個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		市川　大輔		100		0		0		個人		飯田　竜一		300

				個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		市川　沙織		100		0		0		個人		飯塚　誠		300

				個人 コジン		二村　元康		200		個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		市原　崇之		100		0		0		個人		池貝　久美子		300

				個人 コジン		贄田　昭彦		200		個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		糸川　直裕		100		0		0		個人		池田　英		300

				個人 コジン		西井　恒子		200		個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		糸谷　みどり		100		0		100		個人		池田　稿		300

				個人 コジン		西尾　功司		200		個人 コジン		螢原　純		100		個人 コジン		稲田　高明		100		0		0		個人		池田　匡		300

				個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		稲葉　和子		100		0		0		個人		池田　典代		300

				個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		犬飼　芳子		100		0		100		個人		池田　裕真		300

				個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		犬飼　和浩		100		0		100		個人		池滝　純一		300

				個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		今井　明子		100		0		0		個人		石井　雄二		300

				個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		小池　祐一		100		個人 コジン		今井　一史		100		0		0		個人		石井　孝		300

				個人 コジン		西平　一男		200		個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		今井　務津大		100		0		0		個人		石井　耕平		300

				個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		小石　保		100		個人 コジン		今泉　吉洋		100		0		0		個人		石井　晶子		300

				個人 コジン		西村　拓朗		200		個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		0		0		個人		石井　誠		300

				個人 コジン		西山　哲生		200		個人 コジン		小泉　隆雄		100		個人 コジン		今村　明治		100		0		100		個人		石川　敬子		300

				個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		色川　学		100		0		0		個人		石川　秀樹		300

				個人 コジン		野村　洋一		200		個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		岩井　昌弘		100		0		100		個人		石川　弘起		300

				個人 コジン		野村　和司		200		個人 コジン		小笠原　茂		100		個人 コジン		岩尾　初美		100		0		0		個人		石黒　貴都		300

				個人 コジン		能田　絵理子		200		個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		岩切　啓二		100		0		0		個人		石坂　智		300

				個人 コジン		馬場　孝明		200		個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		岩崎　久生		100		0		0		個人		石舘　洋二		300

				個人 コジン		馬場　真澄		200		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		宇田　誠		100		0		0		個人		石原　伸治		300

				個人 コジン		馬場　稔正		200		個人 コジン		小島　京太郎		100		個人 コジン		宇野　紀史		100		0		0		個人		石原　光太郎		300

				個人 コジン		萩原　鴻平		200		個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		上田　克彦		100		0		0		個人		石丸　海里		300

				個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		上野　眞二		100		0		0		個人		石丸　裕史		300

				個人 コジン		橋本　たま枝		200		個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		上村　欣司		100		0		0		個人		泉　陽子		300

				個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		上村　健		100		0		0		個人		磯　睦雄		300

				個人 コジン		蓮池　徹		200		個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		上村　菜々子		100		0		0		個人		磯崎　剛		300

				個人 コジン		畑中　聡良		200		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		植田　貴彦		100		0		0		個人		市川　政人		300

				個人 コジン		蜂谷　晃		200		個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		浮田　泰秀		100		0		0		個人		市場　幹之		300

				個人 コジン		早船　健史		200		個人 コジン		小林　英里子		100		個人 コジン		氏家　美智子		100		0		0		個人		岩井　敦		300

				個人 コジン		林　真弘		200		個人 コジン		小林　久美子		100		個人 コジン		内田　大輔		100		0		0		個人		岩井　聡知		300

				個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		小林　佳代		100		個人 コジン		内田　貴		100		0		0		個人		岩附　英史		300

				個人 コジン		原　ゆか		200		個人 コジン		小林　敬司		100		個人 コジン		内田　憲一		100		0		0		個人		宇美　房政		300

				個人 コジン		原田　倫行		200		個人 コジン		小林　達也		100		個人 コジン		内田　洋治		100		0		0		個人		上杉　卓也		300

				個人 コジン		比留間　久夫		200		個人 コジン		小林　奈々		100		個人 コジン		内田　朗久郎		100		0		0		個人		上田　亮太		300

				個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		小林　秀樹		100		個人 コジン		内藤　勝政		100		0		-100		個人		上地　謙司		300

				個人 コジン		東　愛		200		個人 コジン		小林　兵寿		100		個人 コジン		内藤　裕之		100		0		0		個人		上村　亮		300

				個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		小林　正子		100		個人 コジン		内村　一隆		100		-300		-300		個人		植田　芳文		300

				個人 コジン		東条　美智子		200		個人 コジン		小林　正平		100		個人 コジン		海野　信幸		100		0		0		個人		氏家　栄宏		300

				個人 コジン		東山　貴幸		200		個人 コジン		小林　稔		100		個人 コジン		梅森　文彰		100		0		100		個人		内藤　大		300

				個人 コジン		匹田　陽子		200		個人 コジン		小林　泰弘		100		個人 コジン		江口　幸治		100		0		0		個人		内藤　丈裕		300

				個人 コジン		左向　栄二郎		200		個人 コジン		小林　洋一		100		個人 コジン		江野　和人		100		0		0		個人		内山　隼人		300

				個人 コジン		平塚　徹也		200		個人 コジン		小林　洋子		100		個人 コジン		江原　正好		100		0		0		個人		海老根　道昭		300

				個人 コジン		平野　宏		200		個人 コジン		小林　洋平		100		個人 コジン		榎本　涼		100		0		100		個人		瓜ヶ平　学		300

				個人 コジン		平山　修		200		個人 コジン		小平　義明		100		個人 コジン		尾崎　健児		100		0		0		個人		江崎　孝		300

				個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		小松　顕史		100		個人 コジン		尾崎　富三		100		0		0		個人		江盛　美鈴		300

				個人 コジン		広田　利幸		200		個人 コジン		小柳　敬右		100		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		0		0		個人		衛　涛		300

				個人 コジン		廣谷　元徳		200		個人 コジン		小山　志穂		100		個人 コジン		尾藤　悦代		100		0		100		個人		遠藤　秀昭		300

				個人 コジン		廣中　隼人		200		個人 コジン		五十嵐　健		100		個人 コジン		尾山　健司		100		0		0		個人		尾崎　俊哉		300

				個人 コジン		深谷　昌英		200		個人 コジン		五十嵐　淳		100		個人 コジン		王　暁麗		100		-100		-300		個人		王　从舜		300

				個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		五十嵐　利行		100		個人 コジン		大井　ゆかり		100		0		0		個人		大石　和敏		300

				個人 コジン		福井　淳		200		個人 コジン		五十嵐　直人		100		個人 コジン		大賀　一郎		100		0		0		個人		大植　康司		300

				個人 コジン		福岡　清紹		200		個人 コジン		五反田　肇		100		個人 コジン		大北　聡		100		0		0		個人		大江　正男		300

				個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		吾藤　広夫		100		個人 コジン		大久保　友紀子		100		0		0		個人		大城　歌奈子		300

				個人 コジン		福島　由恵		200		個人 コジン		後藤　大輔		100		個人 コジン		大熊　珠理香		100		0		0		個人		大隅　玲緒		300

				個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		後藤　国博		100		個人 コジン		大越　聰子		100		0		0		個人		大関　陽介		300

				個人 コジン		福山　大志		200		個人 コジン		後藤　哲也		100		個人 コジン		大島　康臣		100		0		0		個人		大曽根　博人		300

				個人 コジン		福山　道和		200		個人 コジン		後藤　俊英		100		個人 コジン		太田　賢治		100		0		0		個人		大田　武士		300

				個人 コジン		藤井　椋太		200		個人 コジン		後藤　長蔵		100		個人 コジン		大田　たかね		100		0		100		個人		大田　美沙		300

				個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		後藤　ひさ子		100		個人 コジン		太田　竜児		100		0		0		個人		太田　充俊		300

				個人 コジン		藤田　映輝		200		個人 コジン		後藤　満寿子		100		個人 コジン		太田　良朋		100		0		0		個人		大竹　英二		300

				個人 コジン		藤田　武志		200		個人 コジン		後藤　守男		100		個人 コジン		大滝　修		100		0		100		個人		大谷　孝子		300

				個人 コジン		藤谷　厚慈		200		個人 コジン		後藤　康信		100		個人 コジン		大竹　克宜		100		0		0		個人		大谷　将晴		300

				個人 コジン		藤原　寛人		200		個人 コジン		合田　悟		100		個人 コジン		大友　由臣		100		0		0		個人		大友　淳		300

				個人 コジン		藤原　隆雄		200		個人 コジン		合田　保彦		100		個人 コジン		大庭　好喜		100		0		0		個人		大野　昭博		300

				個人 コジン		藤原　正也		200		個人 コジン		鴻原　茉子		100		個人 コジン		大根田　秀明		100		0		0		個人		大野　のり子		300

				個人 コジン		藤本　正雄		200		個人 コジン		越川　敏治		100		個人 コジン		大野　広人		100		0		0		個人		大野　雅史		300

				個人 コジン		藤丸　洋優		200		個人 コジン		駒井　大輔		100		個人 コジン		大塲　保之		100		0		0		個人		大橋　邦康		300

				個人 コジン		藤光　真一		200		個人 コジン		米倉　宏昭		100		個人 コジン		大橋　孝子		100		0		100		個人		大橋　儒一		300

				個人 コジン		古村　公久		200		個人 コジン		米田　昇市		100		個人 コジン		大松　雄次		100		-400		100		個人		大畑　美能留		300

				個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		米田　和子		100		個人 コジン		大松　雄次		100		100		100		個人		大濱　貴之		300

				個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		近藤　維志		100		個人 コジン		大村　弘文		100		0		100		個人		大原　眞理子		300

				個人 コジン		堀田　友美		200		個人 コジン		近藤　紀子		100		個人 コジン		大山　裕美		100		0		0		個人		大見　俊司		300

				個人 コジン		本田　充孝		200		個人 コジン		近藤　基了		100		個人 コジン		大和田　英弥		100		0		0		個人		大矢知　章		300

				個人 コジン		本多　昭彦		200		個人 コジン		近藤　啓司		100		個人 コジン		大鷲　勝正		100		0		0		個人		大山　哲		300

				個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		近藤　尚子		100		個人 コジン		岡田　明美		100		0		0		個人		岡　徹		300

				個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		近藤　善一		100		個人 コジン		岡田　慧美		100		0		0		個人		岡井　一郎		300

				個人 コジン		本間　瑞基		200		個人 コジン		近藤　友也		100		個人 コジン		岡田　啓介		100		0		0		個人		岡崎　真治		300

				個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		近藤　秀明		100		個人 コジン		岡田　健一		100		0		0		個人		岡嶋　圭介		300

				個人 コジン		本山　精司		200		個人 コジン		近藤　正国		100		個人 コジン		岡田　雅恵		100		0		0		個人		岡田　太郎		300

				個人 コジン		真柄　博		200		個人 コジン		佐川　雅之		100		個人 コジン		岡田　容子		100		0		0		個人		岡本　拓人		300

				個人 コジン		間野　むつみ		200		個人 コジン		佐久間　照哉		100		個人 コジン		岡本　明博		100		0		100		個人		岡村　強		300

				個人 コジン		前田　真由子		200		個人 コジン		佐久間　弘典		100		個人 コジン		岡本　光		100		0		0		個人		荻谷　透		300

				個人 コジン		前田　和輝		200		個人 コジン		佐孝　修		100		個人 コジン		岡村　研治		100		0		0		個人		荻原　宏是		300

				個人 コジン		升谷　正己		200		個人 コジン		佐野　恵洋		100		個人 コジン		荻原　柊羽		100		0		0		個人		奥田　明年		300

				個人 コジン		益田　雅生		200		個人 コジン		佐野　賀与		100		個人 コジン		奥村　節子		100		0		0		個人		奥田　淡海子		300

				個人 コジン		増田　英次郎		200		個人 コジン		佐野　民三		100		個人 コジン		桶作　敏之		100		0		100		個人		奥田　浩太郎		300

				個人 コジン		増田　毅		200		個人 コジン		佐野　利一		100		個人 コジン		落合　秋人		100		0		0		個人		奥村　元博		300

				個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		個人 コジン		落部　厚志		100		0		0		個人		押田　元樹		300

				個人 コジン		増田　浩		200		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		個人 コジン		乙部　真悟		100		0		100		個人		落合　幸恵		300

				個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		佐藤　大輔		100		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		0		0		個人		鬼頭　裕喜		300

				個人 コジン		松井　滋人		200		個人 コジン		佐藤　憲司		100		個人 コジン		加茂　章		100		0		0		個人		加藤　恵子		300

				個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		佐藤　賢治		100		個人 コジン		加藤　英雄		100		0		-300		個人		加藤　貞和		300

				個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		佐藤　功		100		個人 コジン		加藤　桂子		100		0		0		個人		加藤　拓磨		300

				個人 コジン		松阪　考		200		個人 コジン		佐藤　心乃介		100		個人 コジン		加藤　寛		100		0		0		個人		加藤　信之		300

				個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		佐藤　譲		100		個人 コジン		加藤　亨		100		0		0		個人		貝淵　文彦		300

				個人 コジン		松永　圭祐		200		個人 コジン		佐藤　誠恒		100		個人 コジン		加藤　修		100		0		100		個人		柿村　不二夫		300

				個人 コジン		松原　達哉		200		個人 コジン		佐藤　千乃		100		個人 コジン		加藤　正智		100		0		0		個人		篭橋　努		300

				個人 コジン		松本　英晃		200		個人 コジン		佐藤　文美		100		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		0		0		個人		柏崎　佳世		300

				個人 コジン		松本　貴大		200		個人 コジン		佐藤　真由美		100		個人 コジン		笠原　実		100		0		0		個人		梶　政広		300

				個人 コジン		松本　彰		200		個人 コジン		佐藤　正治		100		個人 コジン		柏木　孝夫		100		0		0		個人		梶本　正資		300

				個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		佐藤　実		100		個人 コジン		楫　喜博		100		0		0		個人		片桐　雅		300

				個人 コジン		丸山　千代子		200		個人 コジン		佐藤　美冬		100		個人 コジン		樫村　尚		100		0		0		個人		門川　章吾		300

				個人 コジン		丸山　文哉		200		個人 コジン		佐藤　裕大		100		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		0		0		個人		門川　美穂		300

				個人 コジン		三上　新一		200		個人 コジン		佐藤　優希		100		個人 コジン		樫村　和香		100		0		0		個人		門倉　広樹		300

				個人 コジン		三澤　忠男		200		個人 コジン		佐々木　一平		100		個人 コジン		風間　三千代		100		0		100		個人		蟹江　教文		300

				個人 コジン		三橋　保宏		200		個人 コジン		佐々木　大介		100		個人 コジン		片山　直樹		100		0		0		個人		蟹江　泰之		300

				個人 コジン		三好　延由		200		個人 コジン		佐々木　順一		100		個人 コジン		片山　裕史		100		0		0		個人		金子　芳男		300

				個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		佐々木　翔真		100		個人 コジン		形野　元彦		100		0		100		個人		鎌田　元彦		300

				個人 コジン		水野　清二		200		個人 コジン		佐々木　駿		100		個人 コジン		勝山　公貴		100		0		0		個人		神農　武洪		300

				個人 コジン		水野　滋		200		個人 コジン		佐々木　正記		100		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		0		0		個人		亀井　清一		300

				個人 コジン		水野　晋一		200		個人 コジン		佐々木　裕之		100		個人 コジン		金井　紀雄		100		0		0		個人		亀田　圭介		300

				個人 コジン		溝口　伸一		200		個人 コジン		齊田　和宏		100		個人 コジン		金岡　麻美		100		0		0		個人		川勝　惠子		300

				個人 コジン		溝手　眞美子		200		個人 コジン		齋藤　有紀		100		個人 コジン		金岡　京平		100		0		0		個人		川頭　進矢		300

				個人 コジン		光富　藤則		200		個人 コジン		齋藤　貴志		100		個人 コジン		金岡　真央		100		0		0		個人		川渕　健志郎		300

				個人 コジン		南　安代		200		個人 コジン		齋藤　純子		100		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		0		0		個人		川村　紀子		300

				個人 コジン		南谷　美智子		200		個人 コジン		齋藤　純平		100		個人 コジン		金子　順子		100		0		0		個人		河内　伸介		300

				個人 コジン		耳塚　忠幸		200		個人 コジン		斎藤　岳央		100		個人 コジン		金子　富久栄		100		0		0		個人		河田　隆良		300

				個人 コジン		宮川　隆英		200		個人 コジン		齊藤　利光		100		個人 コジン		金子　政弘		100		0		0		個人		河野　勝則		300

				個人 コジン		宮崎　哲志		200		個人 コジン		齋藤　正明		100		個人 コジン		金澤　竜也		100		-300		-300		個人		河原　慶一		300

				個人 コジン		宮崎　正三		200		個人 コジン		齋藤　雅男		100		個人 コジン		金沢　信幸		100		0		0		個人		河辺　信雄		300

				個人 コジン		宮地　亮吉		200		個人 コジン		齊藤　美紀		100		個人 コジン		金田　耕市		100		-100		-200		個人		河本　紘昭		300

				個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		齋藤　庸子		100		個人 コジン		兼田　充		100		0		100		個人		木本　貴也		300

				個人 コジン		宮本　幸一		200		個人 コジン		斎藤　義弘		100		個人 コジン		鎌田　雅史		100		0		0		個人		木村　敏樹		300

				個人 コジン		宮本　尚季		200		個人 コジン		坂井　宏子		100		個人 コジン		鎌田　和郎		100		-100		-100		個人		木村　ミヨ		300

				個人 コジン		向井　康		200		個人 コジン		坂井　理佳		100		個人 コジン		神田　和政		100		0		0		個人		喜多　洸介		300

				個人 コジン		村上　伸浩		200		個人 コジン		坂口　瑠理子		100		個人 コジン		神鳥　勝則		100		0		0		個人		菊田　真紀子		300

				個人 コジン		村上　陽平		200		個人 コジン		坂崎　友章		100		個人 コジン		神行　国博		100		0		-100		個人		菊谷　美幸		300

				個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		坂田　英樹		100		個人 コジン		亀井　慎治		100		0		0		個人		岸田　卓也		300

				個人 コジン		村島　弘知		200		個人 コジン		坂田　恭子		100		個人 コジン		亀井　友廣		100		0		0		個人		岸野　桃江		300

				個人 コジン		村田　宏一		200		個人 コジン		坂田　龍太		100		個人 コジン		萱野　政紀		100		0		0		個人		岸本　隆		300

				個人 コジン		村田　美弥		200		個人 コジン		坂出　宜隆		100		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		0		0		個人		北川　誠彦		300

				個人 コジン		村田　幹雄		200		個人 コジン		坂本　光信		100		個人 コジン		川上　隆三		100		0		0		個人		清水　憲之		300

				個人 コジン		望月　勇一郎		200		個人 コジン		坂本　森男		100		個人 コジン		川崎　清人		100		0		0		個人		清水　しおり		300

				個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		坂本　良一		100		個人 コジン		川崎　孝宏		100		0		0		個人		清水　俊貴		300

				個人 コジン		守本　節子		200		個人 コジン		坂元　博		100		個人 コジン		川崎　優史		100		0		0		個人		久保田　金次		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		坂寄　和弘		100		個人 コジン		川島　秀一		100		0		100		個人		久保田　文子		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		坂和　祐子		100		個人 コジン		川田　敦士		100		0		100		個人		草野　芳枝		300

				個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		阪井　洋平		100		個人 コジン		川本　成子		100		0		100		個人		草場　裕		300

				個人 コジン		森　美紀		200		個人 コジン		阪本　寿明		100		個人 コジン		川本　真司		100		0		100		個人		熊沢　豊		300

				個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		先崎　辰明		100		個人 コジン		川俣　和博		100		0		0		個人		熊田　耕成		300

				個人 コジン		森川　龍男		200		個人 コジン		崎本　壮		100		個人 コジン		河内　洋海		100		0		0		個人		倉田　知枝		300

				個人 コジン		森澤　弘一		200		個人 コジン		崎本　真由美		100		個人 コジン		河合　良成		100		0		0		個人		倉田　泰英		300

				個人 コジン		森田　真也		200		個人 コジン		崎山　勝		100		個人 コジン		河野　健太郎		100		0		0		個人		倉本　康弘		300

				個人 コジン		諸　雄治		200		個人 コジン		作田　大樹		100		個人 コジン		河本　英明		100		0		0		個人		栗原　雄一		300

				個人 コジン		八木　啓		200		個人 コジン		櫻井　恵里奈		100		個人 コジン		河村　慎司		100		0		0		個人		栗原　晴夫		300

				個人 コジン		八木　奈都美		200		個人 コジン		櫻井　君子		100		個人 コジン		乾　旭秀		100		0		0		個人		黒岩　宏樹		300

				個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		櫻井　健晴		100		個人 コジン		木賀　みゆき		100		0		0		個人		黒河内　由佳		300

				個人 コジン		矢部　健一		200		個人 コジン		櫻井　康隆		100		個人 コジン		木川　共代		100		0		0		個人		桑園　淳		300

				個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		個人 コジン		木下　利之		100		0		0		個人		玄海　外之		300

				個人 コジン		安部　章夫		200		個人 コジン		酒井　裕行		100		個人 コジン		木谷　幸枝		100		0		0		個人		阮　佩穎		300

				個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		酒井　優樹		100		個人 コジン		木本　千里		100		0		0		個人		小池　雅子		300

				個人 コジン		安藤　洋子		200		個人 コジン		定成　保志		100		個人 コジン		木村　啓一		100		0		0		個人		小泉　敏弥		300

				個人 コジン		保坂　吉輝		200		個人 コジン		定森　哲男		100		個人 コジン		木村　茂		100		0		0		個人		小笠原　悟		300

				個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		澤　有香里		100		個人 コジン		木村　成暁		100		0		100		個人		小久保　操		300

				個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		澤井　啓一		100		個人 コジン		木村　稔		100		0		0		個人		小杉　麻樹		300

				個人 コジン		薮内　清範		200		個人 コジン		澤田　潤		100		個人 コジン		木村　陽一		100		0		0		個人		小田　智久		300

				個人 コジン		山内　敏司		200		個人 コジン		澤田　拓二		100		個人 コジン		樹森　正		100		0		0		個人		小田垣　直弥		300

				個人 コジン		山内　康恵		200		個人 コジン		志柿　賢太		100		個人 コジン		菊池　俊之		100		0		0		個人		小田嶋　勝也		300

				個人 コジン		山口　勝江		200		個人 コジン		志田　太利夫		100		個人 コジン		菊田　幸		100		0		0		個人		小谷野　幸夫		300

				個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		志村　和久		100		個人 コジン		岸下　昇平		100		0		0		個人		小手　健裕		300

				個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		四方　裕輝		100		個人 コジン		北川　セツ子		100		0		0		個人		小寺　国嘉		300

				個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		椎名　隆行		100		個人 コジン		北川　智子		100		0		0		個人		小畑　恵子		300

				個人 コジン		山嵜　哲也		200		個人 コジン		椎名　康弘		100		個人 コジン		北島　靖久		100		0		0		個人		小林　栄子		300

				個人 コジン		山下　さとみ		200		個人 コジン		塩崎　順也		100		個人 コジン		北村　滋規		100		0		0		個人		小林　淳一		300

				個人 コジン		山城　宏和		200		個人 コジン		塩田　博明		100		個人 コジン		北村　芳之		100		0		0		個人		小林　伸治		300

				個人 コジン		山城　雪江		200		個人 コジン		塩出　有希		100		個人 コジン		北守　久美子		100		0		0		個人		小林　鉄也		300

				個人 コジン		山添　直幸		200		個人 コジン		塩野谷　政伸		100		個人 コジン		清原　幸江		100		0		0		個人		小原　文男		300

				個人 コジン		山田　春樹		200		個人 コジン		鹿島　真理		100		個人 コジン		清水　京三郎		100		0		0		個人		小八木　康正		300

				個人 コジン		山田　浩		200		個人 コジン		鹿取　剛		100		個人 コジン		清水　茂勇		100		0		0		個人		児嶋　広		300

				個人 コジン		山田　稔		200		個人 コジン		軸屋　久恵		100		個人 コジン		清水　昭美		100		0		0		個人		兒玉　巧実		300

				個人 コジン		山地　聰		200		個人 コジン		軸屋　省三		100		個人 コジン		清水　智行		100		0		0		個人		後藤　英夫		300

				個人 コジン		山中　保弘		200		個人 コジン		重田　良明		100		個人 コジン		清水　秀男		100		0		0		個人		後藤　敏文		300

				個人 コジン		山本　秋子		200		個人 コジン		七尾　英也		100		個人 コジン		清水　吉則		100		0		0		個人		米田　明代		300

				個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		篠原　香里		100		個人 コジン		桐野　雅弘		100		0		0		個人		米田　達也		300

				個人 コジン		山本　泰教		200		個人 コジン		芝山　昌臣		100		個人 コジン		桐原　理		100		0		0		個人		米山　勝博		300

				個人 コジン		山本　靖雄		200		個人 コジン		柴田　清博		100		個人 コジン		九鬼　大樹		100		0		0		個人		近藤　勝樹		300

				個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		柴田　穣		100		個人 コジン		久岡　俊之		100		0		100		個人		近藤　栄治		300

				個人 コジン		山村　芳伸		200		個人 コジン		柴田　真妃		100		個人 コジン		久保　克人		100		0		0		個人		近藤　文彦		300

				個人 コジン		湯浅　和彦		200		個人 コジン		柴田　万紀子		100		個人 コジン		久保田　守		100		0		0		個人		佐野　憲作		300

				個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		渋田見　好美		100		個人 コジン		久保田　雪美		100		0		100		個人		佐野　敏朗		300

				個人 コジン		行正　俊章		200		個人 コジン		島岡　忠弘		100		個人 コジン		久我　久義		100		0		0		個人		佐復　信夫		300

				個人 コジン		与座　美穂		200		個人 コジン		島岡　宏明		100		個人 コジン		工藤　晃		100		0		100		個人		佐藤　魁		300

				個人 コジン		横井　賢造		200		個人 コジン		島田　克敏		100		個人 コジン		工藤　由美		100		0		0		個人		佐藤　貴志		300

				個人 コジン		横尾　貴之		200		個人 コジン		嶋田　美惠子		100		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		0		100		個人		佐藤　啓吉		300

				個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		島田　和紀		100		個人 コジン		倉橋　敬		100		0		0		個人		佐藤　真衣		300

				個人 コジン		横野　義雄		200		個人 コジン		島村　幸子		100		個人 コジン		倉持　繁雄		100		0		0		個人		佐藤　雅子		300

				個人 コジン		横山　直之		200		個人 コジン		下桶　佑知		100		個人 コジン		栗島　大輔		100		0		0		個人		佐藤　康光		300

				個人 コジン		横山　力		200		個人 コジン		下木　和敏		100		個人 コジン		栗林　千恵		100		0		0		個人		佐藤　和彦		300

				個人 コジン		吉岡　貴史		200		個人 コジン		下田　美帆		100		個人 コジン		栗原　浩幸		100		0		0		個人		佐々木　孝		300

				個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		下牧　伸子		100		個人 コジン		栗原　泰		100		0		100		個人		佐々木　晋也		300

				個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		徐　智源		100		個人 コジン		来住野　文雄		100		0		0		個人		佐々木　美菜		300

				個人 コジン		吉岡　照子		200		個人 コジン		白井　宏和		100		個人 コジン		黒川　綾子		100		0		100		個人		齋木　清太郎		300

				個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		白土　茂和		100		個人 コジン		黒田　智生		100		0		0		個人		斎場　彩芽		300

				個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		甚田　行雄		100		個人 コジン		黒谷　憲一		100		0		0		個人		齋藤　知宏		300

				個人 コジン		吉田　孝		200		個人 コジン		須賀　雅子		100		個人 コジン		桑田　芳子		100		0		0		個人		斎藤　正樹		300

				個人 コジン		吉田　純一		200		個人 コジン		須賀　裕二		100		個人 コジン		郡司　啓子		100		0		0		個人		斉藤　政治		300

				個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		須賀　遥奈		100		個人 コジン		玄海　外之		100		0		0		個人		斉藤　三四郎		300

				個人 コジン		吉田　保博		200		個人 コジン		須田　聡		100		個人 コジン		権藤　正則		100		0		0		個人		斉藤　道雄		300

				個人 コジン		吉野　晴彦		200		個人 コジン		須永　崇春		100		個人 コジン		小池　英人		100		0		0		個人		齋藤　義人		300

				個人 コジン		吉本　孝彦		200		個人 コジン		須藤　恵司		100		個人 コジン		小池　正伸		100		0		0		個人		斎藤　義弘		300

				個人 コジン		吉本　弘		200		個人 コジン		須藤　秀和		100		個人 コジン		小石　隆子		100		0		0		個人		坂内　清江		300

				個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		鄒　紅岩		100		個人 コジン		小石　好美		100		0		0		個人		坂東　愼二		300

				個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		末長　延子		100		個人 コジン		小泉　隆雄		100		0		-100		個人		阪本　貴志		300

				個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		末吉　賢伍		100		個人 コジン		小板　英男		100		0		0		個人		櫻井　克彦		300

				個人 コジン		吉村　和平		200		個人 コジン		菅　英憲		100		個人 コジン		小尾　和人		100		0		0		個人		桜庭　義明		300

				個人 コジン		力武　雅弘		200		個人 コジン		菅野　幸夫		100		個人 コジン		小形　昌樹		100		0		0		個人		酒井　大		300

				個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		菅原　哲也		100		個人 コジン		小川　泰史		100		0		0		個人		笹島　優希		300

				個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		菅原　敏明		100		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		0		0		個人		笹本　芳邦		300

				個人 コジン		若狭　誠		200		個人 コジン		杉浦　太		100		個人 コジン		小関　学		100		0		0		個人		四竈　由紀子		300

				個人 コジン		若林　兼光		200		個人 コジン		杉浦　尚美		100		個人 コジン		小田　伸寛		100		0		0		個人		塩崎　喜久子		300

				個人 コジン		若林　丈裕		200		個人 コジン		杉田　隆		100		個人 コジン		小西　美貴		100		0		0		個人		塩山　芳規		300

				個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		杉田　哲		100		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		0		0		個人		茂木　久		300

				個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		杉田　年男		100		個人 コジン		小林　潤		100		0		0		個人		渋谷　泉		300

				個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		杉原　天哉		100		個人 コジン		小林　英里子		100		0		0		個人		渋谷　宜礼		300

				個人 コジン		脇川　正昭		200		個人 コジン		杉本　辰夫		100		個人 コジン		小林　佳代		100		0		0		個人		島田　功一		300

				個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		杉本　初代		100		個人 コジン		小林　達也		100		0		0		個人		島田　淳		300

				個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		杉山　篤		100		個人 コジン		小林　奈々		100		0		0		個人		島田　光春		300

				個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		杉山　有司		100		個人 コジン		小林　秀樹		100		0		0		個人		嶋野　朋子		300

				法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		200		個人 コジン		杉山　慶子		100		個人 コジン		小林　兵寿		100		0		0		個人		徐　明潔		300

				法人 ホウジン		株式会社共栄テクノ		200		個人 コジン		杉山　和孝		100		個人 コジン		小柳　敬右		100		0		0		個人		徐　鈴華		300

				法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		個人 コジン		助川　伸人		100		個人 コジン		五十嵐　健		100		0		100		個人		白川　勝也		300

				法人 ホウジン		日本電通株式会社		200		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		個人 コジン		五十嵐　淳		100		0		0		個人		白田　麻衣		300

				法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		個人 コジン		鈴木　堅司		100		個人 コジン		五十嵐　利行		100		0		0		個人		進士　克英		300

				個人 コジン		石川　昌平		130		個人 コジン		鈴木　克巳		100		個人 コジン		五反田　肇		100		0		0		個人		須藤　恵美子		300

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		個人 コジン		鈴木　記代子		100		個人 コジン		後藤　大輔		100		0		0		個人		菅井　洋平		300

				機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		100		個人 コジン		鈴木　清夫		100		個人 コジン		後藤　国博		100		0		0		個人		菅沼　聡		300

				個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		個人 コジン		後藤　哲也		100		0		0		個人		杉井　康子		300

				個人 コジン		阿部　克功		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		個人 コジン		後藤　俊英		100		0		0		個人		鈴木　一之		300

				個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		鈴木　千鶴子		100		個人 コジン		後藤　守男		100		0		0		個人		鈴木　一志		300

				個人 コジン		阿部　久美子		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		個人 コジン		合田　保彦		100		0		0		個人		鈴木　英子		300

				個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		鈴木　武		100		個人 コジン		鴻原　茉子		100		0		0		個人		鈴木　英和		300

				個人 コジン		阿部　直樹		100		個人 コジン		鈴木　利奈		100		個人 コジン		越前谷　伸二		100		-100		-100		個人		鈴木　克巳		300

				個人 コジン		阿良　満寿男		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		個人 コジン		駒井　大輔		100		0		0		個人		鈴木　喜光		300

				個人 コジン		相浦　謙児		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		個人 コジン		米倉　宏昭		100		0		0		個人		鈴木　智也		300

				個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		個人 コジン		米田　和子		100		0		0		個人		鈴木　広大		300

				個人 コジン		相須　啓吾		100		個人 コジン		鈴木　まゆみ		100		個人 コジン		近藤　基了		100		0		0		個人		鈴木　光明		300

				個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		鈴木　真人		100		個人 コジン		近藤　善一		100		0		0		個人		鈴木　康平		300

				個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		個人 コジン		近藤　友也		100		0		0		個人		鈴木　亮		300

				個人 コジン		相馬　松夫		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		個人 コジン		近藤　秀明		100		0		0		個人		住田　意知		300

				個人 コジン		相馬　由佳		100		個人 コジン		鈴木　勇二		100		個人 コジン		近藤　正国		100		0		0		個人		住吉　翔元		300

				個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		個人 コジン		佐川　雅之		100		0		0		個人		瀬畑　元子		300

				個人 コジン		愛甲　隆広		100		個人 コジン		鈴木　義行		100		個人 コジン		佐久間　弘典		100		0		0		個人		関　厚志		300

				個人 コジン		青井　勝茂		100		個人 コジン		住友　雅代		100		個人 コジン		佐野　賀与		100		0		0		個人		関　正和		300

				個人 コジン		青木　貴之		100		個人 コジン		角野　章之		100		個人 コジン		佐伯　謙太郎		100		-200		0		個人		関　充夫		300

				個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		世良　寛子		100		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		0		100		個人		千葉　厚生		300

				個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		世良　耕一		100		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		0		0		個人		善理　愛子		300

				個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		瀬尾　公彦		100		個人 コジン		佐藤　美冬		100		0		0		個人		曽我　栄		300

				個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		個人 コジン		齊田　和宏		100		0		100		個人		田倉　規雄		300

				個人 コジン		青山　伸昭		100		個人 コジン		瀬筒　美帆		100		個人 コジン		齋藤　雅男		100		0		0		個人		田中　勝		300

				個人 コジン		青山　秀奐		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		個人 コジン		齊藤　美紀		100		0		100		個人		田中　創太		300

				個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		瀬戸　洋子		100		個人 コジン		齋藤　庸子		100		0		0		個人		田中　宏樹		300

				個人 コジン		赤尾　尚志		100		個人 コジン		関　和範		100		個人 コジン		斎藤　義弘		100		0		0		個人		田中　貢		300

				個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		個人 コジン		坂田　恭子		100		0		0		個人		田中　勇也		300

				個人 コジン		赤出川　鈴子		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		個人 コジン		坂出　宜隆		100		0		0		個人		田畑　雅光		300

				個人 コジン		赤沼　正副		100		個人 コジン		千葉　正美		100		個人 コジン		坂本　光信		100		0		0		個人		田原　誠		300

				個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		個人 コジン		坂本　良一		100		0		0		個人		田原　司		300

				個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		個人 コジン		坂和　祐子		100		0		0		個人		田村　史子		300

				個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		曽根　君子		100		個人 コジン		阪井　洋平		100		0		0		個人		高岡　直樹		300

				個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		惣部　勝美		100		個人 コジン		崎本　壮		100		0		0		個人		高貝　忠良		300

				個人 コジン		秋山　武康		100		個人 コジン		添川　泰大		100		個人 コジン		崎本　真由美		100		0		0		個人		高貝　好永		300

				個人 コジン		秋山　真佐子		100		個人 コジン		添田　安彦		100		個人 コジン		崎山　勝		100		0		0		個人		高木　俊一		300

				個人 コジン		秋山　正道		100		個人 コジン		袖澤　純		100		個人 コジン		櫻井　健晴		100		0		0		個人		高崎　彩花		300

				個人 コジン		浅井　寿江		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		0		0		個人		高橋　昭雄		300

				個人 コジン		浅井　誠		100		個人 コジン		外山　健一		100		個人 コジン		酒井　優樹		100		0		100		個人		高橋　拓也		300

				個人 コジン		浅井　勇斗		100		個人 コジン		染谷　秀樹		100		個人 コジン		定成　保志		100		0		100		個人		高橋　利工		300

				個人 コジン		浅田　力也		100		個人 コジン		田口　民子		100		個人 コジン		定森　哲男		100		0		0		個人		高橋　典子		300

				個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		個人 コジン		澤田　潤		100		0		0		個人		高橋　雅昭		300

				個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		個人 コジン		志田　太利夫		100		0		0		個人		高橋　雅己		300

				個人 コジン		浅見　和夫		100		個人 コジン		田島　のり子		100		個人 コジン		志水　正治		100		-100		0		個人		高見　隆一		300

				個人 コジン		浅見　和子		100		個人 コジン		田島　典泰		100		個人 コジン		志村　和久		100		0		0		個人		高安　博之		300

				個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		田島　裕士		100		個人 コジン		四宮　重樹		100		-100		-100		個人		滝内　健		300

				個人 コジン		朝倉　哲雄		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		個人 コジン		椎名　隆行		100		0		0		個人		瀧川　幸雄		300

				個人 コジン		芦田　伸一郎		100		個人 コジン		田代　清		100		個人 コジン		塩崎　順也		100		0		0		個人		滝川　哲也		300

				個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		田代　直秀		100		個人 コジン		鹿島　真理		100		0		0		個人		瀧口　敬之		300

				個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		田代　雅門		100		個人 コジン		鹿取　剛		100		0		0		個人		竹内　明		300

				個人 コジン		足立　隆		100		個人 コジン		田立　知路		100		個人 コジン		篠原　香里		100		0		0		個人		竹内　やよい		300

				個人 コジン		穴澤　広昭		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		個人 コジン		柴田　万紀子		100		0		0		個人		竹之内　学		300

				個人 コジン		穴水　昌徳		100		個人 コジン		田中　一成		100		個人 コジン		渋田見　好美		100		0		100		個人		竹村　梅之介		300

				個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		田中　樹希		100		個人 コジン		島田　克敏		100		0		0		個人		竹村　仁孝		300

				個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		田中　久治		100		個人 コジン		島田　和紀		100		0		0		個人		武田　清人		300

				個人 コジン		天野　輝司		100		個人 コジン		田中　公太		100		個人 コジン		島村　幸子		100		0		0		個人		立石　ヤス子		300

				個人 コジン		天野　裕之		100		個人 コジン		田中　孝司		100		個人 コジン		下木　和敏		100		0		0		個人		立木　耀		300

				個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		個人 コジン		下田　美帆		100		0		0		個人		立花　清光		300

				個人 コジン		網野　美郷		100		個人 コジン		田中　茂		100		個人 コジン		下牧　伸子		100		0		0		個人		立古　雅明		300

				個人 コジン		綾野　成記		100		個人 コジン		田中　修司		100		個人 コジン		徐　智源		100		0		0		個人		立松　芳枝		300

				個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		田中　早乙女		100		個人 コジン		白井　宏和		100		0		0		個人		達　尚子		300

				個人 コジン		荒井　謙三		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		個人 コジン		城福　宏吉		100		-100		0		個人		巽　健二		300

				個人 コジン		荒石　高志		100		個人 コジン		田中　広志		100		個人 コジン		甚田　行雄		100		0		0		個人		谷口　恵一		300

				個人 コジン		荒川　学		100		個人 コジン		田中　やす子		100		個人 コジン		鄒　紅岩		100		0		0		個人		種中　純子		300

				個人 コジン		荒川　達也		100		個人 コジン		田中　由美子		100		個人 コジン		菅　英憲		100		0		100		個人		丹野　健一郎		300

				個人 コジン		荒木　剛		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		個人 コジン		菅原　哲也		100		0		100		個人		丹羽　理栄		300

				個人 コジン		荒木　茂徳		100		個人 コジン		田端　睦毅		100		個人 コジン		杉本　初代		100		0		0		個人		筑後　一徳		300

				個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		田伐　智		100		個人 コジン		杉山　有司		100		0		0		個人		辻　泰崇		300

				個人 コジン		荒木関　司		100		個人 コジン		田原　豊治		100		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		0		0		個人		土居　吾郎		300

				個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		田部　順		100		個人 コジン		鈴木　克巳		100		0		0		個人		土方　純子		300

				個人 コジン		荒谷　章弘		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		0		0		個人		堤　真理		300

				個人 コジン		荒谷　直俊		100		個人 コジン		田辺　基益		100		個人 コジン		鈴木　誠		100		100		100		個人		恒川　幸久		300

				個人 コジン		新井　茂		100		個人 コジン		田村　昂大		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		0		0		個人		常盤　淳平		300

				個人 コジン		新田　侑子		100		個人 コジン		田村　直樹		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		0		0		個人		常藤　進之介		300

				個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		田村　義弘		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		0		0		個人		鶴来　孝史		300

				個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		多賀　善治		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		0		0		個人		寺尾　俊洋		300

				個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		個人 コジン		鈴木　豊		100		100		100		個人		寺島　良太		300

				個人 コジン		有井　直樹		100		個人 コジン		多部田　健司		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		0		0		個人		戸田　薫		300

				個人 コジン		有ケ谷　光宏		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		0		0		個人		徳山　榮男		300

				個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		0		0		個人		富塚　恵		300

				個人 コジン		有馬　和哉		100		個人 コジン		高岡　浩子		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		0		100		個人		冨永　将嗣		300

				個人 コジン		有村　俊宏		100		個人 コジン		高風　和代		100		個人 コジン		角野　章之		100		0		0		個人		富永　直人		300

				個人 コジン		淡路　卓臣		100		個人 コジン		高木　弘道		100		個人 コジン		世良　寛子		100		0		0		個人		友井　圭佑		300

				個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		個人 コジン		世良　耕一		100		0		0		個人		中　裕之		300

				個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		0		100		個人		中垣　忠司		300

				個人 コジン		井上　健治		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		0		100		個人		中島　絵美		300

				個人 コジン		井上　里沙		100		個人 コジン		高崎　守		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		0		100		個人		中島　千鶴		300

				個人 コジン		井上　征則		100		個人 コジン		高島　考司		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		0		0		個人		中島　瞳		300

				個人 コジン		井上　利樹		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		個人 コジン		千葉　正美		100		0		0		個人		中田　智		300

				個人 コジン		井上　真宏		100		個人 コジン		高城　尚久		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		0		0		個人		中田　智治		300

				個人 コジン		井上　松雄		100		個人 コジン		高瀬　晋三		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		0		0		個人		中塚　哲夫		300

				個人 コジン		井上　祐子		100		個人 コジン		高田　佳正		100		個人 コジン		袖澤　純		100		0		0		個人		中司　美枝子		300

				個人 コジン		井上　和幸		100		個人 コジン		高田　晋司		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		0		0		個人		中西　佑太		300

				個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		高田　宗典		100		個人 コジン		田口　民子		100		0		0		個人		中野　清弘		300

				個人 コジン		井川　道朗		100		個人 コジン		高田　忠司		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		0		0		個人		中野　達郎		300

				個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		高田　晴貴		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		0		0		個人		中馬　秀明		300

				個人 コジン		井口　啓子		100		個人 コジン		高田　光一		100		個人 コジン		田子森　賢一		100		-1000		-1000		個人		中本　伊知郎		300

				個人 コジン		井尻　康紀		100		個人 コジン		高野　章		100		個人 コジン		田島　のり子		100		0		0		個人		中村　一彦		300

				個人 コジン		井田　眞治		100		個人 コジン		高野　操		100		個人 コジン		田島　裕士		100		0		0		個人		中村　潔春		300

				個人 コジン		井龍　健一郎		100		個人 コジン		高野　辰二		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		0		0		個人		中山　茂夫		300

				個人 コジン		井谷　忠雄		100		個人 コジン		高野　和代		100		個人 コジン		田代　雅門		100		0		0		個人		永井　栄理奈		300

				個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		個人 コジン		田立　知路		100		0		0		個人		永井　浩子		300

				個人 コジン		井本　将美		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		0		0		個人		永宗　佳代		300

				個人 コジン		伊関　博一		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		個人 コジン		田中　樹希		100		0		0		個人		永田　久美子		300

				個人 コジン		伊地知　直美		100		個人 コジン		高橋　君子		100		個人 コジン		田中　久治		100		0		0		個人		永田　裕人		300

				個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		高橋　幸子		100		個人 コジン		田中　公太		100		0		0		個人		永野　択		300

				個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		高橋　誠		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		0		0		個人		永峯　康生		300

				個人 コジン		伊藤　あけみ		100		個人 コジン		高橋　典良		100		個人 コジン		田中　茂		100		0		0		個人		仲谷　明准		300

				個人 コジン		伊藤　郁夫		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		個人 コジン		田中　修司		100		0		0		個人		仲村　則俊		300

				個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		高橋　正明		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		0		0		個人		長内　人志		300

				個人 コジン		伊藤　嘉高		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		個人 コジン		田中　秀和		100		100		100		個人		長江　高洋		300

				個人 コジン		伊藤　君代		100		個人 コジン		高橋　洋		100		個人 コジン		田中　広志		100		0		100		個人		長野　啓子		300

				個人 コジン		伊藤　久恵		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		0		0		個人		難波　宏一		300

				個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		個人 コジン		田伐　智		100		0		0		個人		二丹田　スミ子		300

				個人 コジン		伊藤　憲昭		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		個人 コジン		田原　豊治		100		0		0		個人		西　義久		300

				個人 コジン		伊藤　剛		100		個人 コジン		滝沢　豪		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		0		0		個人		西川　俊輔		300

				個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		滝沢　敏夫		100		個人 コジン		多賀　善治		100		0		0		個人		西川　泰弘		300

				個人 コジン		伊藤　善太郎		100		個人 コジン		瀧脇　宏		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		0		100		個人		西崎　義明		300

				個人 コジン		伊藤　長三郎		100		個人 コジン		竹内　誠治		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		0		0		個人		西澤　樹生		300

				個人 コジン		伊藤　典子		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		0		0		個人		西田　定子		300

				個人 コジン		伊藤　博夫		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		個人 コジン		高風　和代		100		0		0		個人		西谷　竜二		300

				個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		0		100		個人		西野　邦雄		300

				個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		竹田　恵子		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		0		0		個人		西林　真		300

				個人 コジン		伊藤　裕一		100		個人 コジン		竹田　千代子		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		0		0		個人		西村　仁志		300

				個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		竹原　一貴		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		0		0		個人		沼田　義典		300

				個人 コジン		伊藤　玲子		100		個人 コジン		竹藤　秀人		100		個人 コジン		高城　尚久		100		0		0		個人		野上　勉		300

				個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		竹本　治		100		個人 コジン		高田　忠司		100		0		100		個人		野口　一浩		300

				個人 コジン		猪飼　君香		100		個人 コジン		竹村　昌司		100		個人 コジン		高田　光一		100		0		0		個人		野口　慶太		300

				個人 コジン		猪口　敏一		100		個人 コジン		竹森　知		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		0		0		個人		野澤　雅彦		300

				個人 コジン		猪瀬　育子		100		個人 コジン		武井　賢一		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		0		0		個人		野田　亜由美		300

				個人 コジン		飯泉　昇三		100		個人 コジン		武川　和美		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		0		100		個人		延原　克幸		300

				個人 コジン		飯尾　達也		100		個人 コジン		武田　冬彦		100		個人 コジン		高橋　典良		100		0		0		個人		馬淵　俊輔		300

				個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		0		0		個人		橋本　一仁		300

				個人 コジン		飯島　順		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		0		0		個人		橋本　貴至		300

				個人 コジン		飯島　武		100		個人 コジン		立川　裕子		100		個人 コジン		高橋　洋		100		0		0		個人		橋本　光治		300

				個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		立川　義彦		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		0		0		個人		橋本　裕子		300

				個人 コジン		飯田　悠貴		100		個人 コジン		立花　幸代		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		0		100		個人		畑中　一成		300

				個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		巽　英司		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		0		0		個人		初芝　ヒサ子		300

				個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		谷　佳久雄		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		0		0		個人		花井　秀勝		300

				個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		谷池　徹		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		0		100		個人		花嶋　薫		300

				個人 コジン		飯塚　俊夫		100		個人 コジン		谷川　英二		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		0		100		個人		花園　治郎		300

				個人 コジン		飯塚　智亮		100		個人 コジン		谷崎　久仁子		100		個人 コジン		武井　賢一		100		0		0		個人		濱比嘉　満		300

				個人 コジン		飯塚　幹子		100		個人 コジン		谷崎　尊志		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		0		100		個人		早川　康子		300

				個人 コジン		飯沼　康宏		100		個人 コジン		谷西　延行		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		0		0		個人		林　一郎		300

				個人 コジン		飯野　努		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		個人 コジン		立川　義彦		100		0		100		個人		林　徳雄		300

				個人 コジン		飯室　聡		100		個人 コジン		谷山　輝		100		個人 コジン		巽　英司		100		0		0		個人		林　美樹子		300

				個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		個人 コジン		谷川　英二		100		0		0		個人		林　義明		300

				個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		玉井　亨		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		0		0		個人		林　義裕		300

				個人 コジン		生田　慎二		100		個人 コジン		玉井　哲		100		個人 コジン		谷山　輝		100		0		0		個人		林田　晃佳		300

				個人 コジン		生田　秀巳		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		0		0		個人		原　啓介		300

				個人 コジン		幾田　いおり		100		個人 コジン		玉澤　禎顕		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		0		0		個人		原　義彦		300

				個人 コジン		池上　豊隆		100		個人 コジン		地曳　多三郎		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		0		100		個人		原川　謙		300

				個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		知野見　恵美		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		0		0		個人		原田　健司		300

				個人 コジン		池内　俊夫		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		0		0		個人		原田　康暉		300

				個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		陳　登		100		個人 コジン		津田　麻里子		100		-200		-200		個人		張本　昭人		300

				個人 コジン		池垣　昇		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		個人 コジン		津田　敏夫		100		-200		-200		個人		日高　聡史		300

				個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		0		0		個人		樋口　潤		300

				個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		0		0		個人		樋口　拓也		300

				個人 コジン		池田　清		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		0		100		個人		東　利樹		300

				個人 コジン		池田　亨		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		個人 コジン		辻　直樹		100		0		0		個人		疋田　順彦		300

				個人 コジン		池田　順一		100		個人 コジン		塚本　進		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		0		0		個人		平井　重人		300

				個人 コジン		池田　哲		100		個人 コジン		辻　直樹		100		個人 コジン		土田　美代子		100		0		0		個人		平岡　美樹子		300

				個人 コジン		池田　秀行		100		個人 コジン		辻井　啓裕		100		個人 コジン		土館　公衛		100		-100		-100		個人		平栗　宗世		300

				個人 コジン		池田　正之		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		0		0		個人		平澤　寿子		300

				個人 コジン		池田　泰啓		100		個人 コジン		土井　慎治		100		個人 コジン		土屋　翔		100		0		0		個人		平田　将洋		300

				個人 コジン		池野　暉		100		個人 コジン		土澤　康之		100		個人 コジン		堤　健史		100		0		100		個人		平田　祥子		300

				個人 コジン		池部　幸雄		100		個人 コジン		土田　美代子		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		0		100		個人		平野　圭子		300

				個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		土屋　大助		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		0		0		個人		廣江　竜二郎		300

				個人 コジン		石井　清和		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		0		0		個人		廣瀬　健		300

				個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		土屋　孝		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		0		0		個人		深沢　樹寿		300

				個人 コジン		石井　昭夫		100		個人 コジン		土屋　翔		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		0		0		個人		深堀　美樹		300

				個人 コジン		石井　敏朗		100		個人 コジン		筒井　恵美		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		0		0		個人		福井　徳司		300

				個人 コジン		石井　まつ		100		個人 コジン		堤　健史		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		0		0		個人		福江　智之		300

				個人 コジン		石井　政雄		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		0		0		個人		福島　俊一郎		300

				個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		常川　猛		100		個人 コジン		寺門　直		100		0		100		個人		福田　俊幸		300

				個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		椿　眞由美		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		0		100		個人		藤井　勝規		300

				個人 コジン		石川　輝子		100		個人 コジン		坪田　彰三		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		0		0		個人		藤井　奈津美		300

				個人 コジン		石川　俊		100		個人 コジン		詰坂　信敏		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		0		0		個人		藤井　まさ子		300

				個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		個人 コジン		都築　修一		100		0		100		個人		藤井　康治		300

				個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		鶴子　正明		100		個人 コジン		當真　聖也		100		-100		-100		個人		藤尾　直樹		300

				個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		0		0		個人		藤木　孝弘		300

				個人 コジン		石川　容子		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		個人 コジン		通阪　純也		100		0		0		個人		藤澤　和繁		300

				個人 コジン		石川　由美子		100		個人 コジン		手錢　孝介		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		0		100		個人		藤代　直樹		300

				個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		個人 コジン		冨岡　要		100		0		0		個人		藤関　健正		300

				個人 コジン		石倉　順子		100		個人 コジン		出口　広美		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		0		0		個人		藤田　雄一郎		300

				個人 コジン		石黒　眞		100		個人 コジン		出口　勉		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		0		0		個人		藤田　峻輔		300

				個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		梯　安雄		100		個人 コジン		豊田　治男		100		0		0		個人		藤田　由佳		300

				個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		0		0		個人		藤原　毅		300

				個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		個人 コジン		那須野　亮		100		0		100		個人		藤本　有香		300

				個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		0		0		個人		藤本　飛鳥		300

				個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		寺門　直		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		0		100		個人		文岩　敏彦		300

				個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		寺本　洋		100		個人 コジン		中川　英樹		100		0		0		個人		古澤　伸承		300

				個人 コジン		石田　勝江		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		個人 コジン		中島　啓		100		0		100		個人		古田　利彦		300

				個人 コジン		石田　義則		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		個人 コジン		中島　孔志		100		0		0		個人		古谷　博文		300

				個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		個人 コジン		中島　直樹		100		0		0		個人		古野　将志		300

				個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		都築　修一		100		個人 コジン		中園　将弥		100		0		0		個人		古山　晃代		300

				個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		刀祢　定一		100		個人 コジン		中園　輝子		100		0		0		個人		朴　泰憲		300

				個人 コジン		石塚　真由子		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		個人 コジン		中田　理成		100		0		0		個人		星　顕		300

				個人 コジン		石中　八重子		100		個人 コジン		陶山　圭史		100		個人 コジン		中田　和永		100		0		0		個人		星　栄一郎		300

				個人 コジン		石波　慎一郎		100		個人 コジン		通阪　純也		100		個人 コジン		中田　和彦		100		0		0		個人		星川　壽美江		300

				個人 コジン		石野　壽雄		100		個人 コジン		徳木　英真		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		0		0		個人		細川　和真		300

				個人 コジン		石橋　將年		100		個人 コジン		徳野　健一郎		100		個人 コジン		中西　康代		100		0		0		個人		細谷　英司		300

				個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		飛田　翔		100		個人 コジン		中野　一憲		100		0		0		個人		堀内　拓		300

				個人 コジン		石原　佳奈		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		0		0		個人		堀内　浩		300

				個人 コジン		石原　將永		100		個人 コジン		冨岡　要		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		0		0		個人		堀越　長榮		300

				個人 コジン		石原　慎一		100		個人 コジン		冨田　将典		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		0		0		個人		堀山　友之		300

				個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		富田　和枝		100		個人 コジン		中野　正之		100		0		100		個人		本田　温		300

				個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		冨永　直彦		100		個人 コジン		中村　明彦		100		0		0		個人		本多　祐子		300

				個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		富室　修一		100		個人 コジン		中村　佳代		100		0		0		個人		本橋　公治		300

				個人 コジン		石政　祐介		100		個人 コジン		冨山　亮太		100		個人 コジン		中村　茂		100		0		0		個人		本間　剛		300

				個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		個人 コジン		中村　司		100		0		0		個人		前田　秀司郎		300

				個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		豊島　隆		100		個人 コジン		中村　等		100		0		100		個人		曲渕　景昌		300

				個人 コジン		泉　俊介		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		個人 コジン		中山　誠三		100		0		0		個人		牧野　宏行		300

				個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		豊田　治男		100		個人 コジン		中山　智裕		100		0		0		個人		牧野　正彦		300

				個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		虎尾　榮一		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		0		0		個人		桝井　大彰		300

				個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		鳥井　雅之		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		0		0		個人		松井　親		300

				個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		0		0		個人		松井　泰子		300

				個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		那須　慎一		100		個人 コジン		永戸　光生		100		0		0		個人		松浦　杏奈		300

				個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		那須野　亮		100		個人 コジン		永山　恒誉		100		-100		0		個人		松浦　卓寿		300

				個人 コジン		一井　英樹		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		個人 コジン		長迫　君代		100		0		0		個人		松浦　美晴		300

				個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		個人 コジン		長島　芳子		100		0		0		個人		松江　勇		300

				個人 コジン		市　善介		100		個人 コジン		中　宗一郎		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		0		0		個人		松枝　剛		300

				個人 コジン		市岡　正基		100		個人 コジン		中川　英樹		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		0		0		個人		松尾　淳史		300

				個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		中川　忍		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		0		0		個人		松下　栄作		300

				個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		中川　浩		100		個人 コジン		長幡　勝		100		-200		0		個人		松下　展子		300

				個人 コジン		市田　晃佑		100		個人 コジン		中川　佑香		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		0		0		個人		松田　映子		300

				個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		中込　公裕		100		個人 コジン		鍋島　賛郎		100		-1000		100		個人		松原　由美子		300

				個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		中沢　威明		100		個人 コジン		並木　秀行		100		0		0		個人		松本　健太		300

				個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		中澤　雅明		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		0		0		個人		松本　航樹		300

				個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		中島　一貴		100		個人 コジン		難波　祐二		100		0		0		個人		松本　信一		300

				個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		中嶋　圭輔		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		0		0		個人		松本　和久		300

				個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		中島　啓		100		個人 コジン		二宮　健次		100		0		0		個人		松村　眞公		300

				個人 コジン		稲森　創		100		個人 コジン		中島　孔志		100		個人 コジン		西　康栄		100		0		0		個人		松山　加耶子		300

				個人 コジン		犬童　博和		100		個人 コジン		中島　耕二		100		個人 コジン		西岡　一美		100		0		0		個人		松山　亮		300

				個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		中島　茂夫		100		個人 コジン		西川　徹		100		0		100		個人		丸山　太三		300

				個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		中島　直樹		100		個人 コジン		西田　まり子		100		0		0		個人		万木　哲朗		300

				個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		中島　光男		100		個人 コジン		西野　泰正		100		0		0		個人		三枝　晴陽		300

				個人 コジン		今井　香織		100		個人 コジン		中下　信子		100		個人 コジン		西野　陽子		100		0		0		個人		三箇　直宏		300

				個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		中園　将弥		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		0		0		個人		三崎　遼		300

				個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		中園　輝子		100		個人 コジン		西本　正英		100		0		0		個人		三島　弘通		300

				個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		中田　理成		100		個人 コジン		西村　一峰		100		0		100		個人		三宅　茂仁		300

				個人 コジン		今井　優		100		個人 コジン		中田　和永		100		個人 コジン		西村　聡		100		0		0		個人		三宅　宮子		300

				個人 コジン		今泉　英樹		100		個人 コジン		中田　和彦		100		個人 コジン		西山　英二		100		0		0		個人		三戸　礼代		300

				個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		0		0		個人		三苫　賢児		300

				個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		中西　英之		100		個人 コジン		布　美香子		100		0		0		個人		水口　鐘昭		300

				個人 コジン		今里　精基		100		個人 コジン		中西　真奈美		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		0		0		個人		水野　梢		300

				個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		中西　康代		100		個人 コジン		根岸　良実		100		0		0		個人		溝口　哲郎		300

				個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		中野　一憲		100		個人 コジン		根本　剛		100		0		0		個人		光藤　勲		300

				個人 コジン		今中　章弘		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		0		0		個人		宮川　ゆき江		300

				個人 コジン		今野　信一郎		100		個人 コジン		中野　勝弘		100		個人 コジン		野中　孝子		100		0		0		個人		宮島　与吉		300

				個人 コジン		今屋　睦男		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		0		0		個人		宮地　文子		300

				個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		中野　久雄		100		個人 コジン		野村　貞子		100		0		0		個人		宮原　竜也		300

				個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		個人 コジン		野村　優子		100		0		100		個人		宮本　敦史		300

				個人 コジン		岩井田　照夫		100		個人 コジン		中野　高旭		100		個人 コジン		信森　達也		100		0		0		個人		牟田　真秀		300

				個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		中野　晴生		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		0		100		個人		村井　志津子		300

				個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		中野　正之		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		0		0		個人		村上　有賀里		300

				個人 コジン		岩佐　寿郎		100		個人 コジン		中野　昌晴		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		0		100		個人		村上　義男		300

				個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		中村　明彦		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		0		0		個人		村橋　真美		300

				個人 コジン		岩崎　容子		100		個人 コジン		中村　佳代		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		0		0		個人		村本　佑太		300

				個人 コジン		岩瀬　幸恵		100		個人 コジン		中村　さよ子		100		個人 コジン		畑田　猛		100		0		100		個人		村山　優子		300

				個人 コジン		岩垂　武		100		個人 コジン		中村　茂		100		個人 コジン		畠中　修		100		0		0		個人		室井　智有		300

				個人 コジン		岩戸　孝史		100		個人 コジン		中村　司		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		0		0		個人		持田　壮司		300

				個人 コジン		岩渕　和夫		100		個人 コジン		中村　哲朗		100		個人 コジン		花内　洋		100		0		0		個人		望月　基史		300

				個人 コジン		岩本　一志		100		個人 コジン		中村　等		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		0		0		個人		望月　卓		300

				個人 コジン		尹　祥律		100		個人 コジン		中村　真吾		100		個人 コジン		花園　治郎		100		0		0		個人		元樋　俊介		300

				個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		中村　美穂子		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		0		0		個人		森　敦		300

				個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		中山　一弘		100		個人 コジン		花輪　誠		100		0		0		個人		森川　翔平		300

				個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		中山　誠三		100		個人 コジン		濱口　岳		100		0		0		個人		森沢　信勝		300

				個人 コジン		鵜飼　将成		100		個人 コジン		中山　智晴		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		0		0		個人		森本　登志男		300

				個人 コジン		鵜篭　基		100		個人 コジン		中山　智裕		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		0		0		個人		森本　智弘		300

				個人 コジン		上奥　毅		100		個人 コジン		中山　浩太郎		100		個人 コジン		速水　俊一		100		0		0		個人		矢嶋　大輔		300

				個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		中山　光一		100		個人 コジン		速水　延子		100		0		0		個人		矢部　千景		300

				個人 コジン		上川　亘		100		個人 コジン		中山　泰成		100		個人 コジン		林　貴博		100		0		0		個人		矢部　俊之		300

				個人 コジン		上島　規男		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		個人 コジン		林　晃一		100		0		0		個人		安井　甲次		300

				個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		個人 コジン		林　祥介		100		0		0		個人		安井　裕美		300

				個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		個人 コジン		林　竜		100		0		100		個人		安川　文夫		300

				個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		永戸　光生		100		個人 コジン		林　稔		100		0		0		個人		安田　伸一郎		300

				個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		長井　勝治		100		個人 コジン		林　祐葵		100		0		0		個人		安田　浩二		300

				個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		長迫　君代		100		個人 コジン		林　和子		100		0		0		個人		安部　久光		300

				個人 コジン		上田　雅治		100		個人 コジン		長澤　仁志		100		個人 コジン		原　健太郎		100		0		0		個人		安部　貞子		300

				個人 コジン		上野　惠央		100		個人 コジン		長島　健二		100		個人 コジン		原　康城		100		0		0		個人		安藤　さちみ		300

				個人 コジン		上野　敬		100		個人 コジン		長島　芳子		100		個人 コジン		原　和美		100		0		0		個人		安藤　秀信		300

				個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		長谷　善樹		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		0		0		個人		安藤　靖子		300

				個人 コジン		上野　真裕		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		個人 コジン		原田　恭子		100		0		0		個人		安丸　輝		300

				個人 コジン		上林　重紀		100		個人 コジン		長谷川　益夫		100		個人 コジン		原田　豊		100		0		100		個人		保木本　達也		300

				個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		個人 コジン		原田　光司		100		0		100		個人		柳沼　孝治		300

				個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		長谷川　芳典		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		0		0		個人		柳林　広人		300

				個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		個人 コジン		日下　耕三		100		0		0		個人		籔本　康之		300

				個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		個人 コジン		日比　文博		100		0		0		個人		山上　俊之		300

				個人 コジン		上山　孝		100		個人 コジン		鍋谷　哲		100		個人 コジン		肥田　正志		100		0		0		個人		山内　義成		300

				個人 コジン		植杉　博		100		個人 コジン		並木　秀行		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		0		0		個人		山浦　英次郎		300

				個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		波多野　裕友		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		0		0		個人		山川　智美		300

				個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		0		0		個人		山岸　幸一		300

				個人 コジン		植本　安哉子		100		個人 コジン		難波　祐二		100		個人 コジン		東良　正人		100		0		0		個人		山岸　益男		300

				個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		0		0		個人		山口　アツ子		300

				個人 コジン		植山　実		100		個人 コジン		二宮　健次		100		個人 コジン		百木　薫		100		0		0		個人		山口　久美子		300

				個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		二宮　稔		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		0		0		個人		山口　雅弘		300

				個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		西　康栄		100		個人 コジン		平田　道晃		100		0		0		個人		山下　紘宜		300

				個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		西井　恒子		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		0		0		個人		山下　智大		300

				個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		西岡　一美		100		個人 コジン		平松　茂之		100		0		0		個人		山下　陽子		300

				個人 コジン		氏原　浩一		100		個人 コジン		西川　徹		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		0		0		個人		山城　一郎		300

				個人 コジン		牛田　光彦		100		個人 コジン		西川　弘毅		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		0		0		個人		山田　勲		300

				個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		西沢　茂子		100		個人 コジン		深谷　周史		100		0		0		個人		山田　斎毅		300

				個人 コジン		臼井　秀司		100		個人 コジン		西澤　淳		100		個人 コジン		深原　一晃		100		0		0		個人		山田　茂雄		300

				個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		西科　勝行		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		0		0		個人		山田　慎治		300

				個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		西島　美代子		100		個人 コジン		深山　泰三		100		0		0		個人		山田　宙		300

				個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		西条　佳憲		100		個人 コジン		服部　克也		100		0		100		個人		山田　昌弘		300

				個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		西田　圭吾		100		個人 コジン		福井　竹師		100		0		0		個人		山田　政臣		300

				個人 コジン		内田　節子		100		個人 コジン		西田　彰吾		100		個人 コジン		福井　朋子		100		0		0		個人		山田　祐二		300

				個人 コジン		内田　敏巳		100		個人 コジン		西田　まり子		100		個人 コジン		福井　光治		100		0		0		個人		山中　克彦		300

				個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		西野　泰正		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		0		0		個人		山根　充弘		300

				個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		西野　陽子		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		0		0		個人		山本　幸司		300

				個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		個人 コジン		福田　武司		100		0		0		個人		山本　展裕		300

				個人 コジン		内永　麻里子		100		個人 コジン		西本　剛		100		個人 コジン		福田　康次		100		0		0		個人		山本　博基		300

				個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		西本　正英		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		0		0		個人		山本　晴一		300

				個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		西本　良子		100		個人 コジン		福本　好史		100		0		0		個人		山本　真由美		300

				個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		西村　一峰		100		個人 コジン		福森　清子		100		0		0		個人		山元　勝悟		300

				個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		西村　聡		100		個人 コジン		伏原　資典		100		0		0		個人		横江　良純		300

				個人 コジン		海老原　裕子		100		個人 コジン		西山　英二		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		0		0		個人		横川　一貴		300

				個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		西山　嘉彦		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		0		100		個人		横橋　学		300

				個人 コジン		梅澤　やよい		100		個人 コジン		西山　貴博		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		0		0		個人		由木　泰隆		300

				個人 コジン		梅田　俊一		100		個人 コジン		西山　統		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		0		0		個人		吉岡　敦子		300

				個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		錦野　亮		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		0		0		個人		吉岡　照夫		300

				個人 コジン		梅本　修平		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		0		100		個人		吉岡　秀明		300

				個人 コジン		梅村　正		100		個人 コジン		布　美香子		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		0		0		個人		吉川　順子		300

				個人 コジン		卜部　朋之		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		0		0		個人		吉川　昭彦		300

				個人 コジン		浦田　修		100		個人 コジン		根岸　良実		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		0		0		個人		吉澤　秀郎		300

				個人 コジン		浦田　俊哉		100		個人 コジン		根本　剛		100		個人 コジン		古川　勝也		100		0		100		個人		吉田　明弘		300

				個人 コジン		浦出　佳吾		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		0		100		個人		吉田　大和		300

				個人 コジン		浦西　琢也		100		個人 コジン		野口　誉成		100		個人 コジン		古澤　幸		100		0		0		個人		吉水　俊浩		300

				個人 コジン		瓜生　大輔		100		個人 コジン		野田　明美		100		個人 コジン		古谷　健一		100		0		0		個人		好川　智也		300

				個人 コジン		江川　裕一		100		個人 コジン		野田　祥恵		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		0		0		個人		両角　正揮		300

				個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		野田　朗		100		個人 コジン		古村　公久		100		0		-100		個人		和田　正行		300

				個人 コジン		江坂　茂		100		個人 コジン		野中　孝子		100		個人 コジン		穂坂　弘治		100		-500		-200		個人		若松　智宏		300

				個人 コジン		江坂　真直		100		個人 コジン		野仲　文子		100		個人 コジン		細川　恵多		100		0		0		個人		渡部　勝吉		300

				個人 コジン		江田　昌弘		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		個人 コジン		細木　榮一		100		0		0		個人		渡部　正教		300

				個人 コジン		江波　仁		100		個人 コジン		野村　公盛		100		個人 コジン		細野　友孝		100		0		0		個人		渡辺　剛行		300

				個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		野村　貞子		100		個人 コジン		細野　晴通		100		0		0		個人		渡辺　浩子		300

				個人 コジン		江端　祐貴		100		個人 コジン		野村　忠勝		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		0		100		個人		渡邊　文子		300

				個人 コジン		江原　一志		100		個人 コジン		野村　優子		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		0		0		個人		渡邉　良治		300		●

				個人 コジン		江原　弘隆		100		個人 コジン		信森　達也		100		個人 コジン		堀本　修		100		0		0		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド従業員持株会		300

				個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		羽鳥　さやか		100		個人 コジン		本田　利彦		100		0		100		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		300

				個人 コジン		江部　優合		100		個人 コジン		羽鳥　隼人		100		個人 コジン		真野　徳之		100		0		0		機関		三晃証券株式会社		300

				個人 コジン		江藤　佳高		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		個人 コジン		間山　文昭		100		0		100		法人		有限会社アドルーク		300

				個人 コジン		江渡　大悟		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		個人 コジン		前田　武徳		100		0		0		法人		株式会社アベイルテクノロジー		300

				個人 コジン		榎　千枝子		100		個人 コジン		馬場　一樹		100		個人 コジン		前田　達也		100		0		0		法人		クエスト・フォー・パリティ合同会社		300

				個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		個人 コジン		前田　道治		100		0		100		法人		株式会社てるべる		300

				個人 コジン		遠地　三寧		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		個人 コジン		前原　正一		100		-100		100		法人		平成電工株式会社		300

				個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		橋本　一生		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		0		100		法人		株式会社ＹＰＣ		300

				個人 コジン		遠藤　利枝		100		個人 コジン		橋本　絵里		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		0		0		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		300

				個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		個人 コジン		益田　雅生		100		0		-100		個人		マナーズ　謙蔵		300

				個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		橋本　知幸		100		個人 コジン		増田　義男		100		0		0		個人		井上　和也		271

				個人 コジン		尾上　欣也		100		個人 コジン		蓮野　善紀		100		個人 コジン		増平　善信		100		0		0		個人		石田　良太		250

				個人 コジン		尾形　恵美		100		個人 コジン		畑田　猛		100		個人 コジン		松岡　整		100		0		100		個人		北　真実		246

				個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		畑中　圭介		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		0		0		個人		武下　真典		227

				個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		畠中　修		100		個人 コジン		松坂　肇		100		0		0		個人		西本　正徳		225

				個人 コジン		尾関　啓介		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		0		0		個人		石川　昭都		214

				個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		秦　悦子		100		個人 コジン		松崎　浩		100		0		0		個人		加納　武		209

				個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		花内　洋		100		個人 コジン		松田　浩一		100		0		0		個人		尾上　泰啓		206

				個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		花崎　文子		100		個人 コジン		松谷　元気		100		-700		0		個人		幸重　天		204

				個人 コジン		尾畑　光哉		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		個人 コジン		松原　輝博		100		0		0		個人		星本　祐貴		204

				個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		花園　治郎		100		個人 コジン		松原　文雄		100		0		0		個人		秋山　俊介		202

				個人 コジン		翁長　隆之		100		個人 コジン		花田　仁美		100		個人 コジン		松原　由美子		100		0		0		個人		平工　直武		202

				個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		花谷　泰良		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		0		0		個人		今井　陽子		201

				個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		0		100		個人		津曲　佑輔		201

				個人 コジン		大石　一穂		100		個人 コジン		花房　正子		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		0		0		個人		橋本　佳苗		201

				個人 コジン		大内　康敬		100		個人 コジン		花輪　誠		100		個人 コジン		松本　佳代		100		0		0		個人		阿部　貴文		200

				個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		濱口　岳		100		個人 コジン		松本　賢一		100		0		0		個人		阿部　匠		200

				個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		浜口　真吾		100		個人 コジン		松本　智子		100		0		0		個人		阿部　崇		200

				個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		濱崎　勝		100		個人 コジン		松本　弘人		100		0		0		個人		相澤　美佳		200

				個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		浜砂　弘敏		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		0		0		個人		相馬　裕		200

				個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		浜田　普史		100		個人 コジン		松本　義明		100		0		0		個人		青木　智哉		200

				個人 コジン		大木　啓太郎		100		個人 コジン		濱野　芳紀		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		0		0		個人		青木　宏		200

				個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		0		0		個人		青木　美穗子		200

				個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		0		0		個人		青島　良輔		200

				個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		速水　俊一		100		個人 コジン		三井　修次		100		0		100		個人		青柳　一明		200

				個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		速水　延子		100		個人 コジン		三島　融		100		0		0		個人		青柳　理奈		200

				個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		林　貴博		100		個人 コジン		三角　秀一		100		0		0		個人		青山　徹夫		200

				個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		林　健一		100		個人 コジン		三宅　君近		100		0		0		個人		赤松　裕樹		200

				個人 コジン		大澤　明		100		個人 コジン		林　晃一		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		0		100		個人		秋田　総理		200

				個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		林　祥介		100		個人 コジン		三好　隼平		100		0		100		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		林　武		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		0		0		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		大澤　侑子		100		個人 コジン		林　竜		100		個人 コジン		道下　秀男		100		0		100		個人		秋山　正一		200

				個人 コジン		大塩　章夫		100		個人 コジン		林　成典		100		個人 コジン		道下　正志		100		0		0		個人		秋山　容平		200

				個人 コジン		大島　悦郎		100		個人 コジン		林　秀徳		100		個人 コジン		光安　裕二		100		0		0		個人		秋山　榕晶		200

				個人 コジン		大島　千鶴子		100		個人 コジン		林　稔		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		0		0		個人		浅田　浩史		200

				個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		林　祐葵		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100		0		0		個人		浅田　祐作		200

				個人 コジン		大仁　健嗣		100		個人 コジン		林　和子		100		個人 コジン		宮崎　純子		100		0		100		個人		淺野　洋次		200

				個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		原　健太郎		100		個人 コジン		宮島　邦江		100		0		100		個人		朝井　博之		200

				個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		原　那美加		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100		0		0		個人		朝隈　卓郎		200

				個人 コジン		太田　孝男		100		個人 コジン		原　正人		100		個人 コジン		宮田　幸一		100		0		0		個人		朝原　秀太		200

				個人 コジン		大田　誠		100		個人 コジン		原　康城		100		個人 コジン		宮永　暁生		100		0		0		個人		朝村　一馬		200

				個人 コジン		太田　千菜美		100		個人 コジン		原　和美		100		個人 コジン		宮野　弘之		100		0		0		個人		旭　希佳		200

				個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		個人 コジン		宮前　洋子		100		-1000		100		個人		足立　邦仁		200

				個人 コジン		大田　竜也		100		個人 コジン		原田　恭子		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100		0		100		個人		足立　武志		200

				個人 コジン		太田　信行		100		個人 コジン		原田　隆徳		100		個人 コジン		村上　友洋		100		0		0		個人		味田村　一也		200

				個人 コジン		太田　弘子		100		個人 コジン		原田　豊		100		個人 コジン		村上　正治		100		0		0		個人		味村　嘉崇		200

				個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		原田　光司		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100		0		0		個人		跡上　剛		200

				個人 コジン		大高　万喜子		100		個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100		個人 コジン		村松　かお利		100		0		0		個人		天野　雄介		200

				個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		個人 コジン		村山　直史		100		0		0		個人		甘利　太希裕		200

				個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		半谷　絵美		100		個人 コジン		室山　亜希子		100		0		0		個人		雨宮　武仁		200

				個人 コジン		大谷　恵子		100		個人 コジン		伴　貞俊		100		個人 コジン		望月　一司		100		0		100		個人		荒井　千鶴		200

				個人 コジン		大谷　彰		100		個人 コジン		日浅　雅人		100		個人 コジン		望月　智之		100		0		0		個人		荒木　正司		200

				個人 コジン		大谷　展央		100		個人 コジン		日下　耕三		100		個人 コジン		元森　幹夫		100		-300		-300		個人		新　徹夫		200

				個人 コジン		大谷　豊子		100		個人 コジン		日比　文博		100		個人 コジン		守屋　正敏		100		0		100		個人		新井　一男		200

				個人 コジン		大谷　真由美		100		個人 コジン		肥田　正志		100		個人 コジン		森　有理		100		0		100		個人		新井　功		200

				個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		個人 コジン		森　恵美		100		0		0		個人		新井　忠市		200

				個人 コジン		大塚　道宏		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		個人 コジン		森　教安		100		0		0		個人		新倉　英男		200

				個人 コジン		大槻　卓		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		個人 コジン		森　健彰		100		0		0		個人		新谷　榮		200

				個人 コジン		大槻　博幸		100		個人 コジン		東　洋子		100		個人 コジン		森　幸子		100		0		0		個人		新野　貴史		200

				個人 コジン		大槻　広行		100		個人 コジン		東谷　秀憲		100		個人 コジン		森　典男		100		0		0		個人		新野　栄一		200

				個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		東良　正人		100		個人 コジン		森岡　純子		100		-100		100		個人		新本　一行		200

				個人 コジン		大仲　有佳		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		個人 コジン		森崎　晃		100		0		0		個人		新元　圭子		200

				個人 コジン		大西　雄三		100		個人 コジン		百木　薫		100		個人 コジン		森田　久美子		100		0		0		個人		新元　啓文		200

				個人 コジン		大西　孝雄		100		個人 コジン		平　水美		100		個人 コジン		森野　喜義		100		0		0		個人		有方　一之		200

				個人 コジン		大西　晴雄		100		個人 コジン		平岩　由紀雄		100		個人 コジン		森本　啓二		100		0		0		個人		有川　俊朗		200

				個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		個人 コジン		矢倉　淳		100		0		0		個人		有年　克浩		200

				個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		平形　悦子		100		個人 コジン		矢島　晃		100		0		0		個人		有馬　明治		200

				個人 コジン		大野　尚		100		個人 コジン		平川　奈々子		100		個人 コジン		矢代　操		100		0		0		個人		有福　誠和		200

				個人 コジン		大野　仁久		100		個人 コジン		平川　良和		100		個人 コジン		矢田　六夫		100		0		0		個人		粟生田　佳奈子		200

				個人 コジン		大野　忠義		100		個人 コジン		平澤　亮		100		個人 コジン		矢野　江里		100		0		0		個人		粟生田　俊彦		200

				個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		平田　道晃		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100		0		100		個人		井上　一大		200

				個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		個人 コジン		安生　啓子		100		0		100		個人		井上　将志		200

				個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		平松　茂之		100		個人 コジン		安田　伸矢		100		0		0		個人		井上　晶斗		200

				個人 コジン		大橋　亮		100		個人 コジン		平山　大介		100		個人 コジン		安田　智子		100		-100		100		個人		井上　日出夫		200

				個人 コジン		大原　嘉昭		100		個人 コジン		平山　芳信		100		個人 コジン		安達　弘		100		0		100		個人		井上　陽公		200

				個人 コジン		大平　卓弥		100		個人 コジン		広田　準		100		個人 コジン		安達　祐輔		100		0		0		個人		井上　良平		200

				個人 コジン		大平　雅輝		100		個人 コジン		広武　賢一		100		個人 コジン		安藤　恵		100		0		100		個人		井口　英雄		200

				個人 コジン		大藤　博美		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100		0		0		個人		井之口　慶太		200

				個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		広畑　聡		100		個人 コジン		安藤　正純		100		-100		100		個人		井澤　康哲		200

				個人 コジン		大森　一太郎		100		個人 コジン		廣見　剛志		100		個人 コジン		安保　克実		100		0		0		個人		井出　一晃		200

				個人 コジン		大八木　寿美		100		個人 コジン		不破　修		100		個人 コジン		保上　貴幸		100		0		0		個人		井波　久直		200

				個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100		0		100		個人		井原　優一		200

				個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		深谷　周史		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100		0		0		個人		井村　幸市		200

				個人 コジン		大和　寛		100		個人 コジン		深原　一晃		100		個人 コジン		山口　トミエ		100		0		0		個人		井村　俊之		200

				個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		個人 コジン		山口　陽平		100		0		0		個人		伊熊　喜久子		200

				個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		深山　泰三		100		個人 コジン		山崎　薫		100		0		100		個人		伊熊　睦博		200

				個人 コジン		岡井　克明		100		個人 コジン		服部　亜紀子		100		個人 コジン		山里　憲一		100		0		0		個人		伊澤　早希		200

				個人 コジン		岡内　誠治		100		個人 コジン		服部　克也		100		個人 コジン		山下　博史		100		0		0		個人		伊敷　周次郎		200

				個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		福井　重男		100		個人 コジン		山下　秀博		100		0		100		個人		伊東　一博		200

				個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		福井　竹師		100		個人 コジン		山田　欣徳		100		0		0		個人		伊藤　香代子		200

				個人 コジン		岡崎　宣治		100		個人 コジン		福井　朋子		100		個人 コジン		山田　繁由		100		0		0		個人		伊藤　健		200

				個人 コジン		岡嶋　光悦		100		個人 コジン		福井　光治		100		個人 コジン		山田　昌宏		100		0		0		個人		伊藤　幸子		200

				個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		福喜多　守嘉		100		個人 コジン		山田　裕貴		100		0		0		個人		伊藤　誠		200

				個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		個人 コジン		山田　類		100		0		0		個人		伊藤　誠子		200

				個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		福島　美貴		100		個人 コジン		山中　健夫		100		0		0		個人		伊藤　崇		200

				個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		福田　鐘子		100		個人 コジン		山中　修		100		0		0		個人		伊藤　匡輝		200

				個人 コジン		岡田　宣弥		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		個人 コジン		山根　省二		100		0		-200		個人		伊藤　司		200

				個人 コジン		岡田　匡史		100		個人 コジン		福田　武司		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100		0		0		個人		伊藤　寧彦		200

				個人 コジン		岡田　知之		100		個人 コジン		福田　雅澄		100		個人 コジン		山根　和明		100		0		0		個人		伊藤　博之		200

				個人 コジン		岡田　博		100		個人 コジン		福田　充宏		100		個人 コジン		山本　雄大		100		0		0		個人		伊藤　浩司		200

				個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		福田　光男		100		個人 コジン		山本　治		100		0		0		個人		伊藤　保好		200

				個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		福田　康次		100		個人 コジン		山本　渉		100		0		0		個人		伊藤　勇二		200

				個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		個人 コジン		山本　丈人		100		0		0		個人		伊豆　正弘		200

				個人 コジン		岡野　拓也		100		個人 コジン		福富　勝夫		100		個人 コジン		山本　秀雄		100		0		0		個人		衣笠　学		200

				個人 コジン		岡野　武士		100		個人 コジン		福留　純一		100		個人 コジン		山本　勉		100		0		100		個人		衣奈　敬史		200

				個人 コジン		岡部　功		100		個人 コジン		福野　芳枝		100		個人 コジン		山路　智		100		0		0		個人		猪口　剛志		200

				個人 コジン		岡本　一光		100		個人 コジン		福本　正博		100		個人 コジン		山村　哲也		100		0		0		個人		猪原　弘子		200

				個人 コジン		岡本　勝		100		個人 コジン		福本　好史		100		個人 コジン		山脇　美香		100		0		0		個人		飯島　有理		200

				個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		福森　清子		100		個人 コジン		湯本　義昭		100		-100		-100		個人		飯田　彰子		200

				個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		伏原　資典		100		個人 コジン		指野　俊浩		100		0		0		個人		飯田　琢斗		200

				個人 コジン		岡村　政紘		100		個人 コジン		藤井　貴之		100		個人 コジン		横田　文昭		100		0		0		個人		飯田　由美子		200

				個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		藤井　孝子		100		個人 コジン		横田　裕昭		100		0		100		個人		飯塚　貴之		200

				個人 コジン		岡安　幸男		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		個人 コジン		吉岡　隆		100		0		0		個人		家田　潤一		200

				個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100		0		0		個人		生方　豊		200

				個人 コジン		荻野　清子		100		個人 コジン		藤川　孝夫		100		個人 コジン		吉川　佳之		100		0		100		個人		生田　浩一		200

				個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		藤崎　勉		100		個人 コジン		吉澤　満治		100		0		0		個人		幾谷　直也		200

				個人 コジン		奥　真吾		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		個人 コジン		吉田　哲也		100		0		100		個人		池内　成彦		200

				個人 コジン		奥田　圭朗		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		個人 コジン		吉田　直子		100		0		0		個人		池内　裕治		200

				個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		藤田　文		100		個人 コジン		吉田　典義		100		0		0		個人		池田　純		200

				個人 コジン		奥野　雄一		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100		0		0		個人		池田　俊治		200

				個人 コジン		奥野　浩一		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		個人 コジン		吉田　好惠		100		0		0		個人		池田　文香		200

				個人 コジン		奥村　亜理沙		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100		0		0		個人		池田　令和		200

				個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		藤原　雅宏		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100		0		100		個人		石井　富久子		200

				個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		藤原　源二		100		個人 コジン		吉永　誠		100		0		0		個人		石井　務		200

				個人 コジン		奥村　直哉		100		個人 コジン		藤本　朱美		100		個人 コジン		吉見　浩子		100		0		0		個人		石井　祐介		200

				個人 コジン		奥村　保夫		100		個人 コジン		藤本　順一		100		個人 コジン		吉村　世子		100		0		100		個人		石王　育美		200

				個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		個人 コジン		吉村　俊一		100		-100		0		個人		石川　桂子		200

				個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		藤巻　直也		100		個人 コジン		吉村　洋平		100		-100		-100		個人		石川　晋一朗		200

				個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100		0		100		個人		石川　隆		200

				個人 コジン		鬼塚　こゆき		100		個人 コジン		古市　久幸		100		個人 コジン		和田　幸三		100		0		0		個人		石川　文子		200

				個人 コジン		鬼塚　チヅル		100		個人 コジン		古賀　和雄		100		個人 コジン		和田　進		100		0		0		個人		石倉　祐成		200

				個人 コジン		鬼塚　義文		100		個人 コジン		古川　勝也		100		個人 コジン		和田　晴美		100		0		0		個人		石崎　輝美		200

				個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		古川　修一		100		個人 コジン		若林　一之		100		0		0		個人		石沢　美幸		200

				個人 コジン		鬼原　史行		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		個人 コジン		若松　加代子		100		0		0		個人		石澤　義崇		200

				個人 コジン		加賀美　賢次		100		個人 コジン		古澤　幸		100		個人 コジン		脇　政雄		100		0		0		個人		石田　英介		200

				個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		古田　慎一		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100		0		0		個人		石田　学		200

				個人 コジン		加納　英子		100		個人 コジン		古谷　健一		100		個人 コジン		脇田　雅代		100		0		100		個人		石田　喜博		200

				個人 コジン		加納　照之		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100		0		0		個人		石田　恭嗣		200

				個人 コジン		加納　政之		100		個人 コジン		古橋　孝子		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100		0		0		個人		石津　宜大		200

				個人 コジン		加納　万里子		100		個人 コジン		古村　公久		100		個人 コジン		渡邊　亮		100		0		0		個人		石津　慎太郎		200

				個人 コジン		加藤　太郎		100		個人 コジン		別所　和音		100		個人 コジン		渡邉　亮		100		0		100		個人		石塚　剛史		200

				個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		紅田　泰		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100		0		100		個人		石塚　常男		200

				個人 コジン		加藤　兼三		100		個人 コジン		星　清貴		100		法人 ホウジン		有限会社池添清掃		100		100		100		個人		石橋　美江		200

				個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		星野　まどか		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100		0		0		個人		石原　大和		200

				個人 コジン		加藤　清二		100		個人 コジン		細川　恵多		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100		0		0		個人		石松　宏一郎		200

				個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		細川　博史		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100		0		0		個人		石村　崇雅		200

				個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		細木　榮一		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100		0		0		個人		泉　貴智		200

				個人 コジン		加藤　修一		100		個人 コジン		細谷　信幸		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100		0		0		個人		磯田　聡		200

				個人 コジン		加藤　匠		100		個人 コジン		細野　友孝		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100		0		0		個人		磯部　裕和		200

				個人 コジン		加藤　隆史		100		個人 コジン		細野　晴通		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100		0		0		個人		磯前　達也		200

				個人 コジン		加藤　隆彦		100		個人 コジン		細本　翼		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100		0		0		個人		板坂　サヨ子		200

				個人 コジン		加藤　辰巳		100		個人 コジン		堀　秀行		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100		0		0		個人		板野　貴宏		200

				個人 コジン		加藤　智洋		100		個人 コジン		堀内　千夏		100		機関		ドイツ証券株式会社		100		100		100		個人		市岡　大		200

				個人 コジン		加藤　晴嗣		100		個人 コジン		堀内　勇		100		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		0		0		個人		市川　案理		200

				個人 コジン		加藤　平原		100		個人 コジン		堀江　敏文		100		機関		立花証券株式会社		100		-100		-800		個人		市川　久		200

				個人 コジン		加藤　眞一		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		機関		リテラ・クレア証券株式会社		92		67		-945		個人		市川　雅也		200

				個人 コジン		加藤　真弓		100		個人 コジン		堀越　孝		100		個人 コジン		宮田　三佳		75		75		75		個人		市川　康一		200

				個人 コジン		加藤　正純		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		機関		廣田証券株式会社		64		-947		-31		個人		糸井　玲子		200

				個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		堀本　修		100		個人 コジン		天野　賢一		36		36		36		個人		稲垣　貴裕		200

				個人 コジン		加藤　美奈		100		個人 コジン		本田　利彦		100		個人 コジン		田中　淳一		33		13		33		個人		今井　周作		200

				個人 コジン		加藤　行孝		100		個人 コジン		本多　克典		100		個人 コジン		大平　正規		25		13		25		個人		今井　令子		200

				個人 コジン		加藤　芳尚		100		個人 コジン		本間　信雄		100		個人 コジン		中西　勝美		25		0		25		個人		今泉　真理		200

				個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		本間　信弘		100		個人 コジン		柴原　康		20		20		20		個人		今岡　悦子		200

				個人 コジン		香取　孝		100		個人 コジン		真野　徳之		100		個人 コジン		渡邉　明也		20		20		20		個人		今田　善之		200

				個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		眞道　妙子		100		個人 コジン		宮本　学		15		10		15		個人		今野　裕仁		200

				個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		間山　文昭		100		個人 コジン		伊藤　康裕		13		13		13		個人		今野　良樹		200

				個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		前田　武徳		100		個人 コジン		金城　純一		11		2		11		個人		今村　健一		200

				個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		前田　達也		100		個人 コジン		市原　正幸		10		10		10		個人		今村　美紀		200

				個人 コジン		垣内　雷太		100		個人 コジン		前田　真澄		100		個人 コジン		鵜沼　雅幸		10		0		10		個人		入内島　恵子		200

				個人 コジン		覚野　博		100		個人 コジン		前田　道治		100		個人 コジン		梅田　善之		10		10		10		個人		入江　太郎		200

				個人 コジン		笠井　功		100		個人 コジン		前田　理		100		個人 コジン		岡本　正彦		10		10		10		個人		入倉　敬佑		200

				個人 コジン		笠木　雅和		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		個人 コジン		山本　啓一		10		10		10		個人		岩尾　素光		200

				個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		牧野　國男		100		個人 コジン		亀井　文夫		10		0		0		個人		岩尾　初美		200

				個人 コジン		笠原　麻子		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		個人 コジン		清水　敬三		10		0		10		個人		岩尾　行雄		200

				個人 コジン		笠原　亨		100		個人 コジン		益田　雅生		100		個人 コジン		竹下　智代		10		0		10		個人		岩崎　愛美		200

				個人 コジン		笠原　昌宏		100		個人 コジン		増田　久寿		100		個人 コジン		糸山　博		8		-12		8		個人		岩崎　均		200

				個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		増田　義男		100		個人 コジン		足立　勝則		7		7		7		個人		岩崎　昭喜		200

				個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		増平　善信		100		個人 コジン		原　泰之		7		0		2		個人		岩崎　仁		200

				個人 コジン		柏岡　和子		100		個人 コジン		町井　吉彦		100		個人 コジン		宮崎　一泰		6		6		6		個人		岩崎　博嗣		200

				個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		松浦　慶太		100		個人 コジン		紙田　春夫		6		-1495		6		個人		岩崎　弘		200

				個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		松浦　行高		100		個人 コジン		佐藤　佑樹		5		5		5		個人		岩崎　充男		200

				個人 コジン		柏木　貞昭		100		個人 コジン		松尾　有祐		100		個人 コジン		田所　信幸		5		5		5		個人		岩崎　康祐		200

				個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		松岡　整		100		個人 コジン		伊藤　高広		5		0		2		個人		岩下　実		200

				個人 コジン		梶川　喜久枝		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		個人 コジン		田中　美幸		5		0		5		個人		岩下　和広		200

				個人 コジン		梶山　祥一		100		個人 コジン		松坂　肇		100		個人 コジン		濱田　正已		5		0		5		個人		岩田　俊三		200

				個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		個人 コジン		田中　敏夫		4		4		4		個人		岩谷　丈一		200

				個人 コジン		樫木　栄		100		個人 コジン		松崎　浩		100		個人 コジン		森岡　茂		4		0		0		個人		岩渕　三千昭		200

				個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		松島　守男		100		個人 コジン		古川　春樹		3		3		3		個人		岩堀　美智子		200

				個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		松下　桂子		100		個人 コジン		佐瀬　保		3		0		3		個人		岩本　昂大		200

				個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		松田　浩一		100		個人 コジン		大橋　昌之		2		2		2		個人		岩本　弘行		200

				個人 コジン		粕谷　浩一		100		個人 コジン		松谷　省吾		100		個人 コジン		田中　裕子		2		2		2		個人		岩本　雅昭		200

				個人 コジン		風間　逸子		100		個人 コジン		松永　郁夫		100		個人 コジン		圓谷　真		2		2		2		個人		岩本　陽子		200

				個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		松原　一也		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2		0		2		個人		宇井　圭佑		200

				個人 コジン		片　崇		100		個人 コジン		松原　輝博		100		個人 コジン		三村　晃平		2		0		0		個人		宇都宮　康之		200

				個人 コジン		片岡　時雄		100		個人 コジン		松原　文雄		100		個人 コジン		阿部　弘		1		1		1		個人		宇名手　英樹		200

				個人 コジン		片岡　真也		100		個人 コジン		松原　勉		100		個人 コジン		赤塚　紀彦		1		1		1		個人		宇野　拓也		200

				個人 コジン		片岡　力也		100		個人 コジン		松原　由美子		100		個人 コジン		天河　和士		1		1		1		個人		上　博和		200

				個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		個人 コジン		井村　豪		1		1		1		個人		上岡　勝彦		200

				個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		個人 コジン		飯田　剛志		1		1		1		個人		上田　英夫		200

				個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		個人 コジン		磯野　晋太郎		1		1		1		個人		上田　若葉		200

				個人 コジン		片山　宏二		100		個人 コジン		松本　佳代		100		個人 コジン		惠美須　淳二		1		1		1		個人		上野　俊介		200

				個人 コジン		片山　三紀		100		個人 コジン		松本　賢一		100		個人 コジン		蛯名　政之		1		1		1		個人		上宮田　源		200

				個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		松本　智子		100		個人 コジン		尾迫　篤		1		1		1		個人		上村　彩乃		200

				個人 コジン		片山　洋子		100		個人 コジン		松本　直子		100		個人 コジン		太田　武司		1		1		1		個人		上村　治睦		200

				個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		松本　弘人		100		個人 コジン		荻野　元大		1		1		1		個人		上村　直人		200

				個人 コジン		勝俣　誠子		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		個人 コジン		押渕　利康		1		1		1		個人		上村　浩司		200

				個人 コジン		勝俣　直樹		100		個人 コジン		松本　妙子		100		個人 コジン		神藏　隆樹		1		1		1		個人		植　英里		200

				個人 コジン		勝俣　和男		100		個人 コジン		松本　義明		100		個人 コジン		榧下　翔太		1		1		1		個人		植田　真美		200

				個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		松丸　幸江		100		個人 コジン		川村　光		1		1		1		個人		歌岡　洋		200

				個人 コジン		桂山　和男		100		個人 コジン		松丸　高明		100		個人 コジン		北本　英司		1		1		1		個人		内田　大貴		200

				個人 コジン		叶　茂盛		100		個人 コジン		松村　直樹		100		個人 コジン		佐藤　史章		1		1		1		個人		内田　智志		200

				個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		松元　南		100		個人 コジン		崎田　美和		1		1		1		個人		内藤　誠		200

				個人 コジン		蟹江　吉正		100		個人 コジン		松山　朋郁		100		個人 コジン		静　浩太		1		1		1		個人		内村　恭子		200

				個人 コジン		金　孝貞		100		個人 コジン		的野　恭一		100		個人 コジン		杉山　逸未		1		1		1		個人		内村　領		200

				個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		的場　千鶴子		100		個人 コジン		高野　直樹		1		1		1		個人		内山　雅夫		200

				個人 コジン		金井　久幸		100		個人 コジン		的場　宏道		100		個人 コジン		竹内　佑弥		1		1		1		個人		海老沼　洋平		200

				個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		個人 コジン		館山　清彦		1		1		1		個人		海川　隆司		200

				個人 コジン		金井　成雄		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		個人 コジン		出井　あずさ		1		1		1		個人		海道　昌孝		200

				個人 コジン		金井　弘行		100		個人 コジン		丸山　憲子		100		個人 コジン		中島　紀伊知		1		1		1		個人		梅木　郁恵		200

				個人 コジン		金井　政之		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		個人 コジン		中野　正章		1		1		1		個人		梅田　麻衣子		200

				個人 コジン		金井　理和		100		個人 コジン		三井　修次		100		個人 コジン		日比野　芽		1		1		1		個人		浦上　英之		200

				個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		三上　新一		100		個人 コジン		堀川　航平		1		1		1		個人		浦田　陽子		200

				個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		三上　景久		100		個人 コジン		増田　剛		1		1		1		個人		浦山　哲史		200

				個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		三島　浩一		100		個人 コジン		松村　哲好		1		1		1		個人		漆原　恒二		200

				個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		三島　融		100		個人 コジン		宮川　満		1		1		1		個人		漆原　由美		200

				個人 コジン		金久保　泰士		100		個人 コジン		三角　秀一		100		個人 コジン		森田　大介		1		1		1		個人		江川　和芳		200

				個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		三宅　君近		100		個人 コジン		矢田　孝介		1		1		1		個人		江口　太郎		200

				個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		個人 コジン		横川　広幸		1		1		1		個人		江口　順二		200

				個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		三宅　弘晃		100		個人 コジン		渡邉　英明		1		1		1		個人		江ノ上　元		200

				個人 コジン		金子　弘子		100		個人 コジン		三觜　美穂		100		個人 コジン		相馬　康人		1		0		1		個人		江藤　雅雄		200

				個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		三好　隼平		100		個人 コジン		犬飼　理		1		-1		1		個人		頴原　隆		200

				個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		三輪　道子		100		個人 コジン		岩見　達磨		1		0		1		個人		遠藤　修市		200

				個人 コジン		金子　由美		100		個人 コジン		水田　至		100		個人 コジン		上野　智		1		0		1		個人		遠藤　順子		200

				個人 コジン		金子　和代		100		個人 コジン		水野　征治		100		個人 コジン		大西　康嗣		1		0		1		個人		遠藤　龍成		200

				個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		水橋　祐司		100		個人 コジン		川端　明		1		-9		1		個人		遠藤　諒		200

				個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		個人 コジン		合田　悟		1		-99		-99		個人		遠藤　和世		200

				個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		道下　秀男		100		個人 コジン		茂木　大樹		1		0		1		個人		遠間　恵		200

				個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		道下　正志		100		個人 コジン		篠原　徹		1		0		1		個人		遠山　忠志		200

				個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		光安　裕二		100		個人 コジン		高澤　周示		1		0		1		個人		縁本　幸蔵		200

				個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		満田　慎也		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1		0		0		個人		尾崎　恭平		200

				個人 コジン		金田　明大		100		個人 コジン		南　龍秀		100		個人 コジン		仲川　清隆		1		0		1		個人		尾沢　秀春		200

				個人 コジン		金田　哲宜		100		個人 コジン		南　日出夫		100		個人 コジン		野村　崇		1		0		1		個人		緒方　研哉		200

				個人 コジン		金田　正道		100		個人 コジン		南　安代		100		個人 コジン		信江　道弘		1		0		1		個人		及川　琢磨		200

				個人 コジン		金田　義和		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		個人 コジン		松中　剛		1		-1		1		個人		大井　美智子		200

				個人 コジン		金谷　昂		100		個人 コジン		南垣内　哲治		100		個人 コジン		松葉　吉行		1		0		1		個人		大石　哲司		200

				個人 コジン		金原　幸子		100		個人 コジン		南雲　岑生		100		個人 コジン		宮本　政毅		1		0		1		個人		大岩　純子		200

				個人 コジン		金丸　聖司		100		個人 コジン		源田　昌弘		100		個人 コジン		湯原　悠太		1		0		0		個人		大岩　善光		200

				個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100												個人		大内　彩子		200

				個人 コジン		金森　泰洋		100		個人 コジン		宮内　英実		100												個人		大浦　幻		200

				個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		宮岡　築子		100												個人		大門　陽子		200

				個人 コジン		兼子　拡二		100		個人 コジン		宮越　亜紀子		100												個人		大川　淳子		200

				個人 コジン		樺山　博史		100		個人 コジン		宮崎　エミ子		100												個人		大川　祥央		200

				個人 コジン		蒲生　さちよ		100		個人 コジン		宮崎　純子		100												個人		大木　秀一		200

				個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		宮島　邦江		100												個人		大木　秀春		200

				個人 コジン		鎌田　宏一		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100												個人		大木　祐介		200

				個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		宮田　幸一		100												個人		大儀　健一		200

				個人 コジン		神　敏治		100		個人 コジン		宮田　義久		100												個人		大久保　日向子		200

				個人 コジン		神薗　伸二		100		個人 コジン		宮永　暁生		100												個人		大熊　教郎		200

				個人 コジン		神田　將弘		100		個人 コジン		宮野　拓		100												個人		大熊　健太郎		200

				個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		宮野　弘之		100												個人		大島　卓己		200

				個人 コジン		神谷　芳子		100		個人 コジン		宮村　修美		100												個人		大島　信二		200

				個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		向井　弘之		100												個人		大嶋　洋平		200

				個人 コジン		神野　里奈		100		個人 コジン		向井　正治		100												個人		大関　貴臣		200

				個人 コジン		神野　保		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100												個人		大田　憲作		200

				個人 コジン		神山　良平		100		個人 コジン		村上　辰雄		100												個人		太田　浩史		200

				個人 コジン		亀井　健一郎		100		個人 コジン		村上　友洋		100												個人		大竹　寛之		200

				個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		村上　典子		100												個人		大竹　崇仁		200

				個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		村上　正治		100												個人		大竹　信夫		200

				個人 コジン		亀山　弘		100		個人 コジン		村上　みどり		100												個人		大谷　澄子		200

				個人 コジン		茅根　優大		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100												個人		大谷　真也		200

				個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		村田　美弥		100												個人		大塚　吉伸		200

				個人 コジン		苅田　佳敏		100		個人 コジン		村松　かお利		100												個人		大塚　理紗		200

				個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		村松　功子		100												個人		大坪　拓史		200

				個人 コジン		狩野　さだ江		100		個人 コジン		村山　直史		100												個人		大友　武夫		200

				個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		室井　秀晴		100												個人		大友　ひかり		200

				個人 コジン		川上　けい子		100		個人 コジン		室山　亜希子		100												個人		大中　真弓		200

				個人 コジン		川上　寿雄		100		個人 コジン		目黒　健太		100												個人		大西　誠		200

				個人 コジン		川上　淳子		100		個人 コジン		望月　一司		100												個人		大西　由紀		200

				個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		望月　智之		100												個人		大橋　孝子		200

				個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		守谷　有司		100												個人		大平　有輝		200

				個人 コジン		川上　敏夫		100		個人 コジン		守屋　正敏		100												個人		大松　勉		200

				個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		森　篤大		100												個人		大森　淳平		200

				個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		森　有理		100												個人		大森　猛司		200

				個人 コジン		川合　徳明		100		個人 コジン		森　恵美		100												個人		大和田　康平		200

				個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		森　教安		100												個人		大脇　輝久		200

				個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		森　健彰		100												個人		大脇　秀隆		200

				個人 コジン		川嵜　博之		100		個人 コジン		森　幸子		100												個人		岡　愛		200

				個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		森　敏和		100												個人		岡　貴志		200

				個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		森　典男		100												個人		岡　富保		200

				個人 コジン		川崎　義文		100		個人 コジン		森　美鈴		100												個人		岡　美代子		200

				個人 コジン		川島　正規		100		個人 コジン		森　幹雄		100												個人		岡　美穂		200

				個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		森　守		100												個人		岡崎　薫		200

				個人 コジン		川野　俊		100		個人 コジン		森崎　晃		100												個人		岡崎　圭悟		200

				個人 コジン		川原　利雄		100		個人 コジン		森澤　昭二郎		100												個人		岡田　修		200

				個人 コジン		川邉　駿		100		個人 コジン		森島　雅子		100												個人		岡田　靖雄		200

				個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		森田　久美子		100												個人		岡部　秀一		200

				個人 コジン		川村　修介		100		個人 コジン		森田　邦明		100												個人		岡部　洋輔		200

				個人 コジン		川村　洋基		100		個人 コジン		森田　誠司		100												個人		岡本　敏通		200

				個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		森野　喜義		100												個人		岡本　直樹		200

				個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		森野　茂		100												個人		岡本　三喜子		200

				個人 コジン		河合　貴之		100		個人 コジン		森本　啓二		100												個人		岡村　周一		200

				個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		森実　智洋		100												個人		岡村　修		200

				個人 コジン		河島　美智子		100		個人 コジン		森安　芳裕		100												個人		沖野　良和		200

				個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		諸岡　好一		100												個人		沖見　辰則		200

				個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		八木　規全		100												個人		置鮎　姫奈		200

				個人 コジン		河野　尚代		100		個人 コジン		八田　隆士		100												個人		奥田　剛司		200

				個人 コジン		河野　武司		100		個人 コジン		矢尾板　宏		100												個人		奥寺　英暁		200

				個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		矢倉　淳		100												個人		奥平　彰子		200

				個人 コジン		河原　ゆかり		100		個人 コジン		矢島　晃		100												個人		奥村　将悟		200

				個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		矢代　操		100												個人		奥村　聖子		200

				個人 コジン		河本　誠太郎		100		個人 コジン		矢田　六夫		100												個人		奥村　浩二		200

				個人 コジン		河本　正二		100		個人 コジン		矢野　江里		100												個人		押　佐久雄		200

				個人 コジン		河村　賢		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100												個人		落合　美香		200

				個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		安生　啓子		100												個人		鬼原　健		200

				個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		安江　祐紀子		100												個人		女鹿　博史		200

				個人 コジン		乾　正昭		100		個人 コジン		安田　圭宏		100												個人		加茂　健太		200

				個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		安田　伸矢		100												個人		加瀬　英男		200

				個人 コジン		韓　英玉		100		個人 コジン		安達　弘		100												個人		加戸　稔		200

				個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		安達　祐輔		100												個人		加納　大介		200

				個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		安藤　恵		100												個人		加藤　江利子		200

				個人 コジン		木川　恒男		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100												個人		加藤　純朗		200

				個人 コジン		木暮　直子		100		個人 コジン		安藤　雅昭		100												個人		加藤　隆紀		200

				個人 コジン		木崎　信広		100		個人 コジン		安藤　若葉		100												個人		加藤　友枝		200

				個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		安保　克実		100												個人		加藤　友則		200

				個人 コジン		木全　秀樹		100		個人 コジン		保泉　喜代子		100												個人		加藤　友宏		200

				個人 コジン		木谷　加代子		100		個人 コジン		保上　貴幸		100												個人		加藤　秀和		200

				個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		柳　友和		100												個人		加藤　正啓		200

				個人 コジン		木本　幸子		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100												個人		加藤　正道		200

				個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		柳本　雄司		100												個人		加藤　正好		200

				個人 コジン		木間塚　修		100		個人 コジン		薮田　仁司		100												個人		加藤　美代子		200

				個人 コジン		木村　勤		100		個人 コジン		山上　乃武夫		100												個人		加藤　泰司		200

				個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		山岡　功一		100												個人		加藤　吉人		200

				個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100												個人		香月　良子		200

				個人 コジン		木村　伸也		100		個人 コジン		山口　トミエ		100												個人		香西　亮輔		200

				個人 コジン		木村　博典		100		個人 コジン		山口　元日		100												個人		垣見　昌隆		200

				個人 コジン		木村　秀樹		100		個人 コジン		山口　陽平		100												個人		垣見　和亨		200

				個人 コジン		木村　正		100		個人 コジン		山崎　薫		100												個人		柿島　勝		200

				個人 コジン		木村　正章		100		個人 コジン		山崎　浩一		100												個人		柿本　英生		200

				個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		山崎　真一郎		100												個人		掛巣　裕巳		200

				個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		山崎　美幸		100												個人		陰田　隼貴		200

				個人 コジン		木村　力也		100		個人 コジン		山崎　美智子		100												個人		笠井　威		200

				個人 コジン		喜多田　和哉		100		個人 コジン		山崎　靖夫		100												個人		笠原　靖人		200

				個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		山崎　裕美		100												個人		梶野　浩太		200

				個人 コジン		喜多村　怜		100		個人 コジン		山里　憲一		100												個人		梶原　仁臣		200

				個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		山澤　ひで子		100												個人		粕谷　健人		200

				個人 コジン		菊池　健太		100		個人 コジン		山下　潔		100												個人		風越　富子		200

				個人 コジン		菊池　彰		100		個人 コジン		山下　修作		100												個人		片石　有一		200

				個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		山下　博史		100												個人		片山　宙明		200

				個人 コジン		菊澤　俊介		100		個人 コジン		山下　秀博		100												個人		片山　信久		200

				個人 コジン		菊澤　浩巳		100		個人 コジン		山城　真一		100												個人		勝沼　将人		200

				個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		山田　欣徳		100												個人		勝又　健児		200

				個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		山田　敬子		100												個人		門野　竜二		200

				個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		山田　繁由		100												個人		金木　祐介		200

				個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		山田　修		100												個人		金子　寿賀子		200

				個人 コジン		菊地　満久		100		個人 コジン		山田　崇弘		100												個人		金子　正七		200

				個人 コジン		岸井　英男		100		個人 コジン		山田　哲也		100												個人		金澤　桐吾		200

				個人 コジン		岸井　勤		100		個人 コジン		山田　昌宏		100												個人		金澤　正章		200

				個人 コジン		岸井　慎一		100		個人 コジン		山田　裕貴		100												個人		金田一　京子		200

				個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		山田　優子		100												個人		金森　万里子		200

				個人 コジン		岸田　隆之		100		個人 コジン		山田　類		100												個人		鏑木　洋介		200

				個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		山谷　政人		100												個人		鎌倉　晨弥		200

				個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		山中　健夫		100												個人		鎌滝　典明		200

				個人 コジン		岸本　稔		100		個人 コジン		山中　修		100												個人		鎌村　禎英		200

				個人 コジン		北　佳治		100		個人 コジン		山中　伸爾		100												個人		神代　敏彦		200

				個人 コジン		北浦　康史		100		個人 コジン		山中　勇樹		100												個人		神田　純一		200

				個人 コジン		北川　功雄		100		個人 コジン		山根　省二		100												個人		神谷　幸彦		200

				個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100												個人		神戸　一夫		200

				個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		山根　和明		100												個人		神戸　浩		200

				個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		山本　雄大		100												個人		神長　孝至		200

				個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		山本　希治		100												個人		神野　英範		200

				個人 コジン		北條　明		100		個人 コジン		山本　治		100												個人		神山　武		200

				個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		山本　渉		100												個人		亀田　浩亮		200

				個人 コジン		北野　敦史		100		個人 コジン		山本　丈人		100												個人		川上　忠男		200

				個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		山本　博通		100												個人		川勝　俊宏		200

				個人 コジン		北野　靖典		100		個人 コジン		山本　秀雄		100												個人		川口　統		200

				個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		山本　勉		100												個人		川口　浩一		200

				個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		山本　泰教		100												個人		川口　裕樹		200

				個人 コジン		北村　弘昭		100		個人 コジン		山路　智		100												個人		川崎　康子		200

				個人 コジン		北村　雅寛		100		個人 コジン		山村　哲也		100												個人		川崎　由佳		200

				個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		山村　靖子		100												個人		川島　百合子		200

				個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		山脇　美香		100												個人		川島　宏登		200

				個人 コジン		清瀬　彩美		100		個人 コジン		指野　俊浩		100												個人		川島　眞和		200

				個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		横井　哲郎		100												個人		川角　高久		200

				個人 コジン		清水　幾代		100		個人 コジン		横田　文昭		100												個人		川瀬　めぐみ		200

				個人 コジン		清水　亨		100		個人 コジン		横田　裕昭		100												個人		川添　誠二		200

				個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		横山　彰裕		100												個人		川田　英人		200

				個人 コジン		清水　啓貴		100		個人 コジン		横山　竜介		100												個人		川田　文香		200

				個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		吉井　隆彦		100												個人		川端　伸悟		200

				個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		吉岡　隆		100												個人		川端　良樹		200

				個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		吉岡　拓治		100												個人		川畑　誠		200

				個人 コジン		清水　章		100		個人 コジン		吉岡　哲也		100												個人		川本　大志		200

				個人 コジン		清水　常春		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100												個人		川本　博之		200

				個人 コジン		清水　輝尚		100		個人 コジン		吉川　大貴		100												個人		河内　敬子		200

				個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		吉川　佳之		100												個人		河合　一将		200

				個人 コジン		清水　早苗		100		個人 コジン		吉川　光志		100												個人		河合　桂輔		200

				個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		吉川　靖邦		100												個人		河野　紀子		200

				個人 コジン		清水　秀章		100		個人 コジン		吉澤　満治		100												個人		河野　清隆		200

				個人 コジン		清水　浩司		100		個人 コジン		吉澤　康夫		100												個人		河野　末嗣		200

				個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		吉田　賢司		100												個人		河野　豊勝		200

				個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		吉田　淳之		100												個人		姜　春暉		200

				個人 コジン		清水　美香		100		個人 コジン		吉田　誠		100												個人		木下　唯彦		200

				個人 コジン		清水　康人		100		個人 コジン		吉田　武良		100												個人		木本　久子		200

				個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		吉田　哲也		100												個人		木村　久志		200

				個人 コジン		清水　芳		100		個人 コジン		吉田　俊一		100												個人		木村　公彦		200

				個人 コジン		清水口　真澄		100		個人 コジン		吉田　智		100												個人		木村　茂		200

				個人 コジン		許　蛍雪		100		個人 コジン		吉田　直子		100												個人		木村　祥雄		200

				個人 コジン		切明　貴宏		100		個人 コジン		吉田　典義		100												個人		木村　隆之		200

				個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		吉田　博樹		100												個人		木村　哲郎		200

				個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		吉田　早苗		100												個人		木村　芳弘		200

				個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100												個人		喜入　出恵		200

				個人 コジン		桐山　大輝		100		個人 コジン		吉田　好惠		100												個人		喜田　茂		200

				個人 コジン		桐山　文香		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100												個人		喜多　豐雄		200

				個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100												個人		菊池　一寛		200

				個人 コジン		久米　博之		100		個人 コジン		吉富　康幸		100												個人		菊池　雅量		200

				個人 コジン		久野　則光		100		個人 コジン		吉永　誠		100												個人		菊地　健太郎		200

				個人 コジン		久堀　勇人		100		個人 コジン		吉野　賢治		100												個人		菊地　志津江		200

				個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		吉野　次郎		100												個人		菊地　敏記		200

				個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		吉見　雄三		100												個人		菊地　信男		200

				個人 コジン		久保　忠司		100		個人 コジン		吉見　浩子		100												個人		菊地　信介		200

				個人 コジン		久保内　健一		100		個人 コジン		吉村　世子		100												個人		菊地　秀雄		200

				個人 コジン		久保田　厚美		100		個人 コジン		樂満　眞知子		100												個人		菊地　由和		200

				個人 コジン		久保田　博文		100		個人 コジン		李　雄志		100												個人		岸　智治		200

				個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100												個人		北井　宏忠		200

				個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		和田　幸三		100												個人		北川　富信		200

				個人 コジン		工藤　惠治		100		個人 コジン		和田　進		100												個人		北條　広希		200

				個人 コジン		工藤　孝弘		100		個人 コジン		和田　成美		100												個人		北出　昌弘		200

				個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		和田　晴美		100												個人		北村　和也		200

				個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		若尾　元康		100												個人		清　泰貴		200

				個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		若木　輝彦		100												個人		清原　教誉		200

				個人 コジン		葛　駿鋒		100		個人 コジン		若林　一之		100												個人		清水　貴志		200

				個人 コジン		葛西　健一郎		100		個人 コジン		若松　加代子		100												個人		清水　博匡		200

				個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		脇　政雄		100												個人		清水　浩司		200

				個人 コジン		楠　万季子		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100												個人		清水　康仁		200

				個人 コジン		口石　博司		100		個人 コジン		脇田　雅代		100												個人		清水　良一		200

				個人 コジン		口田　義人		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100												個人		久田　大樹		200

				個人 コジン		國谷　祐輔		100		個人 コジン		渡部　眞由美		100												個人		久永　美砂		200

				個人 コジン		窪田　次輝		100		個人 コジン		渡辺　一宏		100												個人		久野　清孝		200

				個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		渡邉　勝仁		100												個人		久元　祥禎		200

				個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		渡辺　賢		100												個人		久我　年企		200

				個人 コジン		熊代　敦		100		個人 コジン		渡邉　孔太		100												個人		草嶋　伸一		200

				個人 コジン		熊橋　佐登子		100		個人 コジン		渡辺　純子		100												個人		草別　智行		200

				個人 コジン		倉　夕子		100		個人 コジン		渡辺　聡		100												個人		葛谷　卓也		200

				個人 コジン		倉科　智		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100												個人		葛原　崇子		200

				個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		渡邉　保昌		100												個人		國司　陸		200

				個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		渡邉　優太朗		100												個人		國場　昭則		200

				個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		渡邊　亮		100												個人		窪田　英俊		200

				個人 コジン		倉本　美樹子		100		個人 コジン		渡邉　亮		100												個人		倉持　祐一		200

				個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100												個人		栗本　広輝		200

				個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		亘理　文夫		100												個人		栗本　康代		200

				個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		藁科　明子		100												個人		黒川　美由紀		200

				個人 コジン		栗田　隆志		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100												個人		黒木　清隆		200

				個人 コジン		栗林　千恵		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100												個人		黒澤　亮		200

				個人 コジン		栗原　淳		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100												個人		黒主　英晶		200

				個人 コジン		栗原　浩幸		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100												個人		黒須　幸一		200

				個人 コジン		来住野　文雄		100		法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100												個人		黒田　国治		200

				個人 コジン		黒岩　康		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100												個人		黒田　高広		200

				個人 コジン		黒木　進		100		法人 ホウジン		昭和梱包運輸株式会社		100												個人		黒田　利佳子		200

				個人 コジン		黒澤　克則		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100												個人		黒田　奉宏		200

				個人 コジン		黒田　晃		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100												個人		黒田　康史		200

				個人 コジン		黒田　鈴幸		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100												個人		黒田　和子		200

				個人 コジン		黒田　智生		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100												個人		桑原　一彦		200

				個人 コジン		黒田　祐志		100		法人 ホウジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100												個人		桑原　由美子		200

				個人 コジン		黒谷　憲一		100		機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		25												個人		桑原　和幸		200

				個人 コジン		黒籔　訓弘		100		個人 コジン		中西　勝美		25												個人		結城　亮太		200

				個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		千葉　祥子		21												個人		小池　千明		200

				個人 コジン		桑原　邦夫		100		個人 コジン		糸山　博		20												個人		小池　文明		200

				個人 コジン		桑原　弘樹		100		個人 コジン		田中　淳一		20												個人		小泉　和洋		200

				個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		植原　暢哉		18												個人		小尾　和人		200

				個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		大平　正規		12												個人		小貝　理敬		200

				個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		亀井　文夫		10												個人		小形　秀勝		200

				個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		川端　明		10												個人		小川　大貴		200

				個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		清水　敬三		10												個人		小川　邦夫		200

				個人 コジン		剱持　悠成		100		個人 コジン		小林　美都子		10												個人		小川　利果子		200

				個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		佐々木　昭		10												個人		小川　友康		200

				個人 コジン		小井土　利行		100		個人 コジン		澁谷　恵宜		10												個人		小清水　由喜子		200

				個人 コジン		小池　厚史		100		個人 コジン		竹下　智代		10												個人		小楠　宗一朗		200

				個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		山口　雅幸		10												個人		小口　涼		200

				個人 コジン		小池　善大		100		個人 コジン		金城　純一		9												個人		小坂　優月		200

				個人 コジン		小池　利映		100		個人 コジン		木村　光雄		8												個人		小澤　恵子		200

				個人 コジン		小池　智浩		100		個人 コジン		若松　義男		8												個人		小澤　剛典		200

				個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		原　泰之		7												個人		小澤　輝雄		200

				個人 コジン		小池　洋子		100		個人 コジン		伊藤　高広		5												個人		小澤　和也		200

				個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		川端　義光		5												個人		小澁　高清		200

				個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		住友　馨		5												個人		小島　純一		200

				個人 コジン		小石原　康夫		100		個人 コジン		田中　美幸		5												個人		小島　美保		200

				個人 コジン		小泉　弘明		100		個人 コジン		継岩　晴香		5												個人		小竹　伸一		200

				個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		濱田　正已		5												個人		小谷　桂子		200

				個人 コジン		小上　勝造		100		個人 コジン		宮本　学		5												個人		小谷野　研自		200

				個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		森岡　茂		4												個人		小沼　竜也		200

				個人 コジン		小笠原　尚		100		個人 コジン		加藤　真由美		3												個人		小幡　英生		200

				個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		佐瀬　保		3												個人		小林　大樹		200

				個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2												個人		小林　強志		200

				個人 コジン		小河　恭子		100		個人 コジン		犬飼　理		2												個人		小林　国広		200

				個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		牧　裕幸		2												個人		小林　剛		200

				個人 コジン		小熊　靜		100		個人 コジン		松中　剛		2												個人		小林　茂		200

				個人 コジン		小材　直由		100		個人 コジン		三村　晃平		2												個人		小林　司明		200

				個人 コジン		小澤　邦彦		100		個人 コジン		相馬　康人		1												個人		小林　鶴雄		200

				個人 コジン		小澤　光二		100		個人 コジン		石橋　隆司		1												個人		小林　友香理		200

				個人 コジン		小島　一樹		100		個人 コジン		岩見　達磨		1												個人		小林　政広		200

				個人 コジン		小島　憲和		100		個人 コジン		上野　智		1												個人		小林　雅		200

				個人 コジン		小島　和明		100		個人 コジン		大川　昌高		1												個人		小林　光子		200

				個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		大西　康嗣		1												個人		小林　稔		200

				個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		小田川　浩志		1												個人		小林　祐一		200

				個人 コジン		小田倉　千明		100		個人 コジン		茂木　大樹		1												個人		小俣　伸介		200

				個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		篠原　徹		1												個人		小松崎　敏昭		200

				個人 コジン		小竹　寛		100		個人 コジン		高澤　周示		1												個人		小宮　賢士		200

				個人 コジン		小出　幸宏		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1												個人		小椋　崇寛		200

				個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		仲川　清隆		1												個人		小椋　友加		200

				個人 コジン		小野　英美		100		個人 コジン		野村　崇		1												個人		小村　由樹子		200

				個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		信江　道弘		1												個人		小森　亮		200

				個人 コジン		小野　信雄		100		個人 コジン		細山　浩一		1												個人		小山　しのぶ		200

				個人 コジン		小野寺　涼		100		個人 コジン		松葉　吉行		1												個人		小山　尊久		200

				個人 コジン		小走　坦		100		個人 コジン		右高　克己		1												個人		小山　真弓		200

				個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		道上　義雄		1												個人		五味　哲夫		200

				個人 コジン		小林　あかね		100		個人 コジン		宮本　政毅		1												個人		五十嵐　勲		200

				個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		湯原　悠太		1												個人		五十嵐　圭偉		200

				個人 コジン		小林　英里子		100						12,979,900												個人		五十嵐　栄子		200

				個人 コジン		小林　久美子		100																		個人		五月女　聡浩		200

				個人 コジン		小林　佳代		100																		個人		呉屋　尚人		200

				個人 コジン		小林　敬司		100																		個人		後藤　毅		200

				個人 コジン		小林　しのぶ		100																		個人		合田　大樹		200

				個人 コジン		小林　修		100																		個人		合田　玉恵		200

				個人 コジン		小林　淳典		100																		個人		粉川　博明		200

				個人 コジン		小林　昭夫		100																		個人		米澤　祐介		200

				個人 コジン		小林　達也		100																		個人		米田　勝彦		200

				個人 コジン		小林　哲		100																		個人		米田　勇太		200

				個人 コジン		小林　奈々		100																		個人		米本　聡		200

				個人 コジン		小林　秀樹		100																		個人		近藤　功江		200

				個人 コジン		小林　兵寿		100																		個人		近藤　敏夫		200

				個人 コジン		小林　勉		100																		個人		近藤　正国		200

				個人 コジン		小林　美香		100																		個人		近藤　倫弥		200

				個人 コジン		小林　美子		100																		個人		紺野　慎一郎		200

				個人 コジン		小林　洋一		100																		個人		佐久間　照哉		200

				個人 コジン		小林　洋之		100																		個人		佐久間　康宏		200

				個人 コジン		小林　庸郎		100																		個人		佐多　信博		200

				個人 コジン		小原　賢一		100																		個人		佐知　チズル		200

				個人 コジン		小原　千恵子		100																		個人		佐知　義正		200

				個人 コジン		小堀　純生		100																		個人		佐伯　晃		200

				個人 コジン		小松　祐介		100																		個人		佐伯　遼		200

				個人 コジン		小森　惇史		100																		個人		佐藤　恵		200

				個人 コジン		小柳　敬右		100																		個人		佐藤　恵子		200

				個人 コジン		小柳　末雄		100																		個人		佐藤　克哉		200

				個人 コジン		小山　志穂		100																		個人		佐藤　勝		200

				個人 コジン		小山　純平		100																		個人		佐藤　貴央		200

				個人 コジン		五十嵐　淳		100																		個人		佐藤　功		200

				個人 コジン		五十嵐　利行		100																		個人		佐藤　孝		200

				個人 コジン		五十嵐　直人		100																		個人		佐藤　孝司		200

				個人 コジン		五十嵐　隼次		100																		個人		佐藤　耕太		200

				個人 コジン		五十嵐　正彦		100																		個人		佐藤　治光		200

				個人 コジン		五反田　肇		100																		個人		佐藤　昭		200

				個人 コジン		児島　伸一		100																		個人		佐藤　千枝子		200

				個人 コジン		吾藤　広夫		100																		個人		佐藤　奈月		200

				個人 コジン		後藤　大輔		100																		個人		佐藤　博宣		200

				個人 コジン		後藤　国博		100																		個人		佐藤　雅俊		200

				個人 コジン		後藤　順子		100																		個人		佐藤　実		200

				個人 コジン		後藤　哲也		100																		個人		佐藤　裕紀		200

				個人 コジン		後藤　俊英		100																		個人		佐々木　一史		200

				個人 コジン		後藤　長蔵		100																		個人		佐々木　寛		200

				個人 コジン		後藤　ひさ子		100																		個人		佐々木　祥子		200

				個人 コジン		後藤　満寿子		100																		個人		佐々木　みず葵		200

				個人 コジン		後藤　守男		100																		個人		佐々木　幹恵		200

				個人 コジン		後藤　康信		100																		個人		佐々木　勇		200

				個人 コジン		胡　瑞希		100																		個人		佐々木　亮		200

				個人 コジン		甲斐　雅幸		100																		個人		齋藤　敦子		200

				個人 コジン		合田　悟		100																		個人		齋藤　佳延		200

				個人 コジン		合田　保彦		100																		個人		齋藤　昭久		200

				個人 コジン		鴻原　秀次郎		100																		個人		齋藤　晶子		200

				個人 コジン		鴻原　茉子		100																		個人		齋藤　誠		200

				個人 コジン		穀野　研		100																		個人		斉藤　誠		200

				個人 コジン		越田　雅尚		100																		個人		齋藤　昌博		200

				個人 コジン		越智　謙次		100																		個人		齋藤　康秀		200

				個人 コジン		駒井　大輔		100																		個人		齋藤　陽介		200

				個人 コジン		駒形　敏幸		100																		個人		坂　裕和		200

				個人 コジン		米倉　宏昭		100																		個人		坂井　和久		200

				個人 コジン		米田　情一		100																		個人		坂井田　雅司		200

				個人 コジン		米田　昇市		100																		個人		坂口　淳		200

				個人 コジン		米田　和子		100																		個人		坂下　健二		200

				個人 コジン		近藤　維志		100																		個人		坂田　徹		200

				個人 コジン		近藤　恵二郎		100																		個人		坂田　洋一		200

				個人 コジン		近藤　基了		100																		個人		坂詰　俊雄		200

				個人 コジン		近藤　啓司		100																		個人		坂本　佳正		200

				個人 コジン		近藤　茂嘉		100																		個人		坂本　隆之		200

				個人 コジン		近藤　尚子		100																		個人		坂本　眞一		200

				個人 コジン		近藤　善一		100																		個人		坂本　保子		200

				個人 コジン		近藤　友也		100																		個人		坂本　芳三		200

				個人 コジン		近藤　秀明		100																		個人		堺　英二		200

				個人 コジン		近藤　正明		100																		個人		境　翔太		200

				個人 コジン		近藤　正国		100																		個人		榊原　保夫		200

				個人 コジン		佐川　健次		100																		個人		崎山　賢哉		200

				個人 コジン		佐川　雅之		100																		個人		作間　厚子		200

				個人 コジン		佐久間　潤		100																		個人		作山　隆弘		200

				個人 コジン		佐久間　弘典		100																		個人		櫻井　厚史		200

				個人 コジン		佐孝　修		100																		個人		櫻井　雅生		200

				個人 コジン		佐沢　賢治		100																		個人		櫻井　保男		200

				個人 コジン		佐竹　政子		100																		個人		笹川　邦宏		200

				個人 コジン		佐野　賀与		100																		個人		笹木　寛子		200

				個人 コジン		佐野　民三		100																		個人		笹本　隆弘		200

				個人 コジン		佐野　康子		100																		個人		里村　恒		200

				個人 コジン		佐伯　謙太郎		100																		個人		澤野　麻衣		200

				個人 コジン		佐原　克典		100																		個人		澤邉　樹里		200

				個人 コジン		佐藤　麻衣子		100																		個人		志村　陽子		200

				個人 コジン		佐藤　恵子		100																		個人		至極　英雄		200

				個人 コジン		佐藤　大輔		100																		個人		椎名　信夫		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		塩見　小百合		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		重松　剛史		200

				個人 コジン		佐藤　清恵		100																		個人		静谷　光枝		200

				個人 コジン		佐藤　亨		100																		個人		篠崎　敦		200

				個人 コジン		佐藤　教子		100																		個人		篠崎　正司		200

				個人 コジン		佐藤　憲司		100																		個人		篠沢　哲		200

				個人 コジン		佐藤　功		100																		個人		篠原　基一郎		200

				個人 コジン		佐藤　朱美		100																		個人		篠原　文緒		200

				個人 コジン		佐藤　修		100																		個人		柴田　紘行		200

				個人 コジン		佐藤　誠恒		100																		個人		柴田　修智		200

				個人 コジン		佐藤　善昭		100																		個人		柴田　典寿		200

				個人 コジン		佐藤　高廣		100																		個人		柴田　浩徳		200

				個人 コジン		佐藤　隆太		100																		個人		澁谷　勝次		200

				個人 コジン		佐藤　忠彦		100																		個人		嶋　恵理子		200

				個人 コジン		佐藤　勅子		100																		個人		嶋川　兼明		200

				個人 コジン		佐藤　哲郎		100																		個人		嶋崎　朱実		200

				個人 コジン		佐藤　文美		100																		個人		嶋崎　聖子		200

				個人 コジン		佐藤　正樹		100																		個人		島田　雅樹		200

				個人 コジン		佐藤　正幸		100																		個人		下　善臣		200

				個人 コジン		佐藤　正治		100																		個人		下田　孝		200

				個人 コジン		佐藤　雅俊		100																		個人		下村　隆男		200

				個人 コジン		佐藤　実		100																		個人		十河　誠		200

				個人 コジン		佐藤　美冬		100																		個人		庄司　圭佑		200

				個人 コジン		佐藤　元三		100																		個人		白井　康介		200

				個人 コジン		佐藤　裕輔		100																		個人		白井　悠真		200

				個人 コジン		佐藤　優希		100																		個人		白石　武		200

				個人 コジン		佐々井　亮介		100																		個人		白本　周		200

				個人 コジン		佐々木　順一		100																		個人		城ヶ瀧　勝		200

				個人 コジン		佐々木　駿		100																		個人		仁平　清明		200

				個人 コジン		佐々木　丈巖		100																		個人		進藤　蓮		200

				個人 コジン		佐々木　真		100																		個人		須藤　梓		200

				個人 コジン		齋藤　愛子		100																		個人		諏訪　喜美子		200

				個人 コジン		齋藤　有紀		100																		個人		末廣　暁		200

				個人 コジン		斉藤　糸美		100																		個人		菅原　健一		200

				個人 コジン		斎藤　大貴		100																		個人		菅原　仁志		200

				個人 コジン		齋藤　貴志		100																		個人		菅原　隆一		200

				個人 コジン		斉藤　修二		100																		個人		菅本　杏梨		200

				個人 コジン		齋藤　純子		100																		個人		杉　達知		200

				個人 コジン		齋藤　卓馬		100																		個人		杉浦　加奈		200

				個人 コジン		齋藤　照男		100																		個人		杉浦　啓介		200

				個人 コジン		齊藤　利光		100																		個人		杉田　高則		200

				個人 コジン		斉藤　敏夫		100																		個人		杉野　祐司		200

				個人 コジン		斉藤　浩一		100																		個人		杉本　伸彦		200

				個人 コジン		齋藤　真吾		100																		個人		杉森　達博		200

				個人 コジン		齋藤　正明		100																		個人		杉山　楓太郎		200

				個人 コジン		斉藤　政治		100																		個人		杉山　勝行		200

				個人 コジン		齋藤　雅男		100																		個人		杉山　裕一		200

				個人 コジン		斎藤　光弘		100																		個人		杉山　玲子		200

				個人 コジン		齋藤　勇一		100																		個人		鈴木　郁雄		200

				個人 コジン		斉藤　祐一		100																		個人		鈴木　恵子		200

				個人 コジン		齋藤　庸子		100																		個人		鈴木　英人		200

				個人 コジン		斎藤　義弘		100																		個人		鈴木　太朗		200

				個人 コジン		坂井　理佳		100																		個人		鈴木　学実		200

				個人 コジン		坂口　武幸		100																		個人		鈴木　勝男		200

				個人 コジン		坂口　範光		100																		個人		鈴木　久人		200

				個人 コジン		坂口　充宏		100																		個人		鈴木　修		200

				個人 コジン		坂田　英樹		100																		個人		鈴木　翔太		200

				個人 コジン		坂田　恭子		100																		個人		鈴木　慎時		200

				個人 コジン		坂田　健治		100																		個人		鈴木　誠		200

				個人 コジン		坂田　龍太		100																		個人		鈴木　達夫		200

				個人 コジン		坂出　宜隆		100																		個人		鈴木　輝昭		200

				個人 コジン		坂本　式弘		100																		個人		鈴木　智幸		200

				個人 コジン		坂本　尚樹		100																		個人		鈴木　典子		200

				個人 コジン		坂本　紳之介		100																		個人		鈴木　雅巳		200

				個人 コジン		坂本　武英		100																		個人		鈴木　裕司		200

				個人 コジン		坂本　知子		100																		個人		鈴木　良洋		200

				個人 コジン		坂本　哲男		100																		個人		鈴木　瑠美子		200

				個人 コジン		坂本　光信		100																		個人		砂田　伸恵		200

				個人 コジン		坂本　森男		100																		個人		住ノ江　潤		200

				個人 コジン		坂本　良一		100																		個人		角田　利男		200

				個人 コジン		坂道　通乃		100																		個人		瀬川　丈貴		200

				個人 コジン		坂寄　和弘		100																		個人		瀬川　ミワ		200

				個人 コジン		坂和　祐子		100																		個人		瀬津　拓		200

				個人 コジン		阪井　洋平		100																		個人		関　洋介		200

				個人 コジン		阪本　憲亮		100																		個人		關谷　慎一		200

				個人 コジン		阪本　透		100																		個人		關根　康宏		200

				個人 コジン		境野　義孝		100																		個人		関本　義之		200

				個人 コジン		先崎　辰明		100																		個人		関村　雅和		200

				個人 コジン		崎本　キヌヱ		100																		個人		設楽　城司		200

				個人 コジン		崎本　壮		100																		個人		千田　純平		200

				個人 コジン		崎本　真由美		100																		個人		千葉　貴英		200

				個人 コジン		崎山　勝		100																		個人		千葉　京治		200

				個人 コジン		櫻井　恵里奈		100																		個人		千葉　十郎		200

				個人 コジン		櫻井　大介		100																		個人		千葉　翔太		200

				個人 コジン		櫻井　君子		100																		個人		千葉　龍矢		200

				個人 コジン		櫻井　健晴		100																		個人		千葉　トミ		200

				個人 コジン		櫻井　勉		100																		個人		曽根　康雄		200

				個人 コジン		櫻井　康隆		100																		個人		曽原　美由希		200

				個人 コジン		酒井　加奈恵		100																		個人		曽雌　隆洋		200

				個人 コジン		酒井　圭子		100																		個人		宗　雅稀		200

				個人 コジン		酒井　俊宏		100																		個人		宗像　潤		200

				個人 コジン		酒井　広信		100																		個人		傍島　武司		200

				個人 コジン		迫田　千種		100																		個人		染谷　直人		200

				個人 コジン		定森　哲男		100																		個人		染谷　元貴		200

				個人 コジン		鮫島　秀幸		100																		個人		空田　健二		200

				個人 コジン		更家　徹		100																		個人		空田　重美		200

				個人 コジン		澤　有香里		100																		個人		田上　光司		200

				個人 コジン		澤井　幹人		100																		個人		田北　真由美		200

				個人 コジン		澤田　篤志		100																		個人		田口　龍之介		200

				個人 コジン		澤田　潤		100																		個人		田口　亮		200

				個人 コジン		澤田　旋一		100																		個人		田鹿　公一		200

				個人 コジン		澤田　武		100																		個人		田尻　治郎		200

				個人 コジン		澤田　昌良		100																		個人		田代　久榮		200

				個人 コジン		澤出　元秀		100																		個人		田中　郁美		200

				個人 コジン		志賀　隆啓		100																		個人		田中　久雄		200

				個人 コジン		志柿　賢太		100																		個人		田中　久美子		200

				個人 コジン		志田　太利夫		100																		個人		田中　憲治		200

				個人 コジン		志波　勝明		100																		個人		田中　孝		200

				個人 コジン		志水　正治		100																		個人		田中　詩子		200

				個人 コジン		志村　勉		100																		個人		田中　尚識		200

				個人 コジン		志村　和久		100																		個人		田中　伸太郎		200

				個人 コジン		四方　裕輝		100																		個人		田中　誠二郎		200

				個人 コジン		椎名　隆行		100																		個人		田中　徳昭		200

				個人 コジン		椎名　徹		100																		個人		田中　広二		200

				個人 コジン		椎名　康弘		100																		個人		田中　弘		200

				個人 コジン		塩飽　晴美		100																		個人		田中　浩		200

				個人 コジン		塩入　喜久男		100																		個人		田中　歩		200

				個人 コジン		塩崎　順也		100																		個人		田中　眞理子		200

				個人 コジン		塩田　博明		100																		個人		田中　康弘		200

				個人 コジン		塩谷　泰行		100																		個人		田中　佑季		200

				個人 コジン		塩谷　祐二		100																		個人		田中　洋美		200

				個人 コジン		塩出　有希		100																		個人		田中　陽祐		200

				個人 コジン		鹿川　尚暉		100																		個人		田中　由華		200

				個人 コジン		鹿島　真理		100																		個人		田中　好次		200

				個人 コジン		鹿取　剛		100																		個人		田中丸　沙織		200

				個人 コジン		軸屋　久恵		100																		個人		田仲　純		200

				個人 コジン		軸屋　省三		100																		個人		田沼　厚人		200

				個人 コジン		重田　良明		100																		個人		田畑　晴美		200

				個人 コジン		重野　恵子		100																		個人		田邊　高広		200

				個人 コジン		重藤　靖二		100																		個人		田邊　陽一		200

				個人 コジン		重本　光則		100																		個人		田丸　昭		200

				個人 コジン		七尾　英也		100																		個人		田村　圭史		200

				個人 コジン		篠崎　光一		100																		個人		田村　幸子		200

				個人 コジン		篠塚　昭八郎		100																		個人		田村　俊夫		200

				個人 コジン		篠原　香里		100																		個人		田村　和志		200

				個人 コジン		柴内　貴彦		100																		個人		多田　文彦		200

				個人 コジン		柴田　清則		100																		個人		多古　さとみ		200

				個人 コジン		柴田　清博		100																		個人		高　敬ニ		200

				個人 コジン		柴田　穣		100																		個人		高井　光男		200

				個人 コジン		柴田　知典		100																		個人		高尾　健太郎		200

				個人 コジン		柴田　直毅		100																		個人		高尾　典子		200

				個人 コジン		柴田　真妃		100																		個人		高岡　英生		200

				個人 コジン		柴田　万紀子		100																		個人		高階　康宏		200

				個人 コジン		柴田　裕史		100																		個人		高木　宣行		200

				個人 コジン		柴原　純		100																		個人		高木　俊光		200

				個人 コジン		島岡　忠弘		100																		個人		高島　佳子		200

				個人 コジン		島岡　宏明		100																		個人		高田　兼作		200

				個人 コジン		嶋貫　伸幸		100																		個人		高田　茂治		200

				個人 コジン		島田　英男		100																		個人		高野　一有記		200

				個人 コジン		島田　克敏		100																		個人		高野　峻也		200

				個人 コジン		嶌田　健治		100																		個人		高野　光央		200

				個人 コジン		嶋田　宣之		100																		個人		高橋　一夫		200

				個人 コジン		嶋田　哲平		100																		個人		高橋　雄三		200

				個人 コジン		嶋田　美惠子		100																		個人		高橋　克大		200

				個人 コジン		島田　和紀		100																		個人		高橋　賢也		200

				個人 コジン		島津　幸子		100																		個人		高橋　幸広		200

				個人 コジン		島津　敏信		100																		個人		高橋　晃		200

				個人 コジン		島村　幸子		100																		個人		高橋　寿文		200

				個人 コジン		下川　透真		100																		個人		高橋　翔		200

				個人 コジン		下木　和敏		100																		個人		高橋　宗宏		200

				個人 コジン		下島　信男		100																		個人		高橋　鉄雄		200

				個人 コジン		下田　益		100																		個人		高橋　はな子		200

				個人 コジン		下田　美帆		100																		個人		高橋　星四		200

				個人 コジン		下牧　伸子		100																		個人		高橋　真一		200

				個人 コジン		下村　幸司		100																		個人		高橋　光寛		200

				個人 コジン		下山　裕樹		100																		個人		高橋　六郎		200

				個人 コジン		謝　作勇		100																		個人		高見　了司		200

				個人 コジン		徐　承賢		100																		個人		宝蔵寺　二重		200

				個人 コジン		徐　智源		100																		個人		瀧本　誠二		200

				個人 コジン		庄田　孝夫		100																		個人		竹井　直樹		200

				個人 コジン		白井　勝幸		100																		個人		竹内　健太		200

				個人 コジン		白井　誠		100																		個人		竹内　将訓		200

				個人 コジン		白井　宏和		100																		個人		竹内　忠範		200

				個人 コジン		白江　阿華理		100																		個人		竹内　昌平		200

				個人 コジン		白髪　貞義		100																		個人		竹内　和代		200

				個人 コジン		白木　成和		100																		個人		竹谷　孝之		200

				個人 コジン		白崎　正子		100																		個人		竹林　道夫		200

				個人 コジン		白崎　勇也		100																		個人		竹本　哲男		200

				個人 コジン		城宝　治也		100																		個人		竹村　友孝		200

				個人 コジン		城谷　龍弥		100																		個人		武井　智彦		200

				個人 コジン		城福　宏吉		100																		個人		武井　由貴子		200

				個人 コジン		甚田　行雄		100																		個人		武内　見暁		200

				個人 コジン		進　浩樹		100																		個人		武門　道子		200

				個人 コジン		須江　宏有		100																		個人		武田　有起		200

				個人 コジン		須賀　雅子		100																		個人		武谷　誠太郎		200

				個人 コジン		須賀　裕二		100																		個人		立田　宏彰		200

				個人 コジン		須賀　遥奈		100																		個人		立松　亨倫		200

				個人 コジン		須藤　恵司		100																		個人		橘　智子		200

				個人 コジン		須藤　清子		100																		個人		達　信彦		200

				個人 コジン		須藤　飛生		100																		個人		蓼沼　唯好		200

				個人 コジン		諏訪　幸		100																		個人		谷口　英子		200

				個人 コジン		鄒　紅岩		100																		個人		谷口　洸太		200

				個人 コジン		末継　忠		100																		個人		谷口　宏行		200

				個人 コジン		末長　延子		100																		個人		谷口　容子		200

				個人 コジン		末満　昌昭		100																		個人		谷山　輝		200

				個人 コジン		末吉　賢伍		100																		個人		玉井　康教		200

				個人 コジン		菅田　文夫		100																		個人		玉置　真也		200

				個人 コジン		菅谷　英治		100																		個人		玉木　将也		200

				個人 コジン		菅野　幸夫		100																		個人		玉城　善仁		200

				個人 コジン		菅野　博基		100																		個人		俵口　博之		200

				個人 コジン		菅原　敏明		100																		個人		丹治　英樹		200

				個人 コジン		菅原　陽子		100																		個人		丹羽　崇		200

				個人 コジン		杉井　臣志		100																		個人		丹羽　豊		200

				個人 コジン		杉浦　太		100																		個人		反町　達夫		200

				個人 コジン		杉浦　尚美		100																		個人		津村　武史		200

				個人 コジン		杉浦　正光		100																		個人		柘植　英明		200

				個人 コジン		杉浦　陽一		100																		個人		柘植　美由起		200

				個人 コジン		杉田　隆		100																		個人		月岡　誠彦		200

				個人 コジン		杉田　正明		100																		個人		月田　裕樹		200

				個人 コジン		杉原　天哉		100																		個人		辻　正純		200

				個人 コジン		杉原　直人		100																		個人		辻本　美穂		200

				個人 コジン		杉原　宏忠		100																		個人		辻見　亜由		200

				個人 コジン		杉本　年昭		100																		個人		土井　幸治		200

				個人 コジン		杉本　直哉		100																		個人		土居　永二		200

				個人 コジン		杉本　初代		100																		個人		土居　正幸		200

				個人 コジン		杉村　清		100																		個人		土岐　学司		200

				個人 コジン		杉山　篤		100																		個人		土橋　一彦		200

				個人 コジン		杉山　有司		100																		個人		土肥　健一郎		200

				個人 コジン		杉山　慶子		100																		個人		筒井　年栄		200

				個人 コジン		杉山　茂		100																		個人		堤　寛人		200

				個人 コジン		杉山　和枝		100																		個人		堤　冬樹		200

				個人 コジン		杉山　和孝		100																		個人		鶴田　和也		200

				個人 コジン		鈴井　伸夫		100																		個人		手塚　拓也		200

				個人 コジン		鈴木　いさみ		100																		個人		出口　広美		200

				個人 コジン		鈴木　郁雄		100																		個人		出野　里歩		200

				個人 コジン		鈴木　惠美		100																		個人		出村　勇樹		200

				個人 コジン		鈴木　大輔		100																		個人		寺井　和美		200

				個人 コジン		鈴木　克巳		100																		個人		寺岡　竜太郎		200

				個人 コジン		鈴木　キヨ子		100																		個人		寺田　龍平		200

				個人 コジン		鈴木　記代子		100																		個人		寺田　由美子		200

				個人 コジン		鈴木　基之		100																		個人		照沼　卓也		200

				個人 コジン		鈴木　君男		100																		個人		戸川　潤一		200

				個人 コジン		鈴木　清夫		100																		個人		戸川　千鶴		200

				個人 コジン		鈴木　久之		100																		個人		戸澤　信人		200

				個人 コジン		鈴木　孝幸		100																		個人		戸城　秀樹		200

				個人 コジン		鈴木　晃		100																		個人		戸部　幸子		200

				個人 コジン		鈴木　重良		100																		個人		都築　洋介		200

				個人 コジン		鈴木　誠司		100																		個人		都留　隆城		200

				個人 コジン		鈴木　千鶴子		100																		個人		登坂　裕樹		200

				個人 コジン		鈴木　荘平		100																		個人		等々力　文夫		200

				個人 コジン		鈴木　隆嗣		100																		個人		徳田　愛理		200

				個人 コジン		鈴木　武		100																		個人		徳田　佳久		200

				個人 コジン		鈴木　利奈		100																		個人		徳良　大輔		200

				個人 コジン		鈴木　敏且		100																		個人		所　洋子		200

				個人 コジン		鈴木　敏彦		100																		個人		富田　哲央		200

				個人 コジン		鈴木　奈津美		100																		個人		富永　知子		200

				個人 コジン		鈴木　能晴		100																		個人		富永　直樹		200

				個人 コジン		鈴木　宏和		100																		個人		友清　昌生		200

				個人 コジン		鈴木　まさ子		100																		個人		豊長　秀隆		200

				個人 コジン		鈴木　正美		100																		個人		鳥居　光子		200

				個人 コジン		鈴木　政夫		100																		個人		鳥海　武夫		200

				個人 コジン		鈴木　康司		100																		個人		名倉　均		200

				個人 コジン		鈴木　康真		100																		個人		那須　文江		200

				個人 コジン		鈴木　勇二		100																		個人		苗村　美紀		200

				個人 コジン		鈴木　誉子		100																		個人		中尾　直樹		200

				個人 コジン		鈴木　洋介		100																		個人		中尾　倫子		200

				個人 コジン		鈴木　由美		100																		個人		中岡　健二		200

				個人 コジン		鈴木　由美子		100																		個人		中川　紀子		200

				個人 コジン		鈴木　良介		100																		個人		中川　幸規		200

				個人 コジン		鈴木　義男		100																		個人		中川　龍太郎		200

				個人 コジン		鈴木　義行		100																		個人		中川　泰充		200

				個人 コジン		鈴木　和夫		100																		個人		中里　元		200

				個人 コジン		住田　雄祐		100																		個人		中澤　航介		200

				個人 コジン		住田　洋子		100																		個人		中島　篤人		200

				個人 コジン		住友　晋一		100																		個人		中島　一博		200

				個人 コジン		住友　雅代		100																		個人		中島　恵子		200

				個人 コジン		角谷　勝		100																		個人		中嶋　大輔		200

				個人 コジン		角谷　尚子		100																		個人		中嶋　紀子		200

				個人 コジン		角野　章之		100																		個人		中島　健司		200

				個人 コジン		世良　寛子		100																		個人		中園　妙香		200

				個人 コジン		世良　耕一		100																		個人		中田　元三		200

				個人 コジン		瀬尾　公彦		100																		個人		中谷　紀夫		200

				個人 コジン		瀬川　正昭		100																		個人		中谷　公彦		200

				個人 コジン		瀬戸　貴英		100																		個人		中谷　吉宏		200

				個人 コジン		瀬戸　ひかる		100																		個人		中地　衛		200

				個人 コジン		関　和範		100																		個人		中津川　晴通		200

				個人 コジン		関口　明		100																		個人		中所　和彦		200

				個人 コジン		関口　一郎		100																		個人		中西　晴子		200

				個人 コジン		関口　通男		100																		個人		中野　千佳		200

				個人 コジン		関根　貴広		100																		個人		中野　豊		200

				個人 コジン		関根　達也		100																		個人		中東　忍		200

				個人 コジン		関藤　稔弘		100																		個人		中平　充		200

				個人 コジン		芹澤　賢司		100																		個人		中丸　豪		200

				個人 コジン		千代岡　邦美		100																		個人		中村　愛弓		200

				個人 コジン		千田　英樹		100																		個人		中村　一敬		200

				個人 コジン		千葉　哲二		100																		個人		中村　佳代		200

				個人 コジン		千葉　正美		100																		個人		中村　幸子		200

				個人 コジン		千葉　亘		100																		個人		中村　幸平		200

				個人 コジン		千藤　晃弘		100																		個人		中村　栄一		200

				個人 コジン		仙波　剛芳		100																		個人		中村　淳		200

				個人 コジン		曽根　君子		100																		個人		中村　将俊		200

				個人 コジン		曽宮　秀和		100																		個人		中村　隆之		200

				個人 コジン		曽山　加代		100																		個人		中村　浩		200

				個人 コジン		惣部　勝美		100																		個人		中村　文彦		200

				個人 コジン		添川　泰大		100																		個人		中村　真由美		200

				個人 コジン		添木　稔		100																		個人		中村　雅彦		200

				個人 コジン		添田　安彦		100																		個人		中村　凌		200

				個人 コジン		袖澤　純		100																		個人		中村　和喜		200

				個人 コジン		袖山　丈也		100																		個人		中山　紀美江		200

				個人 コジン		外池　貴志		100																		個人		中山　久代		200

				個人 コジン		園山　万里		100																		個人		中山　真一		200

				個人 コジン		染谷　佳参		100																		個人		中山　康幸		200

				個人 コジン		染谷　秀樹		100																		個人		永井　学		200

				個人 コジン		田枝　覚子		100																		個人		永川　善久		200

				個人 コジン		田川　稜		100																		個人		永島　政次		200

				個人 コジン		田口　民子		100																		個人		永瀬　正喜		200

				個人 コジン		田結庄　暁子		100																		個人		永田　未羽		200

				個人 コジン		田結庄　溥之		100																		個人		永長　裕治		200

				個人 コジン		田島　達		100																		個人		永安　清太郎		200

				個人 コジン		田島　のり子		100																		個人		永山　榮一		200

				個人 コジン		田島　典泰		100																		個人		仲田　米太		200

				個人 コジン		田島　正彦		100																		個人		仲村渠　健		200

				個人 コジン		田島　裕士		100																		個人		長井　悠佑		200

				個人 コジン		田尻　和敏		100																		個人		長岡　廣子		200

				個人 コジン		田代　清		100																		個人		長坂　香緒留		200

				個人 コジン		田代　直秀		100																		個人		長島　博務		200

				個人 コジン		田代　雅門		100																		個人		長谷川　敦子		200

				個人 コジン		田立　知路		100																		個人		長谷川　琴葉		200

				個人 コジン		田谷　文子		100																		個人		長谷川　重治郎		200

				個人 コジン		田中　葵偉		100																		個人		長谷川　尚美		200

				個人 コジン		田中　一成		100																		個人		長谷川　雅章		200

				個人 コジン		田中　一典		100																		個人		長谷川　美沙緒		200

				個人 コジン		田中　加奈		100																		個人		長沼　真		200

				個人 コジン		田中　勝政		100																		個人		長沼　和行		200

				個人 コジン		田中　樹希		100																		個人		長橋　郁子		200

				個人 コジン		田中　久雄		100																		個人		長命　勇士		200

				個人 コジン		田中　久治		100																		個人		成清　心悠		200

				個人 コジン		田中　啓一		100																		個人		成田　翔太		200

				個人 コジン		田中　公太		100																		個人		成冨　寛子		200

				個人 コジン		田中　孝司		100																		個人		鳴瀬　斉		200

				個人 コジン		田中　菜乃春		100																		個人		難波　拓也		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		難波　宏晃		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		二丹田　裕美		200

				個人 コジン		田中　修司		100																		個人		二野宮　亮		200

				個人 コジン		田中　順子		100																		個人		西　真人		200

				個人 コジン		田中　章一		100																		個人		西明　剛		200

				個人 コジン		田中　章夫		100																		個人		西井　康裕		200

				個人 コジン		田中　武司		100																		個人		西尾　隆久		200

				個人 コジン		田中　博		100																		個人		西尾　正行		200

				個人 コジン		田中　早乙女		100																		個人		西川　邦夫		200

				個人 コジン		田中　秀夫		100																		個人		西窪　隆仁		200

				個人 コジン		田中　雅恵		100																		個人		西田　和子		200

				個人 コジン		田中　瑞穂		100																		個人		西野　僚太		200

				個人 コジン		田中　やす子		100																		個人		西原　正武		200

				個人 コジン		田中　由香		100																		個人		西槙　康博		200

				個人 コジン		田中　礼子		100																		個人		西村　國男		200

				個人 コジン		田野　尚彦		100																		個人		西村　照美		200

				個人 コジン		田端　睦毅		100																		個人		西森　有紀		200

				個人 コジン		田畑　裕康		100																		個人		錦織　拓也		200

				個人 コジン		田伐　智		100																		個人		廿千　邦正		200

				個人 コジン		田原　紀美子		100																		個人		沼田　綾子		200

				個人 コジン		田原　豊治		100																		個人		根木　正次		200

				個人 コジン		田部　順		100																		個人		根本　達也		200

				個人 コジン		田渕　耕太		100																		個人		野口　宗迪		200

				個人 コジン		田辺　基益		100																		個人		野崎　翔平		200

				個人 コジン		田邉　規幸		100																		個人		野澤　大輔		200

				個人 コジン		田村　一平		100																		個人		野澤　孝征		200

				個人 コジン		田村　英雄		100																		個人		野澤　聡矩		200

				個人 コジン		田村　俊介		100																		個人		野島　邦治		200

				個人 コジン		田村　直樹		100																		個人		野田　敦史		200

				個人 コジン		田村　義弘		100																		個人		野田　拓海		200

				個人 コジン		田村　和重		100																		個人		野本　梨沙子		200

				個人 コジン		多賀　善治		100																		個人		野路　伸一		200

				個人 コジン		多田　建二		100																		個人		野村　昌志		200

				個人 コジン		高井良　義茂		100																		個人		納庄　弘一		200

				個人 コジン		高尾　勝治		100																		個人		納本　博好		200

				個人 コジン		高岡　幸一		100																		個人		羽野　修平		200

				個人 コジン		高岡　しおり		100																		個人		馬田　昭		200

				個人 コジン		高階　一郎		100																		個人		袴田　竜太		200

				個人 コジン		高風　和代		100																		個人		萩原　秀晴		200

				個人 コジン		高木　勝成		100																		個人		橋口　隼人		200

				個人 コジン		高木　奏絵		100																		個人		橋本　竜		200

				個人 コジン		高木　眞人		100																		個人		橋本　朋子		200

				個人 コジン		高儀　規夫		100																		個人		橋本　政幸		200

				個人 コジン		高倉　宏		100																		個人		橋本　優美子		200

				個人 コジン		高坂　伸也		100																		個人		蓮井　統		200

				個人 コジン		高崎　邦香		100																		個人		畑　利男		200

				個人 コジン		高崎　守		100																		個人		畑　信幸		200

				個人 コジン		高島　考司		100																		個人		畑山　秀樹		200

				個人 コジン		高島　慎太郎		100																		個人		初沢　久美子		200

				個人 コジン		高島　稚子		100																		個人		初谷　優		200

				個人 コジン		高嶋　和成		100																		個人		花城　真嗣		200

				個人 コジン		高城　尚久		100																		個人		浜口　亮太		200

				個人 コジン		高瀬　久美子		100																		個人		濱田　貴大		200

				個人 コジン		高瀬　昭夫		100																		個人		浜田　慶祐		200

				個人 コジン		高瀨　亮		100																		個人		浜田　修		200

				個人 コジン		高関　博志		100																		個人		浜田　二美香		200

				個人 コジン		高田　佳正		100																		個人		濱田　和宏		200

				個人 コジン		高田　晋司		100																		個人		濱本　剛史		200

				個人 コジン		高田　晴貴		100																		個人		早川　恭生		200

				個人 コジン		高田　光一		100																		個人		早野　勉		200

				個人 コジン		高田　裕之		100																		個人		林　淳輔		200

				個人 コジン		高取　望		100																		個人		林　法男		200

				個人 コジン		高梨　艶玉		100																		個人		林　和輝		200

				個人 コジン		高野　淳一		100																		個人		原　重久		200

				個人 コジン		高野　章		100																		個人		原　智康		200

				個人 コジン		高野　辰二		100																		個人		原　典子		200

				個人 コジン		高野　万利子		100																		個人		原　由紀枝		200

				個人 コジン		高野　和代		100																		個人		原島　良平		200

				個人 コジン		高羽　千秋		100																		個人		原田　滉士		200

				個人 コジン		高橋　一幸		100																		個人		原田　康平		200

				個人 コジン		高橋　瑛士		100																		個人		榛葉　邦和		200

				個人 コジン		高橋　勝美		100																		個人		春野　友哉		200

				個人 コジン		高橋　君子		100																		個人		春日　光広		200

				個人 コジン		高橋　幸子		100																		個人		春見　誠		200

				個人 コジン		高橋　里枝		100																		個人		日暮　滉将		200

				個人 コジン		高橋　翔馬		100																		個人		枇榔　秀実		200

				個人 コジン		高橋　千珠		100																		個人		樋口　秀成		200

				個人 コジン		高橋　崇一		100																		個人		東　亜由美		200

				個人 コジン		高橋　直樹		100																		個人		東　賢一		200

				個人 コジン		高橋　典良		100																		個人		東　すみえ		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		東　優佳		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		東海林　康平		200

				個人 コジン		高橋　秀幸		100																		個人		東谷　堅		200

				個人 コジン		高橋　広篤		100																		個人		平井　すみ子		200

				個人 コジン		高橋　弘		100																		個人		平尾　長男		200

				個人 コジン		高橋　正明		100																		個人		平尾　行正		200

				個人 コジン		高橋　正雄		100																		個人		平川　知子		200

				個人 コジン		高橋　裕		100																		個人		平木　陽		200

				個人 コジン		高橋　洋		100																		個人		平野　健三		200

				個人 コジン		高林　嘉男		100																		個人		平野　誠		200

				個人 コジン		高見　知子		100																		個人		平野　崇		200

				個人 コジン		高宮　慎介		100																		個人		平野　雅樹		200

				個人 コジン		高村　恵子		100																		個人		平松　和代		200

				個人 コジン		高守　るみ子		100																		個人		平山　誠		200

				個人 コジン		高安　律子		100																		個人		広井　さえ子		200

				個人 コジン		寶道　勝		100																		個人		廣瀬　仁美		200

				個人 コジン		宝道　千枝子		100																		個人		廣瀬　光成		200

				個人 コジン		滝沢　敏夫		100																		個人		部谷　和也		200

				個人 コジン		竹内　栄治		100																		個人		深井　孝治		200

				個人 コジン		竹内　誠治		100																		個人		服部　愛		200

				個人 コジン		竹内　丈志		100																		個人		服部　篤史		200

				個人 コジン		竹内　光男		100																		個人		服部　治光		200

				個人 コジン		竹内　芳信		100																		個人		服部　慎一		200

				個人 コジン		竹岡　美恵		100																		個人		服部　智帆		200

				個人 コジン		竹之内　達生		100																		個人		服部　美穂		200

				個人 コジン		竹田　寛治		100																		個人		福井　敦也		200

				個人 コジン		竹田　泰昭		100																		個人		福田　健悟		200

				個人 コジン		竹谷　直樹		100																		個人		福田　悟		200

				個人 コジン		竹中　章浩		100																		個人		福田　由美枝		200

				個人 コジン		竹中　美希		100																		個人		福長　萬紀子		200

				個人 コジン		竹ノ内　和樹		100																		個人		福本　哲也		200

				個人 コジン		竹野　幸雄		100																		個人		福間　大祐		200

				個人 コジン		竹村　昌司		100																		個人		藤井　翔		200

				個人 コジン		竹森　知		100																		個人		藤井　昇		200

				個人 コジン		武井　賢一		100																		個人		藤岡　幹明		200

				個人 コジン		武内　由美子		100																		個人		藤崎　武		200

				個人 コジン		武川　和美		100																		個人		藤澤　正弘		200

				個人 コジン		武重　雄介		100																		個人		藤代　峻輔		200

				個人 コジン		武田　春美		100																		個人		藤田　啓		200

				個人 コジン		武田　冬彦		100																		個人		藤田　護		200

				個人 コジン		武田　祐子		100																		個人		藤田　知倫		200

				個人 コジン		武藤　史行		100																		個人		藤田　智子		200

				個人 コジン		但馬　聡		100																		個人		藤田　雅弘		200

				個人 コジン		忠垣　信次郎		100																		個人		藤田　八十仁		200

				個人 コジン		立石　禮子		100																		個人		藤田　泰		200

				個人 コジン		立川　裕子		100																		個人		藤田　康弘		200

				個人 コジン		立花　登		100																		個人		藤田　和弘		200

				個人 コジン		立松　亨倫		100																		個人		藤野　義弘		200

				個人 コジン		立森　真		100																		個人		藤原　佳恵子		200

				個人 コジン		橘　光博		100																		個人		藤原　獎太		200

				個人 コジン		辰　哲也		100																		個人		藤原　眞由美		200

				個人 コジン		巽　英司		100																		個人		藤原　正也		200

				個人 コジン		谷川　英二		100																		個人		藤原　稔		200

				個人 コジン		谷川　悦子		100																		個人		藤本　勝也		200

				個人 コジン		谷口　雄介		100																		個人		藤本　龍		200

				個人 コジン		谷口　貴洋		100																		個人		藤間　弘晃		200

				個人 コジン		谷口　博昭		100																		個人		藤巻　徹		200

				個人 コジン		谷田部　大海		100																		個人		舩川　優		200

				個人 コジン		谷藤　政明		100																		個人		舩戸　翔平		200

				個人 コジン		谷本　達哉		100																		個人		古賀　丈士		200

				個人 コジン		谷山　風花		100																		個人		古賀　丈富		200

				個人 コジン		谷山　輝		100																		個人		古賀　信吾		200

				個人 コジン		谷山　歩		100																		個人		古川　茂		200

				個人 コジン		谷好　弘章		100																		個人		古川　和広		200

				個人 コジン		種岡　誠司		100																		個人		古田　昌也		200

				個人 コジン		玉井　道裕		100																		個人		古橋　達也		200

				個人 コジン		玉川　朋成		100																		個人		古橋　信一		200

				個人 コジン		玉木　有一		100																		個人		古畑　敦司		200

				個人 コジン		玉木　達郎		100																		個人		古森　政作		200

				個人 コジン		玉澤　禎顕		100																		個人		別府　翔太朗		200

				個人 コジン		為我井　章		100																		個人		紅林　知子		200

				個人 コジン		丹羽　広平		100																		個人		星　健太		200

				個人 コジン		地曳　多三郎		100																		個人		細田　恭子		200

				個人 コジン		知久　美緒		100																		個人		細田　義裕		200

				個人 コジン		知野見　恵美		100																		個人		細見　智		200

				個人 コジン		茶木　和久		100																		個人		堀　利吏		200

				個人 コジン		津川　雅彦		100																		個人		堀池　弘樹		200

				個人 コジン		津嶋　茂樹		100																		個人		堀口　浩美		200

				個人 コジン		津田　智規		100																		個人		本末　光		200

				個人 コジン		津野　琢哉		100																		個人		本杉　正則		200

				個人 コジン		津村　克彦		100																		個人		本瀬　有司		200

				個人 コジン		津々木　ひとみ		100																		個人		本田　淳		200

				個人 コジン		塚田　擴		100																		個人		本多　笑子		200

				個人 コジン		塚田　万友美		100																		個人		本橋　晋		200

				個人 コジン		塚野　旬		100																		個人		真柄　明斗		200

				個人 コジン		塚本　進		100																		個人		眞子　行敬		200

				個人 コジン		辻　忠亮		100																		個人		真鍋　とめ子		200

				個人 コジン		辻　直樹		100																		個人		摩嶋　竜生		200

				個人 コジン		辻　美稚子		100																		個人		前川　浩一		200

				個人 コジン		辻　勇樹		100																		個人		前嶌　雅三		200

				個人 コジン		辻本　英樹		100																		個人		前田　薫		200

				個人 コジン		辻村　茂男		100																		個人		前田　隆則		200

				個人 コジン		辻元　美穂		100																		個人		前田　雅史		200

				個人 コジン		土井　聡史		100																		個人		前田　光之		200

				個人 コジン		土澤　康之		100																		個人		前野　貴弘		200

				個人 コジン		土志田　千秋		100																		個人		牧野　恵子		200

				個人 コジン		土田　美代子		100																		個人		牧野　基		200

				個人 コジン		土谷　康宏		100																		個人		牧野　将太		200

				個人 コジン		土屋　君子		100																		個人		幕内　聡		200

				個人 コジン		土屋　憲治		100																		個人		舛田　亜紀子		200

				個人 コジン		土屋　孝		100																		個人		升田　敦子		200

				個人 コジン		土屋　志郎		100																		個人		増子　耕太郎		200

				個人 コジン		土屋　翔		100																		個人		増田　真也		200

				個人 コジン		土屋　泰臣		100																		個人		増竹　徹		200

				個人 コジン		常川　猛		100																		個人		町田　幸織		200

				個人 コジン		椿　眞由美		100																		個人		町田　正光		200

				個人 コジン		椿井　信仁		100																		個人		松井　憲司		200

				個人 コジン		坪田　彰三		100																		個人		松井　幸子		200

				個人 コジン		艶島　悠介		100																		個人		松上　潤子		200

				個人 コジン		釣井　裕紀		100																		個人		松浦　大樹		200

				個人 コジン		鶴木　雄太		100																		個人		松浦　靖		200

				個人 コジン		鶴子　正明		100																		個人		松尾　明美		200

				個人 コジン		鶴田　博昭		100																		個人		松岡　太一		200

				個人 コジン		鶴谷　秀俊		100																		個人		松岡　千裕		200

				個人 コジン		鶴巻　辰紘		100																		個人		松沢　佑太		200

				個人 コジン		手錢　孝介		100																		個人		松下　明美		200

				個人 コジン		手束　嘉孝		100																		個人		松田　昊大		200

				個人 コジン		手塚　正明		100																		個人		松田　敏弘		200

				個人 コジン		寺井　敏雄		100																		個人		松戸　和規		200

				個人 コジン		寺内　麻実子		100																		個人		松永　瞬		200

				個人 コジン		寺内　実		100																		個人		松永　春夫		200

				個人 コジン		寺尾　シヅ子		100																		個人		松野　貴教		200

				個人 コジン		寺尾　浩一		100																		個人		松野　茂		200

				個人 コジン		寺尾　美有紀		100																		個人		松野　雅人		200

				個人 コジン		寺崎　信義		100																		個人		松林　辰祐		200

				個人 コジン		寺嶌　美佐保		100																		個人		松原　忠興		200

				個人 コジン		寺田　尚平		100																		個人		松本　強		200

				個人 コジン		寺田　侑介		100																		個人		松本　幸也		200

				個人 コジン		寺本　洋		100																		個人		松本　哲周		200

				個人 コジン		戸嶋　美千子		100																		個人		松本　哲也		200

				個人 コジン		戸谷　健治		100																		個人		松本　良浩		200

				個人 コジン		戸谷　富夫		100																		個人		松山　たづ子		200

				個人 コジン		戸部　幸子		100																		個人		丸山　暁子		200

				個人 コジン		刀祢　定一		100																		個人		丸山　香純		200

				個人 コジン		唐木　昭広		100																		個人		丸山　孝一		200

				個人 コジン		唐沢　宇傑		100																		個人		丸山　典晃		200

				個人 コジン		通阪　純也		100																		個人		圓酒　元希		200

				個人 コジン		鴇田　かつ子		100																		個人		萬部　寛子		200

				個人 コジン		徳網　恵美子		100																		個人		三上　一		200

				個人 コジン		徳井　魅菜		100																		個人		三浦　啓一		200

				個人 コジン		徳永　剛太		100																		個人		三浦　秀平		200

				個人 コジン		徳光　一夫		100																		個人		三浦　洋二		200

				個人 コジン		殿勝　加奈子		100																		個人		三木　康弘		200

				個人 コジン		飛田　翔		100																		個人		三國　克紘		200

				個人 コジン		富尾　秋洋		100																		個人		三國　公稔		200

				個人 コジン		冨岡　敦		100																		個人		三柴　重夫		200

				個人 コジン		冨岡　要		100																		個人		三島　宣明		200

				個人 コジン		富岡　百合子		100																		個人		三嶋　ふき子		200

				個人 コジン		富倉　康雄		100																		個人		三宅　謙一郎		200

				個人 コジン		富田　勲		100																		個人		三ツ矢　憲史		200

				個人 コジン		冨田　将典		100																		個人		三橋　敬一		200

				個人 コジン		富田　忠		100																		個人		三好　啓友		200

				個人 コジン		冨田　美鈴		100																		個人		三好　浩子		200

				個人 コジン		富田　和枝		100																		個人		水上　正男		200

				個人 コジン		冨永　直彦		100																		個人		水谷　友繁		200

				個人 コジン		冨永　秀郎		100																		個人		水谷　真奈美		200

				個人 コジン		富元　雄大		100																		個人		水野　廣秋		200

				個人 コジン		富山　貴美		100																		個人		水本　恭子		200

				個人 コジン		冨山　亮太		100																		個人		水村　由利江		200

				個人 コジン		友澤　慎也		100																		個人		溝口　貴亮		200

				個人 コジン		豊嶋　史哲		100																		個人		溝口　志樹		200

				個人 コジン		豊島　隆		100																		個人		溝辺　馨		200

				個人 コジン		豊嶋　元		100																		個人		道祖土　幸裕		200

				個人 コジン		豊田　治男		100																		個人		南　誠志		200

				個人 コジン		豊田　敏志		100																		個人		南出　紘孝		200

				個人 コジン		豊田　富美代		100																		個人		南平　勇武		200

				個人 コジン		豊原　誉志恵		100																		個人		峯山　瑞生		200

				個人 コジン		虎尾　榮一		100																		個人		宮之前　和也		200

				個人 コジン		鳥井　雅之		100																		個人		宮坂　一男		200

				個人 コジン		鳥居　正幸		100																		個人		宮崎　壮矢		200

				個人 コジン		鳥家　正美		100																		個人		宮崎　優子		200

				個人 コジン		鳥越　厚子		100																		個人		宮里　翔子		200

				個人 コジン		那須　慎一		100																		個人		宮沢　慈大		200

				個人 コジン		奈良　泰之		100																		個人		宮下　凱成		200

				個人 コジン		中　宗一郎		100																		個人		宮田　茂雄		200

				個人 コジン		中井　隆夫		100																		個人		宮武　正		200

				個人 コジン		中井　隆行		100																		個人		宮野　秀基		200

				個人 コジン		中尾　正実		100																		個人		宮本　隆		200

				個人 コジン		中川　英樹		100																		個人		牟田口　玲奈		200

				個人 コジン		中川　英士		100																		個人		向畑　幸子		200

				個人 コジン		中川　久恵		100																		個人		椋本　豊		200

				個人 コジン		中川　志伸		100																		個人		村井　保夫		200

				個人 コジン		中川　忍		100																		個人		村井　悠太		200

				個人 コジン		中川　浩		100																		個人		村上　武司		200

				個人 コジン		中川　佑香		100																		個人		村上　浩輝		200

				個人 コジン		中越　真理		100																		個人		村川　仁朗		200

				個人 コジン		中澤　久美		100																		個人		村瀬　友則		200

				個人 コジン		中澤　浩美		100																		個人		村田　紘一		200

				個人 コジン		中澤　雅明		100																		個人		村田　淳一郎		200

				個人 コジン		中澤　靖男		100																		個人		村本　孝紀		200

				個人 コジン		中澤　祐子		100																		個人		村松　又太郎		200

				個人 コジン		中嶋　敦		100																		個人		村山　建介		200

				個人 コジン		中島　一貴		100																		個人		望月　智史		200

				個人 コジン		中嶋　圭輔		100																		個人		森　かおり		200

				個人 コジン		中島　啓助		100																		個人		森　徹		200

				個人 コジン		中島　孔志		100																		個人		森　秀雄		200

				個人 コジン		中島　耕二		100																		個人		森　盛茂		200

				個人 コジン		中島　茂夫		100																		個人		森　予始子		200

				個人 コジン		中島　純一		100																		個人		森　由香里		200

				個人 コジン		中島　常幸		100																		個人		森上　輝宣		200

				個人 コジン		中島　直樹		100																		個人		森内　章博		200

				個人 コジン		中島　光男		100																		個人		森川　公仁		200

				個人 コジン		中島　朗		100																		個人		森下　佳樹		200

				個人 コジン		中園　将弥		100																		個人		森下　美由紀		200

				個人 コジン		中園　輝子		100																		個人		森下　光		200

				個人 コジン		中田　吉則		100																		個人		森田　孝子		200

				個人 コジン		中田　理成		100																		個人		森田　富夫		200

				個人 コジン		中田　和永		100																		個人		森永　雄二		200

				個人 コジン		中田　和彦		100																		個人		諸岡　咲季		200

				個人 コジン		中谷　里巳		100																		個人		諸岡　美亜		200

				個人 コジン		中谷　正浩		100																		個人		諸墨　祐子		200

				個人 コジン		中谷　光男		100																		個人		八木　孝一		200

				個人 コジン		中谷地　義光		100																		個人		八木　耕一		200

				個人 コジン		中西　健		100																		個人		八木　直子		200

				個人 コジン		中西　博保		100																		個人		八木　由生		200

				個人 コジン		中西　真奈美		100																		個人		八重津　充		200

				個人 コジン		中西　康代		100																		個人		八島　啓樹		200

				個人 コジン		中野　一憲		100																		個人		八巻　和彦		200

				個人 コジン		中埜　雄仁		100																		個人		矢郷　竜平		200

				個人 コジン		中野　勝弘		100																		個人		矢地　彰		200

				個人 コジン		中野　毅彦		100																		個人		矢野　江里		200

				個人 コジン		中野　健治		100																		個人		矢野　傑士		200

				個人 コジン		中野　彰浩		100																		個人		矢部　聡		200

				個人 コジン		中野　晴生		100																		個人		矢吹　政子		200

				個人 コジン		中野　文仁		100																		個人		屋敷　大輔		200

				個人 コジン		中野　昌晴		100																		個人		藥師寺　敬子		200

				個人 コジン		中野　政人		100																		個人		安崎　靖臣		200

				個人 コジン		中林　力		100																		個人		安田　浩二		200

				個人 コジン		中原　浩史		100																		個人		安達　祐輔		200

				個人 コジン		中町　登志子		100																		個人		安部　昌紘		200

				個人 コジン		中道　倫昭		100																		個人		安藤　寛幸		200

				個人 コジン		中村　明彦		100																		個人		安藤　俊正		200

				個人 コジン		中村　清則		100																		個人		安藤　奈々美		200

				個人 コジン		中村　京子		100																		個人		安藤　博宣		200

				個人 コジン		中村　佳代		100																		個人		安藤　僚太		200

				個人 コジン		中村　悟己		100																		個人		梁瀬　幸司		200

				個人 コジン		中村　孝市		100																		個人		柳　夏奈子		200

				個人 コジン		中村　さよ子		100																		個人		柳田　晋太朗		200

				個人 コジン		中村　茂		100																		個人		籔野　正		200

				個人 コジン		中村　修一		100																		個人		山上　賢		200

				個人 コジン		中村　隆		100																		個人		山内　誠		200

				個人 コジン		中村　司		100																		個人		山内　徹也		200

				個人 コジン		中村　哲朗		100																		個人		山賀　孝行		200

				個人 コジン		中村　利行		100																		個人		山河　弘太		200

				個人 コジン		中村　正夫		100																		個人		山岸　花凛		200

				個人 コジン		中村　昌行		100																		個人		山口　佳朗		200

				個人 コジン		中山　相一		100																		個人		山口　晶平		200

				個人 コジン		中山　一弘		100																		個人		山口　武		200

				個人 コジン		中山　進一		100																		個人		山口　竜大		200

				個人 コジン		中山　誠三		100																		個人		山口　俊輔		200

				個人 コジン		中山　隆範		100																		個人		山口　正人		200

				個人 コジン		中山　徹		100																		個人		山口　由加		200

				個人 コジン		中山　智裕		100																		個人		山崎　英明		200

				個人 コジン		中山　信之		100																		個人		山崎　聖広		200

				個人 コジン		中山　浩太郎		100																		個人		山崎　卓志		200

				個人 コジン		中山　泰成		100																		個人		山崎　知善		200

				個人 コジン		中山　裕己		100																		個人		山崎　直子		200

				個人 コジン		永井　健太郎		100																		個人		山崎　真也		200

				個人 コジン		永井　安徽夫		100																		個人		山沢　浩幸		200

				個人 コジン		永瀬　章治		100																		個人		山下　ありさ		200

				個人 コジン		永田　三枝子		100																		個人		山下　圭子		200

				個人 コジン		永戸　光生		100																		個人		山下　卓也		200

				個人 コジン		永野　由巳		100																		個人		山下　槙		200

				個人 コジン		永山　恒誉		100																		個人		山田　亜紀		200

				個人 コジン		仲佐　嘉彰		100																		個人		山田　明		200

				個人 コジン		仲村　昌洋		100																		個人		山田　市雄		200

				個人 コジン		仲安　節子		100																		個人		山田　恵利子		200

				個人 コジン		長岡　かおり		100																		個人		山田　英津子		200

				個人 コジン		長崎　寛美		100																		個人		山田　勝雄		200

				個人 コジン		長迫　君代		100																		個人		山田　賢治		200

				個人 コジン		長澤　健司		100																		個人		山田　公貴		200

				個人 コジン		長澤　仁志		100																		個人		山田　穣		200

				個人 コジン		長澤　信宏		100																		個人		山田　千尋		200

				個人 コジン		長島　芳子		100																		個人		山田　敏子		200

				個人 コジン		長田　梢		100																		個人		山田　和雄		200

				個人 コジン		長田　秀樹		100																		個人		山中　智子		200

				個人 コジン		長田　雅司		100																		個人		山中　秀樹		200

				個人 コジン		長谷　嘉代子		100																		個人		山本　愛		200

				個人 コジン		長谷　善樹		100																		個人		山本　有子		200

				個人 コジン		長谷川　一男		100																		個人		山本　可菜子		200

				個人 コジン		長谷川　央		100																		個人		山本　憲明		200

				個人 コジン		長谷川　伸		100																		個人		山本　高久		200

				個人 コジン		長谷川　忠康		100																		個人		山本　忠実		200

				個人 コジン		長谷川　富三		100																		個人		山本　知史		200

				個人 コジン		長谷川　信子		100																		個人		山本　真理子		200

				個人 コジン		長谷川　益夫		100																		個人		山本　麗子		200

				個人 コジン		長谷川　諭伴		100																		個人		山村　龍吾		200

				個人 コジン		長谷川　芳典		100																		個人		湯川　央恵		200

				個人 コジン		長谷川　義明		100																		個人		湯澤　律子		200

				個人 コジン		長谷崎　拓也		100																		個人		湯本　拓也		200

				個人 コジン		長塚　真理		100																		個人		行武　亮平		200

				個人 コジン		長沼　重秀		100																		個人		行本　順一		200

				個人 コジン		長野　創造		100																		個人		指本　智範		200

				個人 コジン		長橋　次男		100																		個人		與那嶺　正昭		200

				個人 コジン		長幡　勝		100																		個人		楊　吟吟		200

				個人 コジン		長張　由紀夫		100																		個人		養田　靖		200

				個人 コジン		長松　聡志		100																		個人		横井　和子		200

				個人 コジン		長屋　健太郎		100																		個人		横瀬　隆弘		200

				個人 コジン		流川　智美		100																		個人		横田　千秋		200

				個人 コジン		鍋谷　哲		100																		個人		横田　智栄		200

				個人 コジン		並木　秀行		100																		個人		横山　喜男		200

				個人 コジン		波田野　統之		100																		個人		横山　つや子		200

				個人 コジン		波多野　裕友		100																		個人		吉井　敏夫		200

				個人 コジン		成願　ひかる		100																		個人		吉井　雅世		200

				個人 コジン		成田　暁		100																		個人		吉浦　慎二		200

				個人 コジン		難波　祐二		100																		個人		吉岡　こずえ		200

				個人 コジン		二瓶　徹		100																		個人		吉岡　節子		200

				個人 コジン		二星　恵美		100																		個人		吉川　一男		200

				個人 コジン		二宮　健次		100																		個人		吉川　輝		200

				個人 コジン		二宮　稔		100																		個人		吉田　勝巳		200

				個人 コジン		西　康栄		100																		個人		吉田　佳世		200

				個人 コジン		西井　寿一		100																		個人		吉田　公昭		200

				個人 コジン		西浦　由家		100																		個人		吉田　晶美		200

				個人 コジン		西尾　奈津子		100																		個人		吉田　仁志		200

				個人 コジン		西岡　一美		100																		個人		吉田　誠		200

				個人 コジン		西片　佳輝		100																		個人		吉田　拓弥		200

				個人 コジン		西川　徳行		100																		個人		吉田　友美		200

				個人 コジン		西川　弘毅		100																		個人		吉田　成寿		200

				個人 コジン		西川　弘美		100																		個人		吉田　光博		200

				個人 コジン		西川　和子		100																		個人		吉竹　郁文		200

				個人 コジン		西沢　茂子		100																		個人		吉永　伸司		200

				個人 コジン		西澤　康造		100																		個人		吉野　修平		200

				個人 コジン		西科　勝行		100																		個人		吉藤　智子		200

				個人 コジン		西嶋　弘重		100																		個人		吉松　重文		200

				個人 コジン		西条　佳憲		100																		個人		吉村　知里		200

				個人 コジン		西城　毅		100																		個人		吉村　光平		200

				個人 コジン		西田　彰吾		100																		個人		吉山　容正		200

				個人 コジン		西田　まり子		100																		個人		連城　剛志		200

				個人 コジン		西谷　聡		100																		個人		和泉　直子		200

				個人 コジン		西野　泰正		100																		個人		和田　健司		200

				個人 コジン		西野　陽子		100																		個人		和田　浩之		200

				個人 コジン		西畑　寿宏		100																		個人		和田　未央		200

				個人 コジン		西本　恵美子		100																		個人		若菜　請雄		200

				個人 コジン		西本　剛		100																		個人		若林　末男		200

				個人 コジン		西本　正英		100																		個人		若林　壮登		200

				個人 コジン		西本　由治		100																		個人		若林　直樹		200

				個人 コジン		西向　良夫		100																		個人		若原　美鈴		200

				個人 コジン		西村　一弘		100																		個人		若松　昭彦		200

				個人 コジン		西村　央		100																		個人		若松　春香		200

				個人 コジン		西村　進		100																		個人		脇　治		200

				個人 コジン		西村　聡		100																		個人		脇　澄夫		200

				個人 コジン		西村　裕次		100																		個人		脇　哲之		200

				個人 コジン		西山　英二		100																		個人		脇　政雄		200

				個人 コジン		西山　嘉彦		100																		個人		鷲頭　伸俊		200

				個人 コジン		西山　統		100																		個人		渡部　紘行		200

				個人 コジン		西山　昇		100																		個人		渡邊　潤		200

				個人 コジン		西山　雅也		100																		個人		渡辺　啓三郎		200

				個人 コジン		錦野　亮		100																		個人		渡邉　敬史		200

				個人 コジン		韮沢　浩		100																		個人		渡辺　茂雄		200

				個人 コジン		布　美香子		100																		個人		渡邊　透		200

				個人 コジン		沼田　賢一		100																		個人		渡辺　徳美		200

				個人 コジン		根岸　良実		100																		個人		渡邉　俊也		200

				個人 コジン		根本　英祐		100																		個人		渡邊　正史		200

				個人 コジン		根本　剛		100																		個人		渡邉　雅暁		200

				個人 コジン		野木森　一剛		100																		個人		渡邉　稔		200

				個人 コジン		野口　修一		100																		個人		渡邉　元輝		200

				個人 コジン		野口　秀男		100																		個人		渡邊　康介		200

				個人 コジン		野口　裕行		100																		個人		渡邊　良子		200

				個人 コジン		野口　誉成		100																		法人		有限会社アビタ		200

				個人 コジン		野崎　憲三		100																		法人		合資会社イープラン		200

				個人 コジン		野崎　長志		100																		法人		有限会社岩崎築炉		200

				個人 コジン		野澤　孝		100																		法人		Ｍｏｎｅｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ合同会社		200

				個人 コジン		野田　明美		100																		法人		キャリスター株式会社		200

				個人 コジン		野田　賢治		100																		法人		株式会社中辻		200

				個人 コジン		野田　祥恵		100																		機関		ＤＨＤ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰ　ＴＫＹＣＯＬＯ		200

				個人 コジン		野田　敏雄		100																		個人		ＬＩＵ　ＱＩＡＮＧ		200

				個人 コジン		野田　裕樹		100																		個人		小川　慶史		179

				個人 コジン		野中　孝子		100																		個人		坂東　潤		169

				個人 コジン		野仲　文子		100																		個人		石川　太鶴		163

				個人 コジン		野畑　知明		100																		個人		高井　優至		157

				個人 コジン		埜林　久人		100																		個人		大園　伊織		150

				個人 コジン		野本　貴義		100																		個人		坂井　大輔		150

				個人 コジン		野本　博通		100																		個人		三浦　健太		150

				個人 コジン		野間　美香		100																		個人		三代川　清		150

				個人 コジン		野村　貴宏		100																		個人		福本　昌弘		138

				個人 コジン		野村　公盛		100																		個人		川崎　亮		135

				個人 コジン		野村　貞子		100																		法人		株式会社ＨＡＲＤＩＥ		130

				個人 コジン		野村　忠勝		100																		個人		今林　敬		127

				個人 コジン		野々村　俊江		100																		個人		新井　佑緑花		125

				個人 コジン		信森　達也		100																		個人		所司　晴夫		123

				個人 コジン		羽田　孝臣		100																		個人		阿部　岳史		122

				個人 コジン		羽鳥　さやか		100																		個人		藤原　嵩士		120

				個人 コジン		羽場　てる		100																		個人		永井　聡之		118

				個人 コジン		馬越　秀夫		100																		個人		舘　光		116

				個人 コジン		馬場　一樹		100																		個人		内藤　義友		115

				個人 コジン		馬場　達也		100																		個人		清家　明美		115

				個人 コジン		葉葺　久尚		100																		個人		宮本　勝也		115

				個人 コジン		萩森　正仁		100																		個人		岡本　洋幸		113

				個人 コジン		橋谷　真哉		100																		個人		相島　鷹也		111

				個人 コジン		橋爪　淑浩		100																		個人		戸和　由美子		111

				個人 コジン		橋本　一生		100																		個人		井上　冬樹		110

				個人 コジン		橋本　絵里		100																		個人		高本　昌宏		110

				個人 コジン		橋本　季代		100																		個人		山田　功二		110

				個人 コジン		橋本　久美子		100																		個人		山口　莉奈		107

				個人 コジン		橋本　知幸		100																		個人		織田　賢治		105

				個人 コジン		畑中　和樹		100																		個人		岡山　拓史		105

				個人 コジン		畠中　修		100																		個人		梶上　健一		105

				個人 コジン		畠山　康弘		100																		個人		寒川　晴規		105

				個人 コジン		秦　偉		100																		個人		橋本　竜太		105

				個人 コジン		秦　悦子		100																		個人		神山　卓也		103

				個人 コジン		鳩山　健将		100																		個人		小川　知安紀		103

				個人 コジン		花内　洋		100																		個人		佐久間　信行		103

				個人 コジン		花嶋　薫		100																		個人		上田　大輔		102

				個人 コジン		花園　治郎		100																		個人		清水　一美		102

				個人 コジン		花畑　雅明		100																		個人		関屋　明弘		102

				個人 コジン		花輪　誠		100																		個人		山北　里奈		102

				個人 コジン		浜　英伸		100																		個人		大津　政信		101

				個人 コジン		濱口　岳		100																		個人		奥谷　真規		101

				個人 コジン		濱崎　勝		100																		個人		丹下　邦彦		101

				個人 コジン		濱崎　道夫		100																		個人		都筑　麻也子		101

				個人 コジン		濱田　健司		100																		個人		長澤　絢子		101

				個人 コジン		浜中　貴士		100																		個人		樋口　勝平		101

				個人 コジン		濱野　芳紀		100																		個人		水野　雄一郎		101

				個人 コジン		浜本　清貴		100																		個人		阿加井　麻衣		100

				個人 コジン		濱本　依子		100																		個人		阿河　更紗		100

				個人 コジン		早川　賢次		100																		個人		阿蘇　大策		100

				個人 コジン		早川　純生		100																		個人		阿武　晋哉		100

				個人 コジン		早川　弘城		100																		個人		阿部　明		100

				個人 コジン		早津　芳雄		100																		個人		阿部　明子		100

				個人 コジン		速水　俊一		100																		個人		阿部　一		100

				個人 コジン		速水　延子		100																		個人		阿部　雄介		100

				個人 コジン		林　英範		100																		個人		阿部　大二郎		100

				個人 コジン		林　貴博		100																		個人		阿部　克弘		100

				個人 コジン		林　健一		100																		個人		阿部　邦夫		100

				個人 コジン		林　晃一		100																		個人		阿部　健俊		100

				個人 コジン		林　祥介		100																		個人		阿部　悟		100

				個人 コジン		林　武		100																		個人		阿部　晃大		100

				個人 コジン		林　直樹		100																		個人		阿部　純也		100

				個人 コジン		林　成典		100																		個人		阿部　拓未		100

				個人 コジン		林　秀徳		100																		個人		阿部　知美		100

				個人 コジン		林　宏枝		100																		個人		阿部　敏行		100

				個人 コジン		林　昌広		100																		個人		阿部　ひろ香		100

				個人 コジン		林　稔		100																		個人		阿部　比名子		100

				個人 コジン		林　祐葵		100																		個人		阿部　弘美		100

				個人 コジン		林　良介		100																		個人		阿部　未至		100

				個人 コジン		林　和子		100																		個人		阿部　諭		100

				個人 コジン		林　和代		100																		個人		阿部　吉朗		100

				個人 コジン		原　健太郎		100																		個人		阿南　脩		100

				個人 コジン		原　正人		100																		個人		相浦　公彦		100

				個人 コジン		原　康城		100																		個人		相川　綾		100

				個人 コジン		原　和紀		100																		個人		相川　治久		100

				個人 コジン		原　和美		100																		個人		相澤　洋介		100

				個人 コジン		原澤　昂大		100																		個人		相馬　啓希		100

				個人 コジン		原田　英司		100																		個人		相場　光男		100

				個人 コジン		原田　親一		100																		個人		相原　日奈子		100

				個人 コジン		原田　恭子		100																		個人		相原　浩人		100

				個人 コジン		原田　隆史		100																		個人		藍　ふみ子		100

				個人 コジン		原田　ゆかり		100																		個人		青池　春幸		100

				個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100																		個人		青石　穣		100

				個人 コジン		春名　尊文		100																		個人		青木　一通		100

				個人 コジン		晴　信一郎		100																		個人		青木　大貴		100

				個人 コジン		晴山　知拓		100																		個人		青木　健太		100

				個人 コジン		半間　代志規		100																		個人		青木　滋		100

				個人 コジン		伴　貞俊		100																		個人		青木　高俊		100

				個人 コジン		ヒバリノ　サトル		100																		個人		青木　博道		100

				個人 コジン		日賀野　成子		100																		個人		青木　康将		100

				個人 コジン		日下　耕三		100																		個人		青木　優奈		100

				個人 コジン		日比　文博		100																		個人		青島　豪士		100

				個人 コジン		日向寺　皇一		100																		個人		青嶌　秀幸		100

				個人 コジン		肥田　正志		100																		個人		青田　義雄		100

				個人 コジン		樋口　剛		100																		個人		青砥　孝道		100

				個人 コジン		樋口　隆枝		100																		個人		青野　みどり		100

				個人 コジン		樋口　晴文		100																		個人		青野　力		100

				個人 コジン		樋口　真澄		100																		個人		青柳　武宣		100

				個人 コジン		樋口　裕之		100																		個人		青柳　尋斗		100

				個人 コジン		稗田　公宏		100																		個人		青柳　秀悟		100

				個人 コジン		東　新一		100																		個人		青山　敬		100

				個人 コジン		東　優		100																		個人		青山　晃朗		100

				個人 コジン		東田　治		100																		個人		青山　良太		100

				個人 コジン		東田　仁美		100																		個人		赤石　裕里花		100

				個人 コジン		東谷　秀憲		100																		個人		赤尾　雅之		100

				個人 コジン		東林　泰郎		100																		個人		赤崎　圭一		100

				個人 コジン		東山　茂		100																		個人		赤澤　陽子		100

				個人 コジン		東良　正人		100																		個人		赤地　拓也		100

				個人 コジン		左田野　みゆき		100																		個人		赤津　宣明		100

				個人 コジン		雛谷　好隆		100																		個人		赤塚　和也		100

				個人 コジン		百木　薫		100																		個人		赤沼　真一		100

				個人 コジン		平井　健治		100																		個人		赤羽　源一郎		100

				個人 コジン		平井　秀俊		100																		個人		赤堀　由美子		100

				個人 コジン		平井　良幸		100																		個人		明田　真由美		100

				個人 コジン		平岩　由紀雄		100																		個人		秋谷　学		100

				個人 コジン		平尾　知子		100																		個人		秋谷　まり子		100

				個人 コジン		平尾　鉄也		100																		個人		秋葉　祐太朗		100

				個人 コジン		平尾　広吉		100																		個人		秋本　秀一		100

				個人 コジン		平尾　元彦		100																		個人		秋村　泰憲		100

				個人 コジン		平岡　隆行		100																		個人		秋元　翔		100

				個人 コジン		平岡　利洋		100																		個人		秋元　節子		100

				個人 コジン		平形　悦子		100																		個人		秋元　和雄		100

				個人 コジン		平川　奈々子		100																		個人		秋山　嘉男		100

				個人 コジン		平澤　亮		100																		個人		秋山　京子		100

				個人 コジン		平田　道晃		100																		個人		秋山　啓子		100

				個人 コジン		平田　光輝		100																		個人		秋山　翔太		100

				個人 コジン		平塚　英紀		100																		個人		秋山　丈		100

				個人 コジン		平野　孝幸		100																		個人		秋好　桃香		100

				個人 コジン		平野　滋		100																		個人		浅井　悦子		100

				個人 コジン		平野　光弘		100																		個人		浅井　貴久		100

				個人 コジン		平原　忍		100																		個人		浅井　孝夫		100

				個人 コジン		平松　茂之		100																		個人		浅井　昭裕		100

				個人 コジン		平山　大介		100																		個人		浅井　泰雅		100

				個人 コジン		平山　鎮次		100																		個人		浅井　和浩		100

				個人 コジン		平山　芳信		100																		個人		浅岡　茂樹		100

				個人 コジン		廣瀬　清美		100																		個人		浅香　典央		100

				個人 コジン		広瀬　光晴		100																		個人		浅倉　みゆき		100

				個人 コジン		廣瀬　吉明		100																		個人		浅田　佳那		100

				個人 コジン		広瀬　亘規		100																		個人		淺野　訓宏		100

				個人 コジン		広田　準		100																		個人		浅野　剛史		100

				個人 コジン		広武　賢一		100																		個人		浅野　聡宏		100

				個人 コジン		廣富　淳史		100																		個人		浅野　隆志		100

				個人 コジン		広畑　聡		100																		個人		浅野　俊介		100

				個人 コジン		廣見　剛志		100																		個人		浅野　昌弘		100

				個人 コジン		府川　輝夫		100																		個人		浅見　涼介		100

				個人 コジン		深尾　あつ子		100																		個人		麻植　世有子		100

				個人 コジン		深谷　周史		100																		個人		麻野　由布子		100

				個人 コジン		深原　一晃		100																		個人		朝倉　崇文		100

				個人 コジン		深堀　勝博		100																		個人		朝田　裕之		100

				個人 コジン		深町　和弘		100																		個人		朝見　智也		100

				個人 コジン		深山　泰三		100																		個人		旭　祐司		100

				個人 コジン		服部　亜紀子		100																		個人		芦澤　眞二		100

				個人 コジン		服部　史郎		100																		個人		足立　佳子		100

				個人 コジン		服部　尚仁		100																		個人		足立　真衣奈		100

				個人 コジン		福井　重男		100																		個人		足立　裕弘		100

				個人 コジン		福井　純二		100																		個人		味藤　浩		100

				個人 コジン		福井　竹師		100																		個人		味元　啓輔		100

				個人 コジン		福井　朋子		100																		個人		渥美　裕		100

				個人 コジン		福井　光治		100																		個人		穴澤　裕		100

				個人 コジン		福井　裕治		100																		個人		天海　達詠		100

				個人 コジン		福喜多　守嘉		100																		個人		天川　晃佑		100

				個人 コジン		福士　德彦		100																		個人		天木　健晴		100

				個人 コジン		福島　武光		100																		個人		天野　健		100

				個人 コジン		福島　永二		100																		個人		天野　哲太郎		100

				個人 コジン		福島　美貴		100																		個人		網代　眞佐子		100

				個人 コジン		福世　政俊		100																		個人		雨宮　雅		100

				個人 コジン		福田　鐘子		100																		個人		雨宮　雅範		100

				個人 コジン		福田　健志		100																		個人		荒川　節子		100

				個人 コジン		福田　小夜子		100																		個人		荒川　良明		100

				個人 コジン		福田　武司		100																		個人		荒木　一則		100

				個人 コジン		福田　充宏		100																		個人		荒木　伸生		100

				個人 コジン		福田　光男		100																		個人		荒木　雅夫		100

				個人 コジン		福田　康次		100																		個人		荒木　美佐子		100

				個人 コジン		福田　裕子		100																		個人		荒木　優治		100

				個人 コジン		福地　健太郎		100																		個人		荒谷　紀子		100

				個人 コジン		福富　勝夫		100																		個人		荒谷　幸生		100

				個人 コジン		福留　純一		100																		個人		荒谷　章弘		100

				個人 コジン		福野　芳枝		100																		個人		荒巻　真一		100

				個人 コジン		福濱　秀和		100																		個人		荒俣　眞由美		100

				個人 コジン		福本　正博		100																		個人		荒松　道弘		100

				個人 コジン		福本　好史		100																		個人		新井　大地		100

				個人 コジン		福森　清子		100																		個人		新井　貴之		100

				個人 コジン		伏原　資典		100																		個人		新井　寿枝		100

				個人 コジン		藤井　貴之		100																		個人		新井　宗太郎		100

				個人 コジン		藤井　孝子		100																		個人		新井　隆		100

				個人 コジン		藤井　弘美		100																		個人		新井　直人		100

				個人 コジン		藤生　ゆう子		100																		個人		新居　一徳		100

				個人 コジン		藤尾　耕三		100																		個人		新海　翔吾		100

				個人 コジン		藤尾　雅子		100																		個人		新垣　研二		100

				個人 コジン		藤川　孝夫		100																		個人		新垣　和輝		100

				個人 コジン		藤川　隆男		100																		個人		新里　健		100

				個人 コジン		藤川　正美		100																		個人		新田　道則		100

				個人 コジン		藤崎　由香理		100																		個人		新田　芳朗		100

				個人 コジン		藤澤　正弘		100																		個人		新谷　圭脩		100

				個人 コジン		藤嶋　大輔		100																		個人		新谷　俊明		100

				個人 コジン		藤田　祥爾		100																		個人		新名　正志		100

				個人 コジン		藤田　翔		100																		個人		新沼　太		100

				個人 コジン		藤田　哲範		100																		個人		新沼　吾史		100

				個人 コジン		藤田　乃映		100																		個人		新堀　浩志		100

				個人 コジン		藤田　文		100																		個人		新道　聡之		100

				個人 コジン		藤田　昌樹		100																		個人		新村　征之		100

				個人 コジン		藤田　亮		100																		個人		新保　直人		100

				個人 コジン		藤ノ井　靖子		100																		個人		新保　勇一		100

				個人 コジン		藤野　洋一		100																		個人		新保　和昭		100

				個人 コジン		藤原　小百合		100																		個人		嵐　洋史		100

				個人 コジン		藤原　隆博		100																		個人		有賀　朝一		100

				個人 コジン		藤原　智英		100																		個人		有賀　幸子		100

				個人 コジン		藤原　源二		100																		個人		有木　聖人		100

				個人 コジン		藤平　光亮		100																		個人		有島　陽平		100

				個人 コジン		藤本　英宏		100																		個人		有末　圭志		100

				個人 コジン		藤本　勝也		100																		個人		有光　浩夫三		100

				個人 コジン		藤本　孝恵		100																		個人		淡河　州央		100

				個人 コジン		藤本　順一		100																		個人		粟野　亜佐彦		100

				個人 コジン		藤本　伸		100																		個人		粟野　裕貴		100

				個人 コジン		藤本　哲朗		100																		個人		井上　明		100

				個人 コジン		藤本　雅巳		100																		個人		井上　麻衣子		100

				個人 コジン		藤本　睦		100																		個人		井上　学昭		100

				個人 コジン		藤本　理恵		100																		個人		井上　佳保		100

				個人 コジン		藤巻　直也		100																		個人		井上　健太郎		100

				個人 コジン		藤松　茂生		100																		個人		井上　幸一		100

				個人 コジン		藤森　大輔		100																		個人		井上　剛		100

				個人 コジン		藤山　登喜男		100																		個人		井上　静香		100

				個人 コジン		藤吉　勝利		100																		個人		井上　将		100

				個人 コジン		藤吉　洋子		100																		個人		井上　仁人		100

				個人 コジン		船岡　昭子		100																		個人		井上　達之亮		100

				個人 コジン		古市　久幸		100																		個人		井上　信博		100

				個人 コジン		古賀　巖		100																		個人		井上　博		100

				個人 コジン		古賀　洸子		100																		個人		井上　博貴		100

				個人 コジン		古賀　和雄		100																		個人		井上　秀弘		100

				個人 コジン		古川　修一		100																		個人		井上　正巳		100

				個人 コジン		古川　輝		100																		個人		井上　雅人		100

				個人 コジン		古澤　幸		100																		個人		井上　美津子		100

				個人 コジン		古舘　友勝		100																		個人		井草　拓也		100

				個人 コジン		古谷　健一		100																		個人		井口　裕介		100

				個人 コジン		古谷　周平		100																		個人		井口　洋子		100

				個人 コジン		古谷　伸幸		100																		個人		井竿　富雄		100

				個人 コジン		古谷野　晃		100																		個人		井坂　栄		100

				個人 コジン		古林　孝之		100																		個人		井澤　正美		100

				個人 コジン		兵藤　和子		100																		個人		井田　清		100

				個人 コジン		紅田　泰		100																		個人		井手　敦久		100

				個人 コジン		穗住　健		100																		個人		井手　一弥		100

				個人 コジン		坊　正隆		100																		個人		井手　ゆかり		100

				個人 コジン		星野　まどか		100																		個人		井出　亜紀子		100

				個人 コジン		細井　君子		100																		個人		井出　晶久		100

				個人 コジン		細川　恵多		100																		個人		井出　美穂		100

				個人 コジン		細木　榮一		100																		個人		井沼　友子		100

				個人 コジン		細谷　幸子		100																		個人		井原　陽平		100

				個人 コジン		細谷　信幸		100																		個人		井本　貴夫		100

				個人 コジン		細野　友孝		100																		個人		井本　直宏		100

				個人 コジン		細野　晴通		100																		個人		伊佐次　希至		100

				個人 コジン		細本　翼		100																		個人		伊差川　誠		100

				個人 コジン		堀　幸雄		100																		個人		伊勢家　治彦		100

				個人 コジン		堀　秀行		100																		個人		伊勢野　恭司		100

				個人 コジン		堀　正樹		100																		個人		伊庭　与志子		100

				個人 コジン		堀内　千夏		100																		個人		伊原　民夫		100

				個人 コジン		堀内　勇		100																		個人		伊比　隆之		100

				個人 コジン		堀江　敏文		100																		個人		伊東　正樹		100

				個人 コジン		堀木　香津		100																		個人		伊藤　一博		100

				個人 コジン		堀越　敬二郎		100																		個人		伊藤　加津子		100

				個人 コジン		堀越　友幸		100																		個人		伊藤　嘉章		100

				個人 コジン		堀之内　欣也		100																		個人		伊藤　学		100

				個人 コジン		堀本　修		100																		個人		伊藤　貴敏		100

				個人 コジン		本岡　慶彦		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		本多　克典		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		本多　正典		100																		個人		伊藤　清之		100

				個人 コジン		本西　亮太		100																		個人		伊藤　久吉		100

				個人 コジン		本間　信雄		100																		個人		伊藤　けい子		100

				個人 コジン		本間　信弘		100																		個人		伊藤　健吾		100

				個人 コジン		真鍋　美樹		100																		個人		伊藤　健二		100

				個人 コジン		眞庭　大介		100																		個人		伊藤　彩香		100

				個人 コジン		真野　徳之		100																		個人		伊藤　栄紀		100

				個人 コジン		間瀬　孝		100																		個人		伊藤　定夫		100

				個人 コジン		間中　澄夫		100																		個人		伊藤　峻		100

				個人 コジン		間宮　さだ子		100																		個人		伊藤　翔		100

				個人 コジン		前川　恭子		100																		個人		伊藤　慎一		100

				個人 コジン		前川　和哉		100																		個人		伊藤　慎太郎		100

				個人 コジン		前田　一史		100																		個人		伊藤　世哉		100

				個人 コジン		前田　誠市		100																		個人		伊藤　誠		100

				個人 コジン		前田　武徳		100																		個人		伊藤　忠義		100

				個人 コジン		前田　達也		100																		個人		伊藤　竜太		100

				個人 コジン		前田　真澄		100																		個人		伊藤　哲哉		100

				個人 コジン		前田　理		100																		個人		伊藤　統方		100

				個人 コジン		牧坂　重吉		100																		個人		伊藤　敏幸		100

				個人 コジン		牧野　強		100																		個人		伊藤　友彦		100

				個人 コジン		牧野　國男		100																		個人		伊藤　博昭		100

				個人 コジン		牧野　卓也		100																		個人		伊藤　弘己		100

				個人 コジン		卷島　純一朗		100																		個人		伊藤　宏一良		100

				個人 コジン		槇原　恭志		100																		個人		伊藤　浩司		100

				個人 コジン		幕　良弘		100																		個人		伊藤　真基		100

				個人 コジン		正司　研輔		100																		個人		伊藤　正展		100

				個人 コジン		正路　ミヤ子		100																		個人		伊藤　雅敏		100

				個人 コジン		増尾　武士		100																		個人		伊藤　雅人		100

				個人 コジン		増田　勝廣		100																		個人		伊藤　漫紀		100

				個人 コジン		増田　義男		100																		個人		伊藤　みどり		100

				個人 コジン		増平　善信		100																		個人		伊藤　美紀		100

				個人 コジン		増山　貴之		100																		個人		伊藤　光男		100

				個人 コジン		町井　重之		100																		個人		伊藤　光広		100

				個人 コジン		町井　吉彦		100																		個人		伊藤　睦子		100

				個人 コジン		町村　尚彦		100																		個人		伊藤　保治		100

				個人 コジン		松井　隆		100																		個人		伊藤　悠馬		100

				個人 コジン		松井　秀樹		100																		個人		猪岡　弘行		100

				個人 コジン		松井　正和		100																		個人		猪口　理沙		100

				個人 コジン		松井　美也子		100																		個人		猪瀬　朱美		100

				個人 コジン		松鵜　俊朗		100																		個人		猪名川　正彦		100

				個人 コジン		松浦　慶太		100																		個人		飯尾　麻子		100

				個人 コジン		松浦　行高		100																		個人		飯岡　広子		100

				個人 コジン		松尾　健一		100																		個人		飯田　綾子		100

				個人 コジン		松尾　正則		100																		個人		飯田　昭彦		100

				個人 コジン		松尾　和幸		100																		個人		飯田　浩司		100

				個人 コジン		松岡　憲司		100																		個人		飯田　由香		100

				個人 コジン		松岡　敏子		100																		個人		飯田　和久		100

				個人 コジン		松岡　浩三		100																		個人		飯塚　俊夫		100

				個人 コジン		松岡　磨里子		100																		個人		飯塚　康雄		100

				個人 コジン		松岡　良和		100																		個人		飯豊　明久		100

				個人 コジン		松久　武		100																		個人		飯山　剛大		100

				個人 コジン		松坂　肇		100																		個人		飯吉　政春		100

				個人 コジン		松崎　泉帆		100																		個人		家入　悦子		100

				個人 コジン		松崎　浩		100																		個人		家入　美香		100

				個人 コジン		松島　守男		100																		個人		家田　昭彦		100

				個人 コジン		松下　俊夫		100																		個人		家村　理香		100

				個人 コジン		松下　和敬		100																		個人		生方　アムナ莉紗江		100

				個人 コジン		松代　教志		100																		個人		生方　俊充		100

				個人 コジン		松田　克仁		100																		個人		生駒　敏博		100

				個人 コジン		松田　賢治		100																		個人		生咲　拓二		100

				個人 コジン		松田　治彦		100																		個人		池　強志		100

				個人 コジン		松田　博夫		100																		個人		池上　雄太		100

				個人 コジン		松田　浩明		100																		個人		池上　和宏		100

				個人 コジン		松田　浩一		100																		個人		池内　亮太		100

				個人 コジン		松田　真紀子		100																		個人		池下　章代		100

				個人 コジン		松谷　省吾		100																		個人		池田　暁洋		100

				個人 コジン		松谷　元気		100																		個人		池田　一史		100

				個人 コジン		松永　郁夫		100																		個人		池田　加壽子		100

				個人 コジン		松永　友紀		100																		個人		池田　貴臣		100

				個人 コジン		松永　華奈子		100																		個人		池田　剛正		100

				個人 コジン		松橋　良		100																		個人		池田　さやか		100

				個人 コジン		松原　健太		100																		個人		池田　純子		100

				個人 コジン		松原　高志		100																		個人		池田　隆幸		100

				個人 コジン		松原　匡泰		100																		個人		池田　哲也		100

				個人 コジン		松原　輝博		100																		個人		池田　朋嘉		100

				個人 コジン		松原　直樹		100																		個人		池田　博人		100

				個人 コジン		松原　文雄		100																		個人		池田　浩一		100

				個人 コジン		松原　由美子		100																		個人		池田　浩敏		100

				個人 コジン		松原　和弘		100																		個人		池田　歩美		100

				個人 コジン		松平　真幸		100																		個人		池田　雅彦		100

				個人 コジン		松藤　圭一		100																		個人		池田　光政		100

				個人 コジン		松本　敦裕		100																		個人		池田　泰之		100

				個人 コジン		松本　佳代		100																		個人		池田　裕一		100

				個人 コジン		松本　賢一		100																		個人		池田　良生		100

				個人 コジン		松本　智子		100																		個人		池田　量宏		100

				個人 コジン		松本　直子		100																		個人		池田　和樹		100

				個人 コジン		松本　典子		100																		個人		池田　和子		100

				個人 コジン		松本　弘人		100																		個人		池谷　義人		100

				個人 コジン		松本　雅彦		100																		個人		池原　有		100

				個人 コジン		松本　妙子		100																		個人		池光　久		100

				個人 コジン		松本　義明		100																		個人		石井　あやこ		100

				個人 コジン		松本　義孝		100																		個人		石井　明美		100

				個人 コジン		松丸　幸江		100																		個人		石井　一光		100

				個人 コジン		松丸　高明		100																		個人		石井　恵美		100

				個人 コジン		松村　直樹		100																		個人		石井　清美		100

				個人 コジン		松村　延郎		100																		個人		石井　悟		100

				個人 コジン		松村　良夫		100																		個人		石井　仁		100

				個人 コジン		松山　朋郁		100																		個人		石井　隆		100

				個人 コジン		的野　恭一		100																		個人		石井　隆彦		100

				個人 コジン		的場　宏道		100																		個人		石井　博美		100

				個人 コジン		丸井　晴樹		100																		個人		石井　宏之		100

				個人 コジン		丸尾　晃一		100																		個人		石上　徳彦		100

				個人 コジン		丸岡　和彦		100																		個人		石垣　元庸		100

				個人 コジン		丸山　憲子		100																		個人		石川　阿由美		100

				個人 コジン		丸山　耕志郎		100																		個人		石川　敦子		100

				個人 コジン		圓酒　元希		100																		個人		石川　雄一		100

				個人 コジン		三明　昌子		100																		個人		石川　学		100

				個人 コジン		三上　景久		100																		個人		石川　勝美		100

				個人 コジン		三浦　茂則		100																		個人		石川　結花		100

				個人 コジン		三浦　智博		100																		個人		石川　園惠		100

				個人 コジン		三浦　博之		100																		個人		石川　龍弥		100

				個人 コジン		三枝　義常		100																		個人		石川　幹		100

				個人 コジン		三木　宏之		100																		個人		石川　充孝		100

				個人 コジン		三澤　信司		100																		個人		石川　優希		100

				個人 コジン		三島　融		100																		個人		石川　和代		100

				個人 コジン		三角　秀一		100																		個人		石栗　佑平		100

				個人 コジン		三宅　格		100																		個人		石黒　雅隆		100

				個人 コジン		三宅　君近		100																		個人		石坂　明義		100

				個人 コジン		三宅　弘敏		100																		個人		石崎　勝久		100

				個人 コジン		三宅　真理子		100																		個人		石島　敏		100

				個人 コジン		三戸　昭次		100																		個人		石島　梨絵		100

				個人 コジン		三觜　美穂		100																		個人		石田　有紀		100

				個人 コジン		三村　啓爾		100																		個人		石田　郁子		100

				個人 コジン		三好　満		100																		個人		石田　勝啓		100

				個人 コジン		三輪　道子		100																		個人		石田　健之		100

				個人 コジン		水越　満		100																		個人		石田　純子		100

				個人 コジン		水田　至		100																		個人		石田　竜也		100

				個人 コジン		水谷　昌代		100																		個人		石田　豊		100

				個人 コジン		水野　克宏		100																		個人		石田　浩		100

				個人 コジン		水野　晴仁		100																		個人		石田　正行		100

				個人 コジン		水野　範行		100																		個人		石田　三奈子		100

				個人 コジン		水野　真一		100																		個人		石田　愉美子		100

				個人 コジン		水野　雅博		100																		個人		石田　裕紀子		100

				個人 コジン		水野　美幸		100																		個人		石田　由香		100

				個人 コジン		水野　亮		100																		個人		石塚　郁夫		100

				個人 コジン		水本　竜平		100																		個人		石塚　俊貴		100

				個人 コジン		水村　賢治		100																		個人		石塚　藤子		100

				個人 コジン		溝口　伸二		100																		個人		石塚　正司		100

				個人 コジン		溝部　純一		100																		個人		石中　春生		100

				個人 コジン		道下　正志		100																		個人		石野田　富士雄		100

				個人 コジン		光岡　大輝		100																		個人		石橋　一将		100

				個人 コジン		光安　裕二		100																		個人		石原　矩夫		100

				個人 コジン		南　龍秀		100																		個人		石原　憲夫		100

				個人 コジン		南　日出夫		100																		個人		石原　正男		100

				個人 コジン		南岡　幹夫		100																		個人		石本　新太郎		100

				個人 コジン		南出　寛一		100																		個人		石本　恭平		100

				個人 コジン		南出　重樹		100																		個人		石本　朱里		100

				個人 コジン		峰松　和宏		100																		個人		石本　隆志		100

				個人 コジン		蓑毛　祥平		100																		個人		石巻　佑規		100

				個人 コジン		箕輪　龍之介		100																		個人		石松　信治		100

				個人 コジン		宮岡　築子		100																		個人		石丸　確志		100

				個人 コジン		宮木　貞三		100																		個人		石丸　壽子		100

				個人 コジン		宮越　亜紀子		100																		個人		石丸　隆司		100

				個人 コジン		宮坂　悠		100																		個人		石丸　信彦		100

				個人 コジン		宮崎　エミ子		100																		個人		石丸　穂波		100

				個人 コジン		宮崎　邦子		100																		個人		石丸　洋介		100

				個人 コジン		宮崎　彰		100																		個人		石森　清子		100

				個人 コジン		宮崎　仁志		100																		個人		石山　宣則		100

				個人 コジン		宮崎　智文		100																		個人		石山　裕一		100

				個人 コジン		宮崎　比紗子		100																		個人		石綿　美智子		100

				個人 コジン		宮澤　裕		100																		個人		泉　賢慈朗		100

				個人 コジン		宮島　清剛		100																		個人		磯貝　誠		100

				個人 コジン		宮下　恵子		100																		個人		磯田　朱音		100

				個人 コジン		宮下　賢一		100																		個人		磯田　実里		100

				個人 コジン		宮下　功男		100																		個人		磯部　寛		100

				個人 コジン		宮城　伸尚		100																		個人		磯部　知子		100

				個人 コジン		宮田　幸一		100																		個人		礒部　諒也		100

				個人 コジン		宮田　義久		100																		個人		磯山　みよ子		100

				個人 コジン		宮永　暁生		100																		個人		板垣　梓		100

				個人 コジン		宮野　拓		100																		個人		板垣　寿洋		100

				個人 コジン		宮野　弘之		100																		個人		板阪　淳子		100

				個人 コジン		宮本　孝		100																		個人		板谷　哲次		100

				個人 コジン		宮本　伸一郎		100																		個人		板野　寿美子		100

				個人 コジン		宮本　春美		100																		個人		一ノ瀬　久		100

				個人 コジン		宮本　裕太		100																		個人		一村　幸代		100

				個人 コジン		宮村　修美		100																		個人		市井　昌次		100

				個人 コジン		向井　弘之		100																		個人		市川　大輔		100

				個人 コジン		向井　正治		100																		個人		市川　彩夏		100

				個人 コジン		向井　政人		100																		個人		市川　達人		100

				個人 コジン		村井　功		100																		個人		市川　昌博		100

				個人 コジン		村上　貴弘		100																		個人		市川　和子		100

				個人 コジン		村上　千代子		100																		個人		市島　英人		100

				個人 コジン		村上　武司		100																		個人		市成　共司		100

				個人 コジン		村上　辰雄		100																		個人		市野　直子		100

				個人 コジン		村上　照忠		100																		個人		市原　崇之		100

				個人 コジン		村上　友洋		100																		個人		市原　歩		100

				個人 コジン		村上　典子		100																		個人		市村　秀史		100

				個人 コジン		村上　浩司		100																		個人		市村　道		100

				個人 コジン		村上　正治		100																		個人		市村　瞭		100

				個人 コジン		村上　みどり		100																		個人		稲　明子		100

				個人 コジン		村上　裕		100																		個人		稲生　育美		100

				個人 コジン		村川　真教		100																		個人		稲員　直也		100

				個人 コジン		村田　寿一郎		100																		個人		稲垣　利洋		100

				個人 コジン		村松　かお利		100																		個人		稲垣　利陽		100

				個人 コジン		村松　功子		100																		個人		稲垣　美波		100

				個人 コジン		村山　直史		100																		個人		稲川　敦也		100

				個人 コジン		室谷　栄一		100																		個人		稲熊　公輔		100

				個人 コジン		室山　亜希子		100																		個人		稲田　昌彦		100

				個人 コジン		目黒　健太		100																		個人		稲田　怜		100

				個人 コジン		目時　俊一		100																		個人		稲谷　芳樹		100

				個人 コジン		持原　信吾		100																		個人		稲葉　智美		100

				個人 コジン		望月　明美		100																		個人		稲葉　昌彦		100

				個人 コジン		望月　聡夫		100																		個人		稲葉　雅里		100

				個人 コジン		望月　智之		100																		個人		稲吉　泰匡		100

				個人 コジン		森　篤大		100																		個人		犬束　敦史		100

				個人 コジン		森　恵美		100																		個人		犬童　寛之		100

				個人 コジン		森　教安		100																		個人		犬巻　太一		100

				個人 コジン		森　健彰		100																		個人		今井　明子		100

				個人 コジン		森　幸子		100																		個人		今井　英二		100

				個人 コジン		森　節子		100																		個人		今井　徳彦		100

				個人 コジン		森　敏和		100																		個人		今井　務津大		100

				個人 コジン		森　典男		100																		個人		今井　理枝		100

				個人 コジン		森　秀樹		100																		個人		今泉　多栄子		100

				個人 コジン		森　広一		100																		個人		今泉　知沙		100

				個人 コジン		森　美鈴		100																		個人		今川　貴博		100

				個人 コジン		森　幹雄		100																		個人		今澤　昇吾		100

				個人 コジン		森　守		100																		個人		今城　大介		100

				個人 コジン		森　和雄		100																		個人		今仁　眞八郎		100

				個人 コジン		森井　信一		100																		個人		今田　大貴		100

				個人 コジン		森内　功		100																		個人		今富　亜美		100

				個人 コジン		森崎　晃		100																		個人		今西　裕子		100

				個人 コジン		森澤　昭二郎		100																		個人		今野　拓也		100

				個人 コジン		森島　雅子		100																		個人		今村　明治		100

				個人 コジン		森下　淳		100																		個人		今村　幸雄		100

				個人 コジン		森下　みか		100																		個人		今村　純子		100

				個人 コジン		森田　久美子		100																		個人		今村　徹也		100

				個人 コジン		森田　茂樹		100																		個人		今村　和聖		100

				個人 コジン		森田　誠司		100																		個人		妹尾　哲雄		100

				個人 コジン		森田　富夫		100																		個人		入倉　美沙希		100

				個人 コジン		森谷　一宏		100																		個人		入澤　直樹		100

				個人 コジン		森野　喜義		100																		個人		入部　利紀		100

				個人 コジン		森野　茂		100																		個人		色川　学		100

				個人 コジン		森本　啓二		100																		個人		岩井　嘉子		100

				個人 コジン		森本　博海		100																		個人		岩井　喜久雄		100

				個人 コジン		森実　智洋		100																		個人		岩井　邦康		100

				個人 コジン		森安　悦子		100																		個人		岩井　仁志		100

				個人 コジン		諸岡　好一		100																		個人		岩井　秀輔		100

				個人 コジン		ヤマモト　カナエ		100																		個人		岩井　昌弘		100

				個人 コジン		八木　雅子		100																		個人		岩上　英章		100

				個人 コジン		八代　敏		100																		個人		岩尾　憲人		100

				個人 コジン		八田　隆士		100																		個人		岩尾　真理子		100

				個人 コジン		八田　卓人		100																		個人		岩川　のり子		100

				個人 コジン		八田　勇三		100																		個人		岩切　啓二		100

				個人 コジン		矢尾板　宏		100																		個人		岩坂　栄司		100

				個人 コジン		矢倉　淳		100																		個人		岩崎　敦子		100

				個人 コジン		矢作　綾		100																		個人		岩崎　雄二		100

				個人 コジン		矢島　晃		100																		個人		岩崎　久生		100

				個人 コジン		矢島　良輔		100																		個人		岩崎　久哉		100

				個人 コジン		矢代　操		100																		個人		岩崎　洸大		100

				個人 コジン		矢田　六夫		100																		個人		岩崎　栄美子		100

				個人 コジン		矢津　千賀子		100																		個人		岩崎　隆貴		100

				個人 コジン		矢野　江里		100																		個人		岩崎　知寿		100

				個人 コジン		矢野　範行		100																		個人		岩崎　美和		100

				個人 コジン		矢野　義一		100																		個人		岩崎　由美子		100

				個人 コジン		安江　祐紀子		100																		個人		岩嵜　和成		100

				個人 コジン		安形　直浩		100																		個人		岩澤　恭子		100

				個人 コジン		安田　健人		100																		個人		岩重　幸之介		100

				個人 コジン		安田　謙一		100																		個人		岩城　賢悟		100

				個人 コジン		安田　伸矢		100																		個人		岩瀬　利徳		100

				個人 コジン		安田　文明		100																		個人		岩瀬　正敏		100

				個人 コジン		安達　祐輔		100																		個人		岩田　かち子		100

				個人 コジン		安達　和良		100																		個人		岩田　清		100

				個人 コジン		安並　健次		100																		個人		岩田　みどり		100

				個人 コジン		安部　愼二		100																		個人		岩田　靖子		100

				個人 コジン		安藤　佳永子		100																		個人		岩谷　達夫		100

				個人 コジン		安藤　聡		100																		個人		岩出　充弘		100

				個人 コジン		安藤　雅昭		100																		個人		岩永　郁雄		100

				個人 コジン		安藤　義教		100																		個人		岩永　健志		100

				個人 コジン		安藤　若葉		100																		個人		岩永　伸一		100

				個人 コジン		安保　克実		100																		個人		岩永　ゆかり		100

				個人 コジン		易平　寛信		100																		個人		岩波　慶一		100

				個人 コジン		保泉　喜代子		100																		個人		岩沼　克晃		100

				個人 コジン		保上　貴幸		100																		個人		岩橋　直大		100

				個人 コジン		保科　孝好		100																		個人		岩渕　雄		100

				個人 コジン		保田　勝哉		100																		個人		岩本　仁史		100

				個人 コジン		梁川　博光		100																		個人		岩本　知己		100

				個人 コジン		柳　友和		100																		個人		岩本　直美		100

				個人 コジン		柳澤　昌宏		100																		個人		岩本　直也		100

				個人 コジン		柳田　克也		100																		個人		岩本　博文		100

				個人 コジン		柳本　雄司		100																		個人		岩村　菊江		100

				個人 コジン		薮田　仁司		100																		個人		岩元　拓也		100

				個人 コジン		籔田　義和		100																		個人		卯野　華奈		100

				個人 コジン		藪中　大輔		100																		個人		宇井　崇		100

				個人 コジン		山池　輝晴		100																		個人		宇佐美　潤一		100

				個人 コジン		山上　乃武夫		100																		個人		宇佐美　真		100

				個人 コジン		山岡　功一		100																		個人		宇崎　啓太		100

				個人 コジン		山賀　勲		100																		個人		宇田川　真理		100

				個人 コジン		山川　楠永		100																		個人		宇田川　祐二		100

				個人 コジン		山川　真緒		100																		個人		宇多　秀樹		100

				個人 コジン		山岸　克幸		100																		個人		宇津　徹也		100

				個人 コジン		山岸　幸俊		100																		個人		宇津木　哲		100

				個人 コジン		山口　一幾		100																		個人		宇都宮　勝		100

				個人 コジン		山口　仁宏		100																		個人		宇野　勝利		100

				個人 コジン		山口　トミエ		100																		個人		宇野　純		100

				個人 コジン		山口　敏和		100																		個人		宇野　拓真		100

				個人 コジン		山口　直樹		100																		個人		宇野　博		100

				個人 コジン		山口　信一		100																		個人		鵜尾　元太		100

				個人 コジン		山口　元日		100																		個人		鵜飼　啓子		100

				個人 コジン		山口　陽平		100																		個人		鵜飼　健作		100

				個人 コジン		山之内　茂嗣		100																		個人		鵜飼　聡士		100

				個人 コジン		山崎　隆博		100																		個人		鵜川　剛		100

				個人 コジン		山崎　浩一		100																		個人		鵜川　修武		100

				個人 コジン		山崎　真一郎		100																		個人		上　友美		100

				個人 コジン		山崎　美幸		100																		個人		上遠野　雄太		100

				個人 コジン		山崎　美智子		100																		個人		上岡　八千代		100

				個人 コジン		山崎　靖夫		100																		個人		上木　淑子		100

				個人 コジン		山崎　裕美		100																		個人		上木原　輝彦		100

				個人 コジン		山里　憲一		100																		個人		上坂　賢治		100

				個人 コジン		山澤　章良		100																		個人		上阪　奈智子		100

				個人 コジン		山下　潔		100																		個人		上澤　裕之		100

				個人 コジン		山下　貞之		100																		個人		上城　進也		100

				個人 コジン		山下　茂		100																		個人		上田　麻衣		100

				個人 コジン		山下　昭一		100																		個人		上田　晃大		100

				個人 コジン		山下　博史		100																		個人		上田　哲生		100

				個人 コジン		山下　博也		100																		個人		上田　浩貴		100

				個人 コジン		山下　政則		100																		個人		上田　正人		100

				個人 コジン		山下　義友		100																		個人		上田　美希		100

				個人 コジン		山城　真一		100																		個人		上田　康陽		100

				個人 コジン		山田　欣徳		100																		個人		上田　祐子		100

				個人 コジン		山田　繁由		100																		個人		上田　洋子		100

				個人 コジン		山田　修		100																		個人		上田　良次		100

				個人 コジン		山田　聡子		100																		個人		上中　奈津希		100

				個人 コジン		山田　崇弘		100																		個人		上野　亜弓		100

				個人 コジン		山田　豊彦		100																		個人		上野　明美		100

				個人 コジン		山田　直弘		100																		個人		上野　薫		100

				個人 コジン		山田　晴洋		100																		個人		上野　智沙代		100

				個人 コジン		山田　勉		100																		個人		上野　眞二		100

				個人 コジン		山田　昌宏		100																		個人		上野　真由美		100

				個人 コジン		山田　美和		100																		個人		上野　雅弘		100

				個人 コジン		山田　妙子		100																		個人		上野　光太郎		100

				個人 コジン		山田　祐実		100																		個人		上野　和彦		100

				個人 コジン		山田　裕貴		100																		個人		上原　雄大		100

				個人 コジン		山田　優子		100																		個人		上原　邦仁		100

				個人 コジン		山田　吉徳		100																		個人		上原　良賢		100

				個人 コジン		山田　良明		100																		個人		上原　和仁		100

				個人 コジン		山田　類		100																		個人		上村　欣司		100

				個人 コジン		山中　健夫		100																		個人		上村　健		100

				個人 コジン		山中　修		100																		個人		上村　耕平		100

				個人 コジン		山中　伸爾		100																		個人		上村　菜々子		100

				個人 コジン		山中　誠		100																		個人		上村　晋平		100

				個人 コジン		山西　眞奈美		100																		個人		上村　哲也		100

				個人 コジン		山根　鉄郎		100																		個人		上村　道弘		100

				個人 コジン		山根　敏江		100																		個人		上村　泰生		100

				個人 コジン		山根　弘一		100																		個人		上森　加奈子		100

				個人 コジン		山根　道正		100																		個人		上山　三智子		100

				個人 コジン		山根　和明		100																		個人		上山　裕史		100

				個人 コジン		山藤　孝子		100																		個人		植木　絵里		100

				個人 コジン		山本　あずさ		100																		個人		植木　勲		100

				個人 コジン		山本　雄大		100																		個人		植木　宏輔		100

				個人 コジン		山本　希治		100																		個人		植田　貴彦		100

				個人 コジン		山本　清治		100																		個人		植田　貴裕		100

				個人 コジン		山本　慶以子		100																		個人		植田　慎也		100

				個人 コジン		山本　里子		100																		個人		植竹　文哉		100

				個人 コジン		山本　里沙		100																		個人		植西　祐		100

				個人 コジン		山本　治		100																		個人		植村　正樹		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		植村　優		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		浮田　泰秀		100

				個人 コジン		山本　渉		100																		個人		臼田　アン		100

				個人 コジン		山本　隆		100																		個人		臼田　健太郎		100

				個人 コジン		山本　丈人		100																		個人		内海　賢司		100

				個人 コジン		山本　武比古		100																		個人		内海　仙		100

				個人 コジン		山本　敏行		100																		個人		内田　大輔		100

				個人 コジン		山本　智正		100																		個人		内田　貴		100

				個人 コジン		山本　昇平		100																		個人		内田　啓智		100

				個人 コジン		山本　博通		100																		個人		内田　晃司		100

				個人 コジン		山本　秀雄		100																		個人		内田　千恵子		100

				個人 コジン		山本　浩功		100																		個人		内田　聡		100

				個人 コジン		山本　真一郎		100																		個人		内田　卓妙		100

				個人 コジン		山本　裕之		100																		個人		内田　陽子		100

				個人 コジン		山道　卿英		100																		個人		内田　朗久郎		100

				個人 コジン		山路　智		100																		個人		内谷　友厘英		100

				個人 コジン		山村　哲也		100																		個人		内藤　幸治		100

				個人 コジン		山村　靖子		100																		個人		内藤　渉		100

				個人 コジン		山室　真砂子		100																		個人		内藤　友梨		100

				個人 コジン		山脇　章治		100																		個人		内藤　真理子		100

				個人 コジン		山脇　美香		100																		個人		内藤　裕之		100

				個人 コジン		指野　俊浩		100																		個人		内山　明		100

				個人 コジン		横井　克士		100																		個人		内山　明彦		100

				個人 コジン		横井　哲郎		100																		個人		内山　香奈子		100

				個人 コジン		横尾　将司		100																		個人		内山　誠		100

				個人 コジン		横澤　容子		100																		個人		内山　正幸		100

				個人 コジン		横田　文昭		100																		個人		打田　博之		100

				個人 コジン		横野　啓一		100																		個人		海谷　清治		100

				個人 コジン		横山　茂樹		100																		個人		海野　英輔		100

				個人 コジン		横山　尚平		100																		個人		海野　操		100

				個人 コジン		横山　翔一		100																		個人		海野　和美		100

				個人 コジン		横山　彰裕		100																		個人		梅内　隆行		100

				個人 コジン		横山　竜介		100																		個人		梅澤　幸夫		100

				個人 コジン		横山　芳幸		100																		個人		梅澤　典子		100

				個人 コジン		吉井　隆彦		100																		個人		梅原　健一		100

				個人 コジン		吉尾　雅美		100																		個人		梅原　卓郎		100

				個人 コジン		吉岡　隆		100																		個人		梅村　晋一		100

				個人 コジン		吉岡　拓治		100																		個人		卜部　和子		100

				個人 コジン		吉岡　洋二		100																		個人		浦上　和之		100

				個人 コジン		吉川　大貴		100																		個人		浦川　悦子		100

				個人 コジン		吉川　貴之		100																		個人		浦木　恵子		100

				個人 コジン		吉川　靖邦		100																		個人		浦野　真澄		100

				個人 コジン		吉澤　満治		100																		個人		瓜生　豊英		100

				個人 コジン		吉澤　康夫		100																		個人		瓜生田　昇		100

				個人 コジン		吉澤　良実		100																		個人		漆畑　夏奈子		100

				個人 コジン		吉田　一男		100																		個人		漆原　彰紀		100

				個人 コジン		吉田　嘉一		100																		個人		漆原　光		100

				個人 コジン		吉田　学志		100																		個人		江川　正夫		100

				個人 コジン		吉田　賢司		100																		個人		江口　知行		100

				個人 コジン		吉田　幸一		100																		個人		江口　正次郎		100

				個人 コジン		吉田　淳之		100																		個人		江口　勇介		100

				個人 コジン		吉田　拓司		100																		個人		江熊　祐二		100

				個人 コジン		吉田　俊一		100																		個人		江波戸　香奈子		100

				個人 コジン		吉田　智		100																		個人		江端　秋幸		100

				個人 コジン		吉田　智彦		100																		個人		江橋　智大		100

				個人 コジン		吉田　直樹		100																		個人		江原　裕美		100

				個人 コジン		吉田　直子		100																		個人		江藤　慎治		100

				個人 コジン		吉田　典義		100																		個人		江藤　光紀		100

				個人 コジン		吉田　昌弘		100																		個人		江間　千代		100

				個人 コジン		吉田　昌美		100																		個人		江間　稔樹		100

				個人 コジン		吉田　美保子		100																		個人		江盛　博典		100

				個人 コジン		吉田　満彦		100																		個人		榎　優一		100

				個人 コジン		吉田　稔		100																		個人		榎田　裕久		100

				個人 コジン		吉田　陽一		100																		個人		榎本　英明		100

				個人 コジン		吉田　好惠		100																		個人		榎本　翔		100

				個人 コジン		吉竹　茂利		100																		個人		榎本　涼		100

				個人 コジン		吉富　康幸		100																		個人		遠田　光志		100

				個人 コジン		吉永　栄子		100																		個人		遠藤　麻美		100

				個人 コジン		吉永　鈴美		100																		個人		遠藤　健		100

				個人 コジン		吉永　誠		100																		個人		遠藤　誠		100

				個人 コジン		吉野　賢治		100																		個人		遠藤　聡		100

				個人 コジン		吉野　悟		100																		個人		遠藤　哲也		100

				個人 コジン		吉野　友貴		100																		個人		遠藤　利恵		100

				個人 コジン		吉野　由美		100																		個人		遠藤　智絵		100

				個人 コジン		吉本　直樹		100																		個人		遠藤　三郎		100

				個人 コジン		吉見　雄三		100																		個人		遠藤　光将		100

				個人 コジン		吉見　浩子		100																		個人		遠藤　ゆかり		100

				個人 コジン		吉村　俊一		100																		個人		遠藤　洋子		100

				個人 コジン		芳谷　英俊		100																		個人		遠峰　雅人		100

				個人 コジン		依田　寛		100																		個人		遠山　英明		100

				個人 コジン		樂満　眞知子		100																		個人		尾家　邦之		100

				個人 コジン		李　徳韶		100																		個人		尾形　真由美		100

				個人 コジン		劉　憲明		100																		個人		尾崎　伸敏		100

				個人 コジン		和泉　惠三		100																		個人		尾崎　千紗		100

				個人 コジン		和泉川　美代子		100																		個人		尾崎　聡子		100

				個人 コジン		和里　博保		100																		個人		尾崎　直幸		100

				個人 コジン		和田　享		100																		個人		尾崎　信介		100

				個人 コジン		和田　幸三		100																		個人		尾崎　眞由美		100

				個人 コジン		和田　迅		100																		個人		尾定　紗貴		100

				個人 コジン		和田　進		100																		個人		尾花　勲		100

				個人 コジン		和田　晴美		100																		個人		尾鼻　裕朗		100

				個人 コジン		若井　篤		100																		個人		尾原　義則		100

				個人 コジン		若木　輝彦		100																		個人		尾山　徹		100

				個人 コジン		若林　一之		100																		個人		緒方　啓介		100

				個人 コジン		若林　琢哉		100																		個人		緒方　豪人		100

				個人 コジン		若松　加代子		100																		個人		緒方　稔		100

				個人 コジン		若松　美佐		100																		個人		織田　光晴		100

				個人 コジン		脇　政雄		100																		個人		追分　満		100

				個人 コジン		脇坂　弘暢		100																		個人		王　俊傑		100

				個人 コジン		涌井　洋子		100																		個人		王生　紀子		100

				個人 コジン		鷲見　一郎		100																		個人		大井　雄吾		100

				個人 コジン		渡　祐貴		100																		個人		大井　弘恵		100

				個人 コジン		渡久地　政樹		100																		個人		大井　美佐子		100

				個人 コジン		渡部　誠		100																		個人		大井　靖子		100

				個人 コジン		渡部　尊		100																		個人		大家　嘉		100

				個人 コジン		渡部　眞由美		100																		個人		大石　雄己		100

				個人 コジン		渡邉　郁代		100																		個人		大石　晃裕		100

				個人 コジン		渡辺　一宏		100																		個人		大石　誠		100

				個人 コジン		渡邉　大洋		100																		個人		大石　浩三		100

				個人 コジン		渡辺　興三		100																		個人		大泉　優子		100

				個人 コジン		渡邊　希男		100																		個人		大内　清		100

				個人 コジン		渡辺　恭充		100																		個人		大内　輝子		100

				個人 コジン		渡辺　賢		100																		個人		大内　裕基		100

				個人 コジン		渡邉　孔太		100																		個人		大浦　菜都紀		100

				個人 コジン		渡辺　聡		100																		個人		大浦　茂		100

				個人 コジン		渡辺　岳		100																		個人		大浦　善博		100

				個人 コジン		渡邉　竜也		100																		個人		大浦　崇央		100

				個人 コジン		渡辺　民江		100																		個人		大江　道子		100

				個人 コジン		渡辺　俊明		100																		個人		大賀　一郎		100

				個人 コジン		渡邉　秀明		100																		個人		大門　佳弘		100

				個人 コジン		渡辺　正巳		100																		個人		大川　晃史		100

				個人 コジン		渡邉　保昌		100																		個人		大川　正廣		100

				個人 コジン		渡邊　裕美		100																		個人		大川　みほ		100

				個人 コジン		渡辺　洋人		100																		個人		大川　由美子		100

				個人 コジン		渡邊　亮		100																		個人		大河内　一憲		100

				個人 コジン		綿引　幸弘		100																		個人		大貫　雅美		100

				個人 コジン		亘理　文夫		100																		個人		大木　茂		100

				個人 コジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100																		個人		大木　浩		100

				個人 コジン		ＰＡＲＫ　ＳＵＮＪＵＮＧ		100																		個人		大木　義仁		100

				法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100																		個人		大喜多　亮		100

				法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100																		個人		大久保　俊彦		100

				法人 ホウジン		株式会社イチヤ		100																		個人		大久保　智之		100

				法人 ホウジン		有限会社伊勢浪商店		100																		個人		大國護　慧		100

				法人 ホウジン		株式会社オーエイチケー		100																		個人		大窪　剛宏		100

				法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100																		個人		大熊　富美子		100

				法人 ホウジン		株式会社国中環境開発		100																		個人		大越　百合枝		100

				法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100																		個人		大越　泰子		100

				法人 ホウジン		株式会社サムズアップ		100																		個人		大坂　隆征		100

				法人 ホウジン		さくらフォレスト株式会社		100																		個人		大阪谷　明美		100

				法人 ホウジン		株式会社さくらやま地所		100																		個人		大崎　浩		100

				法人 ホウジン		株式会社シーブリーズ・コンサルティング		100																		個人		大迫　涼太		100

				法人 ホウジン		株式会社Ｇａｉａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ		100																		個人		大澤　勝正		100

				法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100																		個人		大澤　幸也		100

				法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100																		個人		大澤　治亮		100

				法人 ホウジン		株式会社中央トラフィック・システム		100																		個人		大澤　俊		100

				法人 ホウジン		株式会社ＢｙｒｏｎＧｒａｐｈｉｃｓ		100																		個人		大澤　由人		100

				法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100																		個人		大澤　理恵子		100

				法人 ホウジン		藤島株式会社		100																		個人		大澤　了		100

				法人 ホウジン		合同会社前田商店		100																		個人		大鹿　志奈		100

				法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100																		個人		大島　千明		100

				法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100																		個人		大島　康臣		100

				機関 キカン		廣田証券株式会社		95																		個人		大下　航輝		100

				個人 コジン		千葉　祥子		11																		個人		大城　正哉		100

				個人 コジン		亀井　文夫		10																		個人		大城　悠人		100

				個人 コジン		根岸　伸明		10																		個人		大隅　悠司		100

				個人 コジン		植原　暢哉		8																		個人		大隅　芳枝		100

				個人 コジン		澁谷　恵宜		8																		個人		太田　明子		100

				個人 コジン		若松　義男		8																		個人		太田　久仁子		100

				個人 コジン		宇賀神　稔		5																		個人		太田　隆裕		100

				個人 コジン		川端　義光		5																		個人		太田　匡		100

				個人 コジン		原　泰之		5																		個人		大田　哲也		100

				個人 コジン		森岡　茂		4																		個人		太田　博		100

				個人 コジン		伊藤　高広		3																		個人		太田　三枝子		100

				個人 コジン		加藤　真由美		3																		個人		太田　靖人		100

				個人 コジン		三村　晃平		2																		個人		太田　和英		100

				個人 コジン		後藤　英文		1																		個人		大竹　克宜		100

				個人 コジン		寺尾　雅子		1																		個人		大谷　昇		100

				個人 コジン		中井　健二		1																		個人		大地　潤一		100

				個人 コジン		湯原　悠太		1																		個人		大地　義治		100

								12,977,900																		個人		大津　圭吾		100

																										個人		大津　健一		100

																										個人		大塚　克己		100

																										個人		大塚　健司		100

																										個人		大塚　滋		100

																										個人		大塚　重希		100

																										個人		大塚　純		100

																										個人		大塚　祥一		100

																										個人		大塚　崇史		100

																										個人		大塚　致雅子		100

																										個人		大塚　博司		100

																										個人		大塚　浩美		100

																										個人		大塚　妙		100

																										個人		大槻　成		100

																										個人		大坪　督政		100

																										個人		大友　由臣		100

																										個人		大西　隆昭		100

																										個人		大西　浩司		100

						小計（法人でない団体）																				個人		大西　眞博		100

																										個人		大西　洋介		100

																										個人		大庭　栞		100

																										個人		大庭　行正		100

																										個人		大沼田　靖之		100

																										個人		大野　雄輔		100

																										個人		大野　克明		100

																										個人		大野　勝利		100

																										個人		大野　貴光		100

																										個人		大野　孝久		100

																										個人		大野　長良		100

																										個人		大野　浩一		100

																										個人		大野　裕哉		100

																										個人		大羽　友希子		100

																										個人		大場　賢一		100

																										個人		大場　誠也		100

																										個人		大塲　保之		100

																										個人		大橋　亜弥子		100

																										個人		大橋　麻実		100

						小計（証券会社　　　）																				個人		大橋　絵理子		100

																										個人		大橋　永志		100

																										個人		大橋　昌史		100

																										個人		大橋　康平		100

																										個人		大畑　晴香		100

																										個人		大林　公代		100

																										個人		大林　友希子		100

																										個人		大本　高志		100

																										個人		大松　雄次		100

																										個人		大溝　純		100

																										個人		大村　啓介		100

																										個人		大村　弘文		100

																										個人		大桃　公樹		100

																										個人		大森　一賢		100

																										個人		大森　隆志		100

																										個人		大森　利明		100

																										個人		大森　文雄		100

																										個人		大森　裕子		100

																										個人		大山　典子		100

						小計（証券金融　　　）																				個人		大山　和幸		100

																										個人		太郎丸　悦章		100

																										個人		大和田　邦明		100

																										個人		大和田　真		100

																										個人		岡　紀彦		100

																										個人		岡崎　顯成		100

																										個人		岡崎　俊二		100

																										個人		岡崎　豊		100

																										個人		岡澤　輝幸		100

																										個人		岡島　健		100

																										個人		岡田　慧美		100

																										個人		岡田　英幸		100

																										個人		岡田　勝利		100

																										個人		岡田　清		100

																										個人		岡田　耕一郎		100

																										個人		岡田　慎也		100

																										個人		岡田　整治		100

																										個人		岡田　たか子		100

																										個人		岡田　武		100

						小計（信託銀行　　　）																				個人		岡田　禎子		100

																										個人		岡田　朋子		100

																										個人		岡田　宏		100

																										個人		岡田　雅恵		100

																										個人		岡田　雅文		100

																										個人		岡田　美秀子		100

																										個人		岡田　光浩		100

																										個人		岡田　裕明		100

																										個人		岡野　直臣		100

																										個人		岡野　秀人		100

																										個人		岡野　光孝		100

																										個人		岡橋　智也		100

																										個人		岡部　壮真		100

																										個人		岡部　達夫		100

																										個人		岡本　茜		100

																										個人		岡本　明憲		100

																										個人		岡本　明博		100

																										個人		岡本　恵理子		100

																										個人		岡本　薫		100

						小計（一般法人　　　）																				個人		岡本　貴彦		100

																										個人		岡本　紗江		100

																										個人		岡本　慎悟		100

																										個人		岡本　辰徳		100

																										個人		岡本　朋子		100

																										個人		岡本　智晴		100

																										個人		岡本　豊		100

																										個人		岡本　昌樹		100

																										個人		岡本　充史		100

																										個人		岡本　裕也		100

																										個人		岡峰　聡一		100

																										個人		岡村　一徳		100

																										個人		岡村　謙太郎		100

																										個人		岡村　彩乃		100

																										個人		岡村　千春		100

																										個人		岡村　直樹		100

																										個人		岡村　直人		100

																										個人		岡森　健太		100

																										個人		岡安　亮		100

						小計（非居住外国法人）																				個人		岡山　金平		100

																										個人		岡山　拓人		100

																										個人		沖石　直也		100

																										個人		沖津　亜由美		100

																										個人		沖山　豊		100

																										個人		荻野　真理		100

																										個人		荻野　朗		100

																										個人		荻原　柊羽		100

																										個人		置田　豊		100

																										個人		奥　大樹		100

																										個人		奥　和也		100

																										個人		奥井　章文		100

																										個人		奥居　純子		100

																										個人		奥田　豊		100

																										個人		奥田　直哉		100

																										個人		奥田　昌弘		100

																										個人		奥谷　正宏		100

																										個人		奥峪　一夫		100

																										個人		奥野　啓太		100

						小計（非居住外国人　）																				個人		奥平　茂美		100

																										個人		奥藤　亨		100

																										個人		奥本　雅之		100

																										個人		奥村　慎亮		100

																										個人		奥村　節子		100

																										個人		奥村　辰八		100

																										個人		奥村　康紀		100

																										個人		奥山　裕史		100

																										個人		桶作　敏之		100

																										個人		落合　樹一		100

																										個人		落合　正啓		100

																										個人		落部　厚志		100

																										個人		鬼頭　暁美		100

																										個人		鬼頭　伸彰		100

																										個人		鬼頭　宏		100

																										個人		折茂　尊		100

																										個人		折原　悠斗		100

																										個人		加賀谷　一正		100

																										個人		加苅　秀樹		100

						小計（非居住邦人　　）																				個人		加川　巧太		100

																										個人		加島　晴景		100

																										個人		加瀬　宏		100

																										個人		加納　千織		100

																										個人		加福　宗徳		100

																										個人		加藤　茜		100

																										個人		加藤　雄太		100

																										個人		加藤　大		100

																										個人		加藤　太一		100

																										個人		加藤　大樹		100

																										個人		加藤　亨		100

																										個人		加藤　慶子		100

																										個人		加藤　健斗		100

																										個人		加藤　孝祐		100

																										個人		加藤　史人		100

																										個人		加藤　周平		100

																										個人		加藤　修		100

																										個人		加藤　慎也		100

																										個人		加藤　誠		100

						小計（居住外国人　　）																				個人		加藤　誠		100

																										個人		加藤　拓真		100

																										個人		加藤　知佐子		100

																										個人		加藤　稚菜		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　敏子		100

																										個人		加藤　直也		100

																										個人		加藤　博信		100

																										個人		加藤　文彦		100

																										個人		加藤　奉子		100

																										個人		加藤　真吾		100

																										個人		加藤　真史		100

																										個人		加藤　真由美		100

																										個人		加藤　正智		100

																										個人		加藤　美奈子		100

																										個人		加藤　ゆみ子		100

																										個人		加藤　勇樹		100

						合計																				個人		加藤　誉枝大		100

																										個人		加藤　洋		100

																										個人		加藤　諒		100

																										個人		加行　孝之		100

																										個人		香島　雄一郎		100

																										個人		賀集　亮太		100

																										個人		嘉祥寺　麻実		100

																										個人		嘉藤　裕一		100

																										個人		柿田　剛志		100

																										個人		柿沼　貴広		100

																										個人		柿沼　直樹		100

																										個人		柿葉　大地		100

																										個人		柿原　諒		100

																										個人		蔭西　知子		100

																										個人		笠井　亜希子		100

																										個人		笠井　里紗		100

																										個人		笠井　里帆		100

																										個人		笠井　肇		100

																										個人		笠井　涼馬		100

																										個人		笠野　幹人		100

																										個人		笠原　綾乃		100

																										個人		笠原　一仁		100

																										個人		笠原　秀喜		100

																										個人		笠原　浩司		100

																										個人		笠原　真実		100

																										個人		笠原　務		100

																										個人		柏　照太郎		100

																										個人		柏原　信也		100

																										個人		栢原　正純		100

																										個人		柁原　玲奈		100

																										個人		梶田　真人		100

																										個人		梶野　雅之		100

																										個人		梶原　恒明		100

																										個人		梶村　恵子		100

																										個人		楫　喜博		100

																										個人		樫原　孝之		100

																										個人		樫村　尚		100

																										個人		樫村　宗人		100

																										個人		樫村　ちひろ		100

																										個人		樫村　博		100

																										個人		樫村　和香		100

																										個人		糟谷　佐保里		100

																										個人		糟谷　隆		100

																										個人		片岡　修		100

																										個人		片岡　昌樹		100

																										個人		片岡　光夫		100

																										個人		片桐　幸代		100

																										個人		片桐　良明		100

																										個人		片平　信行		100

																										個人		片山　勝博		100

																										個人		片山　邦秀		100

																										個人		片山　善和		100

																										個人		片山　俊一		100

																										個人		片山　朋子		100

																										個人		片山　松之		100

																										個人		片山　裕史		100

																										個人		形谷　和則		100

																										個人		形野　元彦		100

																										個人		勝井　寿一		100

																										個人		勝俣　文秋		100

																										個人		門田　侑也		100

																										個人		門奈　由記		100

																										個人		門藤　正樹		100

																										個人		門脇　宏		100

																										個人		門脇　亮太		100

																										個人		蟹江　吉弘		100

																										個人		金　月仙		100

																										個人		金　雅子		100

																										個人		金井　郁雄		100

																										個人		金井　拓也		100

																										個人		金井　弘幸		100

																										個人		金岡　京平		100

																										個人		金岡　秀之		100

																										個人		金岡　真央		100

																										個人		金岡　保彦		100

																										個人		金子　愛		100

																										個人		金子　健		100

																										個人		金子　琴鶴栄		100

																										個人		金子　順子		100

																										個人		金子　仁		100

																										個人		金子　誠哉		100

																										個人		金子　高尚		100

																										個人		金子　富久栄		100

																										個人		金子　真弓		100

																										個人		金子　政弘		100

																										個人		金子　桃香		100

																										個人		金子　和彦		100

																										個人		金澤　訓		100

																										個人		金沢　建鉄		100

																										個人		金澤　安彦		100

																										個人		金須　幸広		100

																										個人		金野　光成		100

																										個人		金野　和		100

																										個人		金平　浩一		100

																										個人		金丸　茂男		100

																										個人		金丸　弓月		100

																										個人		金光　啓佑		100

																										個人		金村　聖浩		100

																										個人		金森　恭子		100

																										個人		金森　尚弘		100

																										個人		金山　紘明		100

																										個人		兼子　明		100

																										個人		兼田　充		100

																										個人		兼松　佐知子		100

																										個人		釜木　悦子		100

																										個人		蒲原　譲司		100

																										個人		鎌田　啓次		100

																										個人		鎌田　幸男		100

																										個人		鎌田　雅史		100

																										個人		鎌田　裕樹		100

																										個人		鎌田　亮		100

																										個人		神澤　龍二		100

																										個人		神田　聡一郎		100

																										個人		神田　和政		100

																										個人		神立　慶子		100

																										個人		神谷　綾		100

																										個人		神谷　桂佑		100

																										個人		神原　秀仁		100

																										個人		神本　恒雄		100

																										個人		神宮司　晃		100

																										個人		神山　みどり		100

																										個人		神行　国博		100

																										個人		亀井　一孝		100

																										個人		亀井　菜月		100

																										個人		亀岡　裕子		100

																										個人		亀甲　陽平		100

																										個人		亀田　亜也子		100

																										個人		亀田　雅史		100

																										個人		亀田　祐一郎		100

																										個人		亀田　由梨奈		100

																										個人		甕岡　紘幸		100

																										個人		鴨志田　崇人		100

																										個人		鴨田　隆		100

																										個人		萱野　政紀		100

																										個人		柄澤　大		100

																										個人		刈谷　英夫		100

																										個人		狩野　裕将		100

																										個人		輕部　令		100

																										個人		川井　信和		100

																										個人		川井　良介		100

																										個人		川井田　英明		100

																										個人		川上　貴敏		100

																										個人		川上　久和		100

																										個人		川上　隆三		100

																										個人		川上　芳枝		100

																										個人		川岸　完次		100

																										個人		川口　貴文		100

																										個人		川口　京子		100

																										個人		川口　圭治		100

																										個人		川口　哲史		100

																										個人		川口　扶展		100

																										個人		川口　実苗		100

																										個人		川口　充展		100

																										個人		川合　紀歌		100

																										個人		川合　崇之		100

																										個人		川越　眞紀		100

																										個人		川嵜　悦子		100

																										個人		川崎　悦郎		100

																										個人		川崎　久美子		100

																										個人		川崎　佳孝		100

																										個人		川崎　寿夫		100

																										個人		川崎　誠		100

																										個人		川崎　真由美		100

																										個人		川崎　光代		100

																										個人		川崎　優史		100

																										個人		川崎　洋		100

																										個人		川島　あかり		100

																										個人		川嶋　佳久		100

																										個人		川島　拓也		100

																										個人		川島　徹		100

																										個人		川島　智之		100

																										個人		川嶋　陽子		100

																										個人		川田　麻優子		100

																										個人		川田　伊織		100

																										個人		川田　功		100

																										個人		川田　浩文		100

																										個人		川田　陽子		100

																										個人		川瀧　利之		100

																										個人		川津　清		100

																										個人		川出　真依		100

																										個人		川中　咲希		100

																										個人		川西　諭		100

																										個人		川野　和也		100

																										個人		川端　賢彦		100

																										個人		川端　淳子		100

																										個人		川畑　明博		100

																										個人		川畑　浩一		100

																										個人		川原　みちよ		100

																										個人		川部　純男		100

																										個人		川辺　英俊		100

																										個人		川本　麻衣子		100

																										個人		川本　直樹		100

																										個人		川真田　恵子		100

																										個人		川又　義雄		100

																										個人		川俣　和博		100

																										個人		川村　拓也		100

																										個人		川村　俊彦		100

																										個人		川村　昇		100

																										個人		川村　典明		100

																										個人		河内　英人		100

																										個人		河合　克彦		100

																										個人		河合　環		100

																										個人		河合　友江		100

																										個人		河合　秀樹		100

																										個人		河合　美芽		100

																										個人		河合　柳之介		100

																										個人		河合　良治		100

																										個人		河島　省朗		100

																										個人		河田　奈美		100

																										個人		河野　幸恵		100

																										個人		河野　高志		100

																										個人		河野　博道		100

																										個人		河野　真美子		100

																										個人		河野　好統		100

																										個人		河端　則好		100

																										個人		河本　英明		100

																										個人		河邑　政彦		100

																										個人		河村　新		100

																										個人		河村　雄太		100

																										個人		河村　剛至		100

																										個人		河村　和夫		100

																										個人		乾　旭秀		100

																										個人		乾　年雄		100

																										個人		木内　英仁		100

																										個人		木内　久子		100

																										個人		木内　賢		100

																										個人		木内　幸恵		100

																										個人		木内　俊介		100

																										個人		木内　真澄		100

																										個人		木川田　千尋		100

																										個人		木坂　ますみ		100

																										個人		木島　好得		100

																										個人		木下　嘉月		100

																										個人		木下　祥吾		100

																										個人		木下　善夫		100

																										個人		木下　利之		100

																										個人		木下　智之		100

																										個人		木下　直也		100

																										個人		木下　靖啓		100

																										個人		木須　康一郎		100

																										個人		木田　節子		100

																										個人		木谷　哲夫		100

																										個人		木谷　祐之		100

																										個人		木継　まゆみ		100

																										個人		木幡　千義		100

																										個人		木原　武弘		100

																										個人		木原　優太		100

																										個人		木原　和矢		100

																										個人		木船　京子		100

																										個人		木古　明彦		100

																										個人		木本　千里		100

																										個人		木村　明子		100

																										個人		木村　敦浩		100

																										個人		木村　逸郎		100

																										個人		木村　紀之		100

																										個人		木村　啓一		100

																										個人		木村　賢二郎		100

																										個人		木村　護		100

																										個人		木村　尚貴		100

																										個人		木村　晋哉		100

																										個人		木村　成暁		100

																										個人		木村　泰樹		100

																										個人		木村　和弘		100

																										個人		木元　雄一朗		100

																										個人		枳穀　美佐子		100

																										個人		黄瀬　恵美子		100

																										個人		喜瀬　佑貴		100

																										個人		喜多　竜介		100

																										個人		喜羽　宏明		100

																										個人		喜良　美都里		100

																										個人		樹下　隼人		100

																										個人		菊池　健一		100

																										個人		菊池　修平		100

																										個人		菊池　淳		100

																										個人		菊池　裕二		100

																										個人		菊地　孝行		100

																										個人		菊地　智史		100

																										個人		菊地　祐真		100

																										個人		菊地　優希		100

																										個人		菊本　美江		100

																										個人		菊村　武		100

																										個人		岸　和孝		100

																										個人		岸下　昇平		100

																										個人		岸田　節子		100

																										個人		岸田　稔子		100

																										個人		岸野　聡		100

																										個人		岸和田　哲		100

																										個人		北浦　康次		100

																										個人		北川　淳一		100

																										個人		北川　智子		100

																										個人		北川　浩明		100

																										個人		北川　正弘		100

																										個人		北川　雅典		100

																										個人		北川　誉人		100

																										個人		北口　穂乃美		100

																										個人		北澤　涼介		100

																										個人		北島　靖久		100

																										個人		北田　昌宏		100

																										個人		北谷　嘉伸		100

																										個人		北野　伊知郎		100

																										個人		北林　勝義		100

																										個人		北原　一也		100

																										個人		北原　里香		100

																										個人		北原　真行		100

																										個人		北原　悠平		100

																										個人		北村　金雄		100

																										個人		北村　基成		100

																										個人		北村　隆		100

																										個人		北村　隆幸		100

																										個人		北村　秀樹		100

																										個人		北村　昌大		100

																										個人		北守　久美子		100

																										個人		絹川　耕二		100

																										個人		君島　宜己		100

																										個人		清　一哲		100

																										個人		清田　祥平		100

																										個人		清田　俊介		100

																										個人		清武　三千子		100

																										個人		清塚　勝		100

																										個人		清水　敦夫		100

																										個人		清水　一静		100

																										個人		清水　一博		100

																										個人		清水　雄樹		100

																										個人		清水　学		100

																										個人		清水　喜久子		100

																										個人		清水　孝彰		100

																										個人		清水　晃汰		100

																										個人		清水　栄治		100

																										個人		清水　栄伸		100

																										個人		清水　茂勇		100

																										個人		清水　隆行		100

																										個人		清水　鉄也		100

																										個人		清水　利憲		100

																										個人		清水　智裕		100

																										個人		清水　豊晴		100

																										個人		清水　秀男		100

																										個人		清水　弘也		100

																										個人		清水　幹也		100

																										個人		清水　康司		100

																										個人		清水　康成		100

																										個人		清水　祐二		100

																										個人		清水　優子		100

																										個人		清水　良一		100

																										個人		清水　理史		100

																										個人		清水　和広		100

																										個人		切明　貴宏		100

																										個人		桐原　さわ子		100

																										個人		桐原　理		100

																										個人		九鬼　大樹		100

																										個人		久代　康夫		100

																										個人		久次米　正博		100

																										個人		久常　健太郎		100

																										個人		久斗　佐智子		100

																										個人		久冨　佳恵		100

																										個人		久野　友裕		100

																										個人		久場　良太		100

																										個人		久本　晃三		100

																										個人		久安　浩文		100

																										個人		久保　克人		100

																										個人		久保　久仁男		100

																										個人		久保　哲司		100

																										個人		久保　信雄		100

																										個人		久保　秀明		100

																										個人		久保　美次		100

																										個人		久保　裕則		100

																										個人		久保田　厚美		100

																										個人		久保田　一冴		100

																										個人		久保田　雄介		100

																										個人		久保田　加津子		100

																										個人		久保田　旬		100

																										個人		久保田　直樹		100

																										個人		久保田　雪美		100

																										個人		久保田　陽亮		100

																										個人		久保田　芳宏		100

																										個人		久保田　涼奈		100

																										個人		工藤　啓太		100

																										個人		工藤　啓嗣		100

																										個人		工藤　健介		100

																										個人		工藤　孔毅		100

																										個人		工藤　晃		100

																										個人		工藤　浩睦		100

																										個人		工藤　文		100

																										個人		工藤　望絵		100

																										個人		草野　功		100

																										個人		鯨岡　洋		100

																										個人		葛西　友樹		100

																										個人		楠　時恵		100

																										個人		楠　芳男		100

																										個人		楠原　潤也		100

																										個人		口地　崇之		100

																										個人		朽名　和成		100

																										個人		國柄　努		100

																										個人		国司　侑吾		100

																										個人		國友　誠人		100

																										個人		國場　大貴		100

																										個人		國廣　瑞樹		100

																										個人		國分　友貴		100

																										個人		椚原　隆		100

																										個人		窪津　保治		100

																										個人		窪野　秀美		100

																										個人		隈河　努志		100

																										個人		隈部　淳子		100

																										個人		隈部　絢子		100

																										個人		熊木　正幸		100

																										個人		熊崎　悟		100

																										個人		熊谷　精		100

																										個人		熊野　諭美		100

																										個人		粂　武		100

																										個人		倉　浩二		100

																										個人		倉井　健		100

																										個人		倉上　正義		100

																										個人		倉田　敏郎		100

																										個人		倉田　泰樹		100

																										個人		倉橋　敬		100

																										個人		倉本　勤也		100

																										個人		倉持　京子		100

																										個人		倉持　繁雄		100

																										個人		蔵薗　俊明		100

																										個人		蔵所　一彦		100

																										個人		栗崎　美嘉		100

																										個人		栗島　大輔		100

																										個人		栗嶋　慎一		100

																										個人		栗栖　悠起		100

																										個人		栗田　瞬		100

																										個人		栗林　孝行		100

																										個人		栗林　由人		100

																										個人		栗原　久美子		100

																										個人		栗原　健次		100

																										個人		栗原　茂喜		100

																										個人		栗原　裕子		100

																										個人		栗又　孝徳		100

																										個人		栗山　幹夫		100

																										個人		来栖　茂		100

																										個人		来住野　文雄		100

																										個人		来山　定寿		100

																										個人		車谷　瞳		100

																										個人		榑松　純一		100

																										個人		黒岩　ゆかり		100

																										個人		黒金　栄子		100

																										個人		黒川　綾子		100

																										個人		黒川　美恵子		100

																										個人		黒川　由佳		100

																										個人		黒木　洋一		100

																										個人		黒坂　英樹		100

																										個人		黒崎　裕行		100

																										個人		黒崎　凌馬		100

																										個人		黒澤　千晴		100

																										個人		黒住　宰		100

																										個人		黒田　幸浩		100

																										個人		黒田　知彦		100

																										個人		黒田　俊行		100

																										個人		黒田　智生		100

																										個人		黒沼　史宜		100

																										個人		黒部　拓也		100

																										個人		桑内　和人		100

																										個人		桑木　一成		100

																										個人		桑島　麿加		100

																										個人		桑田　香子		100

																										個人		桑田　利光		100

																										個人		桑田　芳子		100

																										個人		桑名　佳明		100

																										個人		桑原　喜之		100

																										個人		桑原　敏一		100

																										個人		桑原　殿		100

																										個人		桑原　正史		100

																										個人		桑山　明美		100

																										個人		桑山　敦司		100

																										個人		鍬田　康平		100

																										個人		毛利　司		100

																										個人		毛呂　優太		100

																										個人		權田　広樹		100

																										個人		小池　恵		100

																										個人		小池　英人		100

																										個人		小池　仁洋		100

																										個人		小池　宏樹		100

																										個人		小池　芳夫		100

																										個人		小石　隆子		100

																										個人		小石　好美		100

																										個人		小泉　親彦		100

																										個人		小泉　紀子		100

																										個人		小泉　沙織		100

																										個人		小泉　俊次		100

																										個人		小板　英男		100

																										個人		小浦方　直人		100

																										個人		小尾　美穂		100

																										個人		小笠原　真歩		100

																										個人		小笠原　雅人		100

																										個人		小方　陽介		100

																										個人		小川　有貴		100

																										個人		小川　海渡		100

																										個人		小川　勤		100

																										個人		小川　利希也		100

																										個人		小川　俊雄		100

																										個人		小川　正則		100

																										個人		小川　正範		100

																										個人		小川　ミヨ子		100

																										個人		小川　美貴		100

																										個人		小川　祐樹		100

																										個人		小河　香織		100

																										個人		小木曽　健太朗		100

																										個人		小木曽　広美		100

																										個人		小清水　栄治		100

																										個人		小久江　一郎		100

																										個人		小口　亜里紗		100

																										個人		小口　秀仁		100

																										個人		小倉　規彰		100

																										個人		小倉　浩則		100

																										個人		小倉　優太		100

																										個人		小栗　道秋		100

																										個人		小坂　一也		100

																										個人		小坂　等		100

																										個人		小坂　由美子		100

																										個人		小崎　三鶴		100

																										個人		小笹　史登		100

																										個人		小澤　恭子		100

																										個人		小澤　節子		100

																										個人		小澤　武平		100

																										個人		小澤　玲		100

																										個人		小椎葉　竜太		100

																										個人		小島　孝俊		100

																										個人		小島　純		100

																										個人		小島　幹也		100

																										個人		小嶋　祐史		100

																										個人		小島　裕史		100

																										個人		小城　直子		100

																										個人		小菅　直人		100

																										個人		小瀬谷　光夫		100

																										個人		小関　学		100

																										個人		小関　里奈		100

																										個人		小田　悦子		100

																										個人		小田　大貴		100

																										個人		小田　敏明		100

																										個人		小田原　洋志		100

																										個人		小鷹狩　昭吾		100

																										個人		小谷　京子		100

																										個人		小谷　直道		100

																										個人		小谷　暢明		100

																										個人		小玉　哲也		100

																										個人		小積　克義		100

																										個人		小出　唯登		100

																										個人		小出　博和		100

																										個人		小寺　伸幸		100

																										個人		小鳥居　結子		100

																										個人		小鳥居　隆		100

																										個人		小中野　翔平		100

																										個人		小長井　季継		100

																										個人		小長谷　友幸		100

																										個人		小西　紀男		100

																										個人		小西　喜久夫		100

																										個人		小西　啓策		100

																										個人		小西　慶三		100

																										個人		小西　健太		100

																										個人		小西　善之		100

																										個人		小西　秀宜		100

																										個人		小西　秀彦		100

																										個人		小西　雅彦		100

																										個人		小西　美貴		100

																										個人		小西　康代		100

																										個人		小西　洋機		100

																										個人		小野　可愛		100

																										個人		小野　幸司		100

																										個人		小野　幸彦		100

																										個人		小野　敏明		100

																										個人		小野　智之		100

																										個人		小野　広之		100

																										個人		小野　泰憲		100

																										個人		小野　勇		100

																										個人		小野　玲子		100

																										個人		小野川　裕太郎		100

																										個人		小野木　巳奈		100

																										個人		小野澤　京平		100

																										個人		小野沢　龍洋		100

																										個人		小野島　久実子		100

																										個人		小野塚　岳文		100

																										個人		小野塚　昇		100

																										個人		小幡　愛子		100

																										個人		小幡　康男		100

																										個人		小林　一彦		100

																										個人		小林　慧祐		100

																										個人		小林　英之		100

																										個人		小林　英里子		100

																										個人		小林　寛		100

																										個人		小林　紀子		100

																										個人		小林　貴		100

																										個人		小林　久剛		100

																										個人		小林　佳代		100

																										個人		小林　敬佳		100

																										個人		小林　敬弘		100

																										個人		小林　栄一		100

																										個人		小林　栄二		100

																										個人		小林　繁		100

																										個人		小林　淳子		100

																										個人		小林　渉		100

																										個人		小林　千秋		100

																										個人		小林　園子		100

																										個人		小林　利七		100

																										個人		小林　豊		100

																										個人		小林　奈々		100

																										個人		小林　奈々絵		100

																										個人		小林　直美		100

																										個人		小林　信之		100

																										個人		小林　広祈		100

																										個人		小林　正和		100

																										個人		小林　美沙		100

																										個人		小林　美千代		100

																										個人		小林　勇太		100

																										個人		小林　勇人		100

																										個人		小林　洋介		100

																										個人		小林　吉隆		100

																										個人		小林　玲子		100

																										個人		小林　和宏		100

																										個人		小原　一貴		100

																										個人		小原　和裕		100

																										個人		小桧山　博		100

																										個人		小平　千尋		100

																										個人		小堀　直美		100

																										個人		小堀　義和		100

																										個人		小前　栄治		100

																										個人		小松　清		100

																										個人		小松　秀法		100

																										個人		小松　百合子		100

																										個人		小松　弘治		100

																										個人		小松原　学		100

																										個人		小豆澤　和秀		100

																										個人		小見　由美子		100

																										個人		小宮　孝文		100

																										個人		小宮山　実		100

																										個人		小椋　秀明		100

																										個人		小村　俊平		100

																										個人		小室　峰代		100

																										個人		小森　実		100

																										個人		小森　洋子		100

																										個人		小森田　怜史		100

																										個人		小柳　敬右		100

																										個人		小柳　美和子		100

																										個人		小柳　峯夫		100

																										個人		小柳　裕介		100

																										個人		小山　綾子		100

																										個人		小山　賢司		100

																										個人		小山　史朗		100

																										個人		小山　純一		100

																										個人		小山　浩史		100

																										個人		小山　真奈人		100

																										個人		小山　光雄		100

																										個人		小山　源太		100

																										個人		小山　裕貴		100

																										個人		五明　基泰		100

																										個人		五香　宏幸		100

																										個人		五木田　亘裕		100

																										個人		五十嵐　健		100

																										個人		五十嵐　健一		100

																										個人		五十嵐　淳		100

																										個人		五十嵐　卓		100

																										個人		五十嵐　利行		100

																										個人		五十嵐　晴香		100

																										個人		五月女　陽		100

																										個人		児玉　大輝		100

																										個人		兒玉　卓也		100

																										個人		児玉　哲也		100

																										個人		後藤　秋人		100

																										個人		後藤　大輔		100

																										個人		後藤　勝壽		100

																										個人		後藤　圭子		100

																										個人		後藤　壽恵		100

																										個人		後藤　純也		100

																										個人		後藤　昭		100

																										個人		後藤　紹元		100

																										個人		後藤　忠利		100

																										個人		後藤　照道		100

																										個人		後藤　正樹		100

																										個人		後藤　守男		100

																										個人		後藤　裕司		100

																										個人		後宮　信美		100

																										個人		合田　かこ		100

																										個人		合田　智恵子		100

																										個人		合田　美帆		100

																										個人		幸田　糸布		100

																										個人		幸長　弘樹		100

																										個人		幸山　法子		100

																										個人		郷古　恭平		100

																										個人		纐纈　佳世子		100

																										個人		越川　真一		100

																										個人		越田　普之		100

																										個人		越智　邦男		100

																										個人		越智　岳也		100

																										個人		駒田　公孝		100

																										個人		駒田　秀幸		100

																										個人		米　卓哉		100

																										個人		米内山　慶太		100

																										個人		米川　州紀		100

																										個人		米川　芳男		100

																										個人		米倉　拓矢		100

																										個人		米田　拓朗		100

																										個人		米田　美貴子		100

																										個人		米田　和子		100

																										個人		米丸　龍樹		100

																										個人		米光　信彦		100

																										個人		米屋　靖子		100

																										個人		近藤　雄助		100

																										個人		近藤　基		100

																										個人		近藤　基了		100

																										個人		近藤　毅		100

																										個人		近藤　慶英		100

																										個人		近藤　憲介		100

																										個人		近藤　剛		100

																										個人		近藤　佐代子		100

																										個人		近藤　祥平		100

																										個人		近藤　伸司		100

																										個人		近藤　善一		100

																										個人		近藤　宗一郎		100

																										個人		近藤　卓		100

																										個人		近藤　豊		100

																										個人		近藤　ふさへ		100

																										個人		近藤　文		100

																										個人		近藤　美喜子		100

																										個人		近藤　光夫		100

																										個人		近藤　佑星		100

																										個人		近藤　礼志		100

																										個人		佐川　純子		100

																										個人		佐川　敏幸		100

																										個人		佐川　朋也		100

																										個人		佐川　雅之		100

																										個人		佐久川　洋子		100

																										個人		佐久本　喜誠		100

																										個人		佐久間　慶		100

																										個人		佐瀬　健一		100

																										個人		佐野　明江		100

																										個人		佐野　有起		100

																										個人		佐野　賀与		100

																										個人		佐野　幸広		100

																										個人		佐野　司朗		100

																										個人		佐野　正太郎		100

																										個人		佐野　美奈		100

																										個人		佐伯　有実子		100

																										個人		佐伯　節子		100

																										個人		佐原　緑		100

																										個人		佐平　桂子		100

																										個人		佐藤　明正		100

																										個人		佐藤　麻衣子		100

																										個人		佐藤　有希子		100

																										個人		佐藤　一男		100

																										個人		佐藤　一樹		100

																										個人		佐藤　大		100

																										個人		佐藤　大輔		100

																										個人		佐藤　嘉彦		100

																										個人		佐藤　寛之		100

																										個人		佐藤　佳世		100

																										個人		佐藤　結子		100

																										個人		佐藤　健太		100

																										個人		佐藤　剛		100

																										個人		佐藤　梢		100

																										個人		佐藤　琴美		100

																										個人		佐藤　賛		100

																										個人		佐藤　詩帆		100

																										個人		佐藤　純人		100

																										個人		佐藤　伸祐		100

																										個人		佐藤　高士		100

																										個人		佐藤　崇広		100

																										個人		佐藤　辰廣		100

																										個人		佐藤　達雄		100

																										個人		佐藤　哲朗		100

																										個人		佐藤　敏幸		100

																										個人		佐藤　友宣		100

																										個人		佐藤　直		100

																										個人		佐藤　直也		100

																										個人		佐藤　範久		100

																										個人		佐藤　ひとみ		100

																										個人		佐藤　秀憲		100

																										個人		佐藤　広		100

																										個人		佐藤　浩一		100

																										個人		佐藤　浩子		100

																										個人		佐藤　浩二		100

																										個人		佐藤　雅俊		100

																										個人		佐藤　美恵		100

																										個人		佐藤　道子		100

																										個人		佐藤　光子		100

																										個人		佐藤　佑紀		100

																										個人		佐藤　由美子		100

																										個人		佐藤　好亮		100

																										個人		佐藤　芳雄		100

																										個人		佐藤　亮一		100

																										個人		佐藤　凜		100

																										個人		佐藤　廉		100

																										個人		佐藤　和久		100

																										個人		佐渡山　安信		100

																										個人		佐々木　相生		100

																										個人		佐々木　一成		100

																										個人		佐々木　克行		100

																										個人		佐々木　基充		100

																										個人		佐々木　健次		100

																										個人		佐々木　晃		100

																										個人		佐々木　視行		100

																										個人		佐々木　武弘		100

																										個人		佐々木　歩		100

																										個人		佐々木　真		100

																										個人		佐々木　良輔		100

																										個人		斉藤　あおい		100

																										個人		斎藤　新吾		100

																										個人		齋藤　大哉		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　寛起		100

																										個人		斎藤　孝		100

																										個人		斎藤　幸子		100

																										個人		齊藤　尚		100

																										個人		齋藤　祥子		100

																										個人		齊藤　彰久		100

																										個人		齋藤　慎一郎		100

																										個人		斎藤　千春		100

																										個人		斉藤　司		100

																										個人		齋藤　透		100

																										個人		齊藤　友紀		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　のの子		100

																										個人		齋藤　宏明		100

																										個人		齋藤　福寿		100

																										個人		齋藤　マリ子		100

																										個人		齋藤　正		100

																										個人		齊藤　洋		100

																										個人		齊藤　陽平		100

																										個人		財津　幸弘		100

																										個人		坂井　剛		100

																										個人		坂井　隆之		100

																										個人		坂口　浅子		100

																										個人		坂口　均		100

																										個人		坂口　十三		100

																										個人		坂口　宣		100

																										個人		坂口　輝石		100

																										個人		坂口　博		100

																										個人		坂越　達也		100

																										個人		坂田　亮介		100

																										個人		坂中　隼人		100

																										個人		坂野　絵理		100

																										個人		坂野　雅治		100

																										個人		坂野下　和矢		100

																										個人		坂場　節子		100

																										個人		坂東　克樹		100

																										個人		坂東　琢磨		100

																										個人		坂本　愛		100

																										個人		坂本　伊知朗		100

																										個人		坂本　翔一		100

																										個人		坂本　慎弥		100

																										個人		坂本　達也		100

																										個人		坂本　哲也		100

																										個人		坂本　典子		100

																										個人		坂本　宏		100

																										個人		坂本　光信		100

																										個人		坂本　裕之		100

																										個人		坂本　ルミ子		100

																										個人		阪口　光雄		100

																										個人		堺　倫代		100

																										個人		榊　正明		100

																										個人		榊原　健雄		100

																										個人		榊原　隆		100

																										個人		榊原　隆二郎		100

																										個人		榊原　好二		100

																										個人		崎田　典男		100

																										個人		崎本　壮		100

																										個人		崎本　智則		100

																										個人		櫻井　綾		100

																										個人		桜井　雄馬		100

																										個人		櫻井　研二		100

																										個人		桜井　健晴		100

																										個人		桜井　茂夫		100

																										個人		櫻井　敏雄		100

																										個人		桜井　博幸		100

																										個人		櫻井　紋未		100

																										個人		櫻井　康智		100

																										個人		櫻井　ゆかり		100

																										個人		櫻井　芳騎		100

																										個人		桜井　良行		100

																										個人		櫻井　莉奈		100

																										個人		櫻田　伊代		100

																										個人		櫻庭　崇徳		100

																										個人		桜林　英明		100

																										個人		酒井　麻帆		100

																										個人		酒井　郁枝		100

																										個人		酒井　一洋		100

																										個人		酒井　大輔		100

																										個人		酒井　加奈恵		100

																										個人		酒井　薫		100

																										個人		酒井　慶太		100

																										個人		酒井　章		100

																										個人		酒井　廣之		100

																										個人		酒井　萌		100

																										個人		酒井　裕理		100

																										個人		酒井　玲子		100

																										個人		酒上　肇		100

																										個人		酒谷　憲明		100

																										個人		酒戸　克浩		100

																										個人		酒元　史郎		100

																										個人		迫川　寿志		100

																										個人		迫田　英光		100

																										個人		笹木　貴志		100

																										個人		笹木　督史		100

																										個人		笹倉　慶成		100

																										個人		笹浪　正嗣		100

																										個人		笹野　信行		100

																										個人		定　弘樹		100

																										個人		定方　京子		100

																										個人		定田　義博		100

																										個人		貞國　輝明		100

																										個人		貞本　泰宏		100

																										個人		貞森　英治		100

																										個人		里　勝幸		100

																										個人		里吉　範政		100

																										個人		更家　正典		100

																										個人		猿木　克明		100

																										個人		澤　麻美		100

																										個人		澤　幸司		100

																										個人		澤　彰洋		100

																										個人		澤口　茜		100

																										個人		澤田　圭介		100

																										個人		沢田　昌演		100

																										個人		沢登　多恵子		100

																										個人		澤西　雄太		100

																										個人		澤村　大輔		100

																										個人		澤村　謙二		100

																										個人		椹木　順子		100

																										個人		志村　進		100

																										個人		志村　和久		100

																										個人		四條　加奈子		100

																										個人		四ノ原　弘一郎		100

																										個人		四宮　重樹		100

																										個人		椎名　康行		100

																										個人		椎野　史裕		100

																										個人		椎山　幸人		100

																										個人		塩生　隆夫		100

																										個人		塩賀　宣弘		100

																										個人		塩崎　順也		100

																										個人		塩崎　裕城		100

																										個人		塩澤　千恵子		100

																										個人		塩沢　正孝		100

																										個人		塩瀬　和成		100

																										個人		塩野　将之		100

																										個人		塩野谷　茂		100

																										個人		塩野谷　宣子		100

																										個人		塩原　秀夫		100

																										個人		塩見　慎		100

																										個人		塩森　智文		100

																										個人		鹿島　鴻		100

																										個人		鴫原　康夫		100

																										個人		茂木　克己		100

																										個人		茂木　竜次		100

																										個人		重野　健太		100

																										個人		重信　一弘		100

																										個人		重信　浩毅		100

																										個人		重廣　亮太		100

																										個人		重藤　宏太		100

																										個人		重本　淳一郎		100

																										個人		鎭守　大貴		100

																										個人		品川　哲也		100

																										個人		品川　真紗弘		100

																										個人		品川　由美		100

																										個人		篠崎　憲		100

																										個人		篠田　順子		100

																										個人		篠塚　浩夫		100

																										個人		篠原　明		100

																										個人		篠原　香里		100

																										個人		篠原　光治		100

																										個人		篠原　光博		100

																										個人		篠原　悠		100

																										個人		篠原　義和		100

																										個人		芝　庄吾		100

																										個人		芝本　英一		100

																										個人		柴崎　裕二		100

																										個人		柴田　尚明		100

																										個人		柴田　聖晃		100

																										個人		柴田　富一		100

																										個人		柴田　友徳		100

																										個人		柴田　智成		100

																										個人		柴田　博之		100

																										個人		柴田　勇夫		100

																										個人		柴戸　実		100

																										個人		澁谷　武智		100

																										個人		渋谷　努		100

																										個人		澁谷　智晴		100

																										個人		渋谷　守		100

																										個人		嶋　秀明		100

																										個人		島　浩之		100

																										個人		島浦　重己		100

																										個人		嶋川　美幸		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　淳二		100

																										個人		嶋崎　弘美		100

																										個人		島田　克敏		100

																										個人		嶋田　彩里		100

																										個人		島田　直子		100

																										個人		島田　弘子		100

																										個人		島本　健		100

																										個人		島村　伸子		100

																										個人		嶋村　光央		100

																										個人		島村　光洋		100

																										個人		下江　正幸		100

																										個人		下川　嘉満		100

																										個人		下川原　恒一		100

																										個人		下木　和敏		100

																										個人		下田　善郎		100

																										個人		下田　博貴		100

																										個人		下田　美恵		100

																										個人		下竹　桂子		100

																										個人		下谷　康弘		100

																										個人		下地　一貫		100

																										個人		下妻　信太		100

																										個人		下牧　伸子		100

																										個人		下向　広政		100

																										個人		下村　孝治		100

																										個人		下村　茂		100

																										個人		下村　美里		100

																										個人		下屋　直人		100

																										個人		霜島　美佐子		100

																										個人		朱　偉健		100

																										個人		首藤　浩聡		100

																										個人		宿野　拓也		100

																										個人		徐　輝		100

																										個人		徐　智源		100

																										個人		庄田　健一		100

																										個人		庄司　貴紀		100

																										個人		庄山　朋美		100

																										個人		白井　智也		100

																										個人		白井　秀憲		100

																										個人		白井　宏和		100

																										個人		白石　恵美		100

																										個人		白石　晃大		100

																										個人		白石　舞子		100

																										個人		白川　慶亮		100

																										個人		白坂　辰徳		100

																										個人		白坂　舞美亜		100

																										個人		白鳥　文夫		100

																										個人		城井　孝文		100

																										個人		城尾　翔		100

																										個人		城寶　慎吾		100

																										個人		城戸　邦彦		100

																										個人		進藤　泰志		100

																										個人		須合　勝範		100

																										個人		須永　由里子		100

																										個人		須藤　雄樹		100

																										個人		須藤　嘉一		100

																										個人		須藤　智大		100

																										個人		鄒　紅岩		100

																										個人		末永　博紀		100

																										個人		末原　正美		100

																										個人		末政　友久		100

																										個人		末光　啓史郎		100

																										個人		菅　英憲		100

																										個人		菅　晃宏		100

																										個人		菅　誠喜		100

																										個人		菅谷　直樹		100

																										個人		菅沼　哲司		100

																										個人		菅野　之裕		100

																										個人		菅野　将		100

																										個人		菅野　晋也		100

																										個人		菅野　富智		100

																										個人		菅原　篤		100

																										個人		菅原　佳孝		100

																										個人		菅原　徹		100

																										個人		菅原　秀隆		100

																										個人		杉　啓輔		100

																										個人		杉浦　幸佑		100

																										個人		杉浦　正憲		100

																										個人		杉尾　直樹		100

																										個人		杉尾　正明		100

																										個人		杉岡　雄一		100

																										個人		杉木　好江		100

																										個人		杉崎　健		100

																										個人		杉下　節子		100

																										個人		杉田　亜希		100

																										個人		杉田　匠平		100

																										個人		杉田　翔		100

																										個人		杉田　聴		100

																										個人		杉野　博志		100

																										個人		杉本　太作		100

																										個人		杉本　章太		100

																										個人		杉本　匡弘		100

																										個人		杉本　留三		100

																										個人		杉本　直治		100

																										個人		杉本　真美		100

																										個人		杉本　和晃		100

																										個人		杉山　有司		100

																										個人		杉山　貴洸		100

																										個人		杉山　善樹		100

																										個人		杉山　勇太		100

																										個人		杉山　和正		100

																										個人		鈴木　あつき		100

																										個人		鈴木　麻実		100

																										個人		鈴木　郁雄		100

																										個人		鈴木　宇光		100

																										個人		鈴木　絵美理		100

																										個人		鈴木　雄太		100

																										個人		鈴木　大介		100

																										個人		鈴木　大輔		100

																										個人		鈴木　大知		100

																										個人		鈴木　克佳		100

																										個人		鈴木　克巳		100

																										個人		鈴木　寛		100

																										個人		鈴木　基之		100

																										個人		鈴木　亨		100

																										個人		鈴木　恭平		100

																										個人		鈴木　啓太		100

																										個人		鈴木　剣之介		100

																										個人		鈴木　健太		100

																										個人		鈴木　健介		100

																										個人		鈴木　幸雄		100

																										個人		鈴木　菜々実		100

																										個人		鈴木　栄悦		100

																										個人		鈴木　史朗		100

																										個人		鈴木　昭子		100

																										個人		鈴木　祥晃		100

																										個人		鈴木　伸夫		100

																										個人		鈴木　すが子		100

																										個人		鈴木　駿太郎		100

																										個人		鈴木　誠		100

																										個人		鈴木　誠司		100

																										個人		鈴木　千尋		100

																										個人		鈴木　隆		100

																										個人		鈴木　隆嗣		100

																										個人		鈴木　隆平		100

																										個人		鈴木　忠郎		100

																										個人		鈴木　哲哉		100

																										個人		鈴木　敏且		100

																										個人		鈴木　敏道		100

																										個人		鈴木　朋宏		100

																										個人		鈴木　豊		100

																										個人		鈴木　博之		100

																										個人		鈴木　晴久		100

																										個人		鈴木　秀尚		100

																										個人		鈴木　宏治		100

																										個人		鈴木　正明		100

																										個人		鈴木　正美		100

																										個人		鈴木　政夫		100

																										個人		鈴木　萌莉		100

																										個人		鈴木　康浩		100

																										個人		鈴木　夕紀子		100

																										個人		鈴木　裕明		100

																										個人		鈴木　裕一		100

																										個人		鈴木　洋平		100

																										個人		鈴木　由紀雄		100

																										個人		鈴木　義則		100

																										個人		鈴木　亮平		100

																										個人		鈴木　和弘		100

																										個人		鈴鹿　守啓		100

																										個人		鈴村　泰通		100

																										個人		住田　啓史		100

																										個人		住元　菜々美		100

																										個人		住山　雄太		100

																										個人		住吉　宏樹		100

																										個人		角　覚		100

																										個人		角田　友香里		100

																										個人		角田　真哉		100

																										個人		墨谷　修		100

																										個人		世森　俊夫		100

																										個人		瀬尾　寛深		100

																										個人		瀬川　大樹		100

																										個人		瀬口　俊太		100

																										個人		瀬治山　正博		100

																										個人		瀬戸　華世		100

																										個人		瀨良　俊一		100

																										個人		関口　麻衣子		100

																										個人		関口　美奈子		100

																										個人		関谷　征明		100

																										個人		関谷　博昭		100

																										個人		関根　孝枝		100

																										個人		関根　浩史		100

																										個人		関野　利奈		100

																										個人		芹澤　航也		100

																										個人		芹澤　則夫		100

																										個人		千田谷　直光		100

																										個人		千葉　聡子		100

																										個人		千葉　哲二		100

																										個人		千葉　正美		100

																										個人		千葉　務彦		100

																										個人		千葉　陽子		100

																										個人		千葉　由美		100

																										個人		千原　研司		100

																										個人		善方　由貴		100

																										個人		祖父江　啓一		100

																										個人		曽我　朋子		100

																										個人		曽我部　幹男		100

																										個人		雙田　理恵子		100

																										個人		宋　京美		100

																										個人		宗像　健治		100

																										個人		曹　軼男		100

																										個人		曹　然		100

																										個人		添田　朝子		100

																										個人		袖澤　純		100

																										個人		袖山　丈也		100

																										個人		外園　晴弘		100

																										個人		外所　勉		100

																										個人		外山　晋也		100

																										個人		染谷　智久		100

																										個人		タカハシ　ユウコ		100

																										個人		田口　香苗		100

																										個人		田口　翔太郎		100

																										個人		田口　民子		100

																										個人		田口　富彦		100

																										個人		田口　優		100

																										個人		田栗　義也		100

																										個人		田之上　亜紀子		100

																										個人		田坂　勝義		100

																										個人		田坂　公司		100

																										個人		田坂　和之		100

																										個人		田崎　慶介		100

																										個人		田崎　裕二		100

																										個人		田澤　大樹		100

																										個人		田島　誠		100

																										個人		田島　のり子		100

																										個人		田島　美樹		100

																										個人		田島　勇祐		100

																										個人		田島　裕士		100

																										個人		田代　慶太		100

																										個人		田代　俊一		100

																										個人		田代　美子		100

																										個人		田代　義磨		100

																										個人		田角　好子		100

																										個人		田立　知路		100

																										個人		田中　葵偉		100

																										個人		田中　明美		100

																										個人		田中　一生		100

																										個人		田中　一成		100

																										個人		田中　一広		100

																										個人		田中　一也		100

																										個人		田中　一裕		100

																										個人		田中　英介		100

																										個人		田中　大嗣		100

																										個人		田中　覚士		100

																										個人		田中　寛		100

																										個人		田中　樹希		100

																										個人		田中　久治		100

																										個人		田中　啓介		100

																										個人		田中　孝夫		100

																										個人		田中　孝征		100

																										個人		田中　宰		100

																										個人		田中　菜乃春		100

																										個人		田中　修司		100

																										個人		田中　省一		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　奏		100

																										個人		田中　辰典		100

																										個人		田中　努		100

																										個人		田中　照雄		100

																										個人		田中　トク		100

																										個人		田中　俊輔		100

																										個人		田中　友可		100

																										個人		田中　豊		100

																										個人		田中　直		100

																										個人		田中　直宏		100

																										個人		田中　典幸		100

																										個人		田中　博史		100

																										個人		田中　秀一		100

																										個人		田中　秀夫		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　弘樹		100

																										個人		田中　正國		100

																										個人		田中　未紀		100

																										個人		田中　美薫		100

																										個人		田中　美保		100

																										個人		田中　光子		100

																										個人		田中　光芳		100

																										個人		田中　康一		100

																										個人		田中　康就		100

																										個人		田中　裕次		100

																										個人		田中　優澄		100

																										個人		田中　由浩		100

																										個人		田中　芳樹		100

																										個人		田中　芳弥		100

																										個人		田中　涼司		100

																										個人		田中　遼		100

																										個人		田中　令司		100

																										個人		田中　玲子		100

																										個人		田中　和子		100

																										個人		田仲　忠春		100

																										個人		田野　尚彦		100

																										個人		田端　慶紀		100

																										個人		田畑　千賀		100

																										個人		田畑　智昭		100

																										個人		田畑　まつ子		100

																										個人		田畑　勇介		100

																										個人		田平　愛		100

																										個人		田渕　紀滋		100

																										個人		田渕　耕太		100

																										個人		田邊　幸裕		100

																										個人		田辺　航		100

																										個人		田邊　豊子		100

																										個人		田辺　弘		100

																										個人		田邉　正浩		100

																										個人		田丸　洋介		100

																										個人		田村　慧一		100

																										個人		田村　英俊		100

																										個人		田村　英祐		100

																										個人		田村　起司郎		100

																										個人		田村　紀子		100

																										個人		田村　健太		100

																										個人		田村　憲滋		100

																										個人		田村　幸子		100

																										個人		田村　正夫		100

																										個人		田村　正和		100

																										個人		田室　真由美		100

																										個人		多田　清二		100

																										個人		多田　純恵		100

																										個人		多田　昇平		100

																										個人		多田　博之		100

																										個人		多田　和生		100

																										個人		多和田　真澄		100

																										個人		堆　輝明		100

																										個人		高井　勝志		100

																										個人		高井　久之		100

																										個人		高石　雄毅		100

																										個人		高市　直樹		100

																										個人		高尾　直樹		100

																										個人		高尾　ゆかり		100

																										個人		高岡　幸一		100

																										個人		高岡　達也		100

																										個人		高岡　正勝		100

																										個人		高垣　亞美		100

																										個人		高木　孝祐		100

																										個人		高木　徹夫		100

																										個人		高木　直哉		100

																										個人		高木　のぞ美		100

																										個人		高木　宏明		100

																										個人		高木　美和子		100

																										個人		高木　容子		100

																										個人		高久　政勝		100

																										個人		高崎　邦香		100

																										個人		高澤　裕志		100

																										個人		高島　之典		100

																										個人		高島　章		100

																										個人		高島　慎太郎		100

																										個人		高島　やよい		100

																										個人		高城　尚久		100

																										個人		高杉　明彦		100

																										個人		高田　敏文		100

																										個人		高田　信一		100

																										個人		高田　博利		100

																										個人		高田　政幸		100

																										個人		高田　康博		100

																										個人		高田　勇樹		100

																										個人		高田　勇治		100

																										個人		高田　義之		100

																										個人		高谷　勝彦		100

																										個人		高谷　祥子		100

																										個人		高塚　牧人		100

																										個人		高月　淳司		100

																										個人		高月　満広		100

																										個人		高槻　信希		100

																										個人		高那　利之		100

																										個人		高梨　善廣		100

																										個人		高野　慧		100

																										個人		高野　敬三		100

																										個人		高野　詢平		100

																										個人		高野　隆哉		100

																										個人		高野　永		100

																										個人		高野　信司		100

																										個人		高野　勉		100

																										個人		高羽　毅		100

																										個人		高橋　篤史		100

																										個人		高橋　大		100

																										個人		高橋　大介		100

																										個人		高橋　凱		100

																										個人		高橋　勝則		100

																										個人		高橋　寛		100

																										個人		高橋　寛樹		100

																										個人		高橋　きよみ		100

																										個人		高橋　研二		100

																										個人		高橋　健太郎		100

																										個人		高橋　功		100

																										個人		高橋　孝和		100

																										個人		高橋　幸雄		100

																										個人		高橋　紗也加		100

																										個人		高橋　修三		100

																										個人		高橋　昭彦		100

																										個人		高橋　龍之介		100

																										個人		高橋　努		100

																										個人		高橋　輝雄		100

																										個人		高橋　利至		100

																										個人		高橋　俊吉		100

																										個人		高橋　俊朗		100

																										個人		高橋　友子		100

																										個人		高橋　信行		100

																										個人		高橋　昇		100

																										個人		高橋　博		100

																										個人		高橋　比呂美		100

																										個人		高橋　秀明		100

																										個人		高橋　秀治		100

																										個人		高橋　秀典		100

																										個人		高橋　広篤		100

																										個人		高橋　弘		100

																										個人		高橋　浩彦		100

																										個人		高橋　真里子		100

																										個人		高橋　道明		100

																										個人		高橋　裕美		100

																										個人		高橋　優美		100

																										個人		高橋　洋介		100

																										個人		高橋　翼		100

																										個人		高橋　好美		100

																										個人		高橋　和信		100

																										個人		高橋　和歩		100

																										個人		高橋　和行		100

																										個人		高本　剛祐		100

																										個人		高間木　翔		100

																										個人		高松　明彦		100

																										個人		高見　敏之		100

																										個人		高峰　静子		100

																										個人		高宮　慎介		100

																										個人		高村　勇治		100

																										個人		高森　茂之		100

																										個人		高柳　祥一		100

																										個人		高山　有寿		100

																										個人		高山　一郎		100

																										個人		高山　公男		100

																										個人		高山　聡		100

																										個人		高良　卓実		100

																										個人		滝　俊介		100

																										個人		滝井　みどり		100

																										個人		瀧内　哲男		100

																										個人		滝口　かおる		100

																										個人		瀧本　宏		100

																										個人		丈達　敏子		100

																										個人		竹内　英樹		100

																										個人		竹内　薫		100

																										個人		竹内　寛太		100

																										個人		竹内　謙次		100

																										個人		竹内　晋		100

																										個人		竹内　規裕		100

																										個人		竹内　祐子		100

																										個人		竹内　由衣		100

																										個人		竹口　了介		100

																										個人		竹澤　保成		100

																										個人		竹澤　和弘		100

																										個人		竹島　里穂		100

																										個人		竹下　美枝子		100

																										個人		竹下　亮太		100

																										個人		竹田　寛治		100

																										個人		竹田　司		100

																										個人		竹田　雅貴		100

																										個人		竹田　陽子		100

																										個人		竹中　宣江		100

																										個人		竹中　真裕美		100

																										個人		竹中　亮		100

																										個人		竹浪　一良		100

																										個人		竹花　芳郎		100

																										個人		竹本　暁子		100

																										個人		竹本　昌史		100

																										個人		竹山　祐策		100

																										個人		武　加奈子		100

																										個人		武井　大		100

																										個人		武井　二郎		100

																										個人		武市　まゆ		100

																										個人		武市　和代		100

																										個人		武内　博隆		100

																										個人		武田　崇		100

																										個人		武田　隼人		100

																										個人		武田　浩三		100

																										個人		武田　真幸		100

																										個人		武田　義之		100

																										個人		武馬　高志		100

																										個人		武藤　明		100

																										個人		武藤　均		100

																										個人		武藤　邦弘		100

																										個人		武藤　みどり		100

																										個人		武本　誠		100

																										個人		只隈　鎮		100

																										個人		忠垣　信次郎		100

																										個人		立石　葉子		100

																										個人		立石　義人		100

																										個人		立入　克敏		100

																										個人		立尾　省悟		100

																										個人		立川　雄大		100

																										個人		立川　智大		100

																										個人		立川　直樹		100

																										個人		立花　幸代		100

																										個人		立森　景子		100

																										個人		橘　佳祐		100

																										個人		橘　昭宏		100

																										個人		辰巳　香織		100

																										個人		辰己　謙一郎		100

																										個人		巽　晃平		100

																										個人		舘田　亮		100

																										個人		棚橋　正人		100

																										個人		谷　若子		100

																										個人		谷井　紘子		100

																										個人		谷川　正幸		100

																										個人		谷川　雅子		100

																										個人		谷川　睦子		100

																										個人		谷口　学		100

																										個人		谷口　勝也		100

																										個人		谷口　毅		100

																										個人		谷口　玄樹		100

																										個人		谷口　仁史		100

																										個人		谷口　駿平		100

																										個人		谷口　善紀		100

																										個人		谷口　利允		100

																										個人		谷口　安弘		100

																										個人		谷口　義明		100

																										個人		谷田　満		100

																										個人		谷辺　静子		100

																										個人		谷本　悦二		100

																										個人		谷本　香亜奈		100

																										個人		谷好　弘章		100

																										個人		玉井　伸二		100

																										個人		玉置　絵里		100

																										個人		玉垣　麻奈		100

																										個人		玉川　敦祥		100

																										個人		玉木　学		100

																										個人		玉木　徹朗		100

																										個人		玉木　陽介		100

																										個人		玉田　八千代		100

																										個人		爲延　聡仁		100

																										個人		垂野　充宏		100

																										個人		樽本　章		100

																										個人		丹下　崇裕		100

																										個人		旦部　敏信		100

																										個人		地村　誠		100

																										個人		知野　雄介		100

																										個人		築村　豪輝		100

																										個人		茶谷　慎也		100

																										個人		丁　龍鎮		100

																										個人		調枝　玲子		100

																										個人		勅使河原　喬		100

																										個人		勅使河原　道江		100

																										個人		津川　雄輔		100

																										個人		津田　誠		100

																										個人		對馬　信博		100

																										個人		對馬　浩一		100

																										個人		塚田　恵美		100

																										個人		塚原　孝則		100

																										個人		塚原　洋平		100

																										個人		塚本　剛		100

																										個人		月岡　智		100

																										個人		辻　大祐		100

																										個人		辻　隼平		100

																										個人		辻　正光		100

																										個人		辻　陽治		100

																										個人		辻　好子		100

																										個人		辻上　和也		100

																										個人		辻内　瑠莉		100

																										個人		辻川　多惠子		100

																										個人		辻郷　幹夫		100

																										個人		辻田　祥二		100

																										個人		辻田　政喜		100

																										個人		辻本　有香		100

																										個人		土井　哲夫		100

																										個人		土岐　豊成		100

																										個人		土岐　光則		100

																										個人		土合　真人		100

																										個人		土合　雪乃		100

																										個人		土沢　忠正		100

																										個人		土田　健太		100

																										個人		土谷　慎一		100

																										個人		土谷　洋介		100

																										個人		土屋　圭子		100

																										個人		土屋　健太		100

																										個人		土屋　健三		100

																										個人		土屋　岳広		100

																										個人		土屋　宏二		100

																										個人		土屋　昌宏		100

																										個人		土屋　洋二		100

																										個人		筒井　昭男		100

																										個人		堤　健史		100

																										個人		恒藤　啓介		100

																										個人		坪井　孝文		100

																										個人		坪井　政和		100

																										個人		坪井　義雄		100

																										個人		坪野　綾子		100

																										個人		爪川　良男		100

																										個人		艶島　悠介		100

																										個人		釣　孝都志		100

																										個人		鶴岡　あや子		100

																										個人		鶴田　聡		100

																										個人		鶴巻　辰紘		100

																										個人		鶴見　正輝		100

																										個人		手嶋　有希		100

																										個人		手嶋　信行		100

																										個人		手島　美和		100

																										個人		手嶋　裕司		100

																										個人		手束　嘉孝		100

																										個人		手塚　慧介		100

																										個人		手塚　久雄		100

																										個人		手塚　勲		100

																										個人		手塚　直人		100

																										個人		出口　裕士		100

																										個人		出口　裕理江		100

																										個人		出口　義信		100

																										個人		出島　啓志		100

																										個人		出田　浩子		100

																										個人		出戸　道雄		100

																										個人		寺井　修也		100

																										個人		寺内　麻実子		100

																										個人		寺内　豊		100

																										個人		寺内　日出子		100

																										個人		寺内　湊紀		100

																										個人		寺尾　シヅ子		100

																										個人		寺尾　浩一		100

																										個人		寺岡　達郎		100

																										個人		寺門　直		100

																										個人		寺田　智浩		100

																										個人		寺田　優		100

																										個人		寺中　陽子		100

																										個人		寺本　明世		100

																										個人		寺本　翔		100

																										個人		寺本　翔太		100

																										個人		寺本　秀生		100

																										個人		寺山　大輔		100

																										個人		照井　春菜		100

																										個人		照屋　康之		100

																										個人		戸上　愛実		100

																										個人		戸崎　節		100

																										個人		戸崎　和彦		100

																										個人		戸澤　徹		100

																										個人		戸澤　信也		100

																										個人		戸城　憲子		100

																										個人		戸田　将平		100

																										個人		戸田　拓也		100

																										個人		戸田　信子		100

																										個人		戸田　浩喜		100

																										個人		戸田　美佳		100

																										個人		戸塚　勉		100

																										個人		戸部　直子		100

																										個人		都　恵理佳		100

																										個人		都澤　真也		100

																										個人		都志　俊範		100

																										個人		當真　聖也		100

																										個人		唐木　昭広		100

																										個人		唐木　駿一		100

																										個人		堂崎　幸伸		100

																										個人		陶山　欽三		100

																										個人		陶山　力		100

																										個人		通阪　純也		100

																										個人		通野　太一		100

																										個人		時女　充夫		100

																										個人		時野谷　亮太		100

																										個人		得岡　さおり		100

																										個人		徳江　豊		100

																										個人		徳岡　光範		100

																										個人		徳重　海		100

																										個人		徳丸　哲司		100

																										個人		床井　祐二朗		100

																										個人		利根川　惇		100

																										個人		富　玲子		100

																										個人		冨井　寛		100

																										個人		冨岡　要		100

																										個人		富岡　誠二		100

																										個人		冨田　陽平		100

																										個人		冨谷　佳成		100

																										個人		冨谷　知子		100

																										個人		富永　有美		100

																										個人		富永　尚晃		100

																										個人		富永　翔太		100

																										個人		冨安　誠志		100

																										個人		友澤　慎也		100

																										個人		友添　湖晴		100

																										個人		友田　美知代		100

																										個人		友利　亮太		100

																										個人		友野　順章		100

																										個人		豊田　皓介		100

																										個人		豊原　秀樹		100

																										個人		豊枡　正英		100

																										個人		豊増　和司		100

																										個人		乕田　隆介		100

																										個人		虎間　大樹		100

																										個人		鳥居　幸司		100

																										個人		鳥居　深雪		100

																										個人		鳥越　伸二		100

																										個人		鳥澤　正行		100

																										個人		鳥巣　京子		100

																										個人		名倉　国昭		100

																										個人		名越　幸基		100

																										個人		那須野　亮		100

																										個人		奈良　麻友子		100

																										個人		奈良　泰之		100

																										個人		直井　年夫		100

																										個人		中井　一貴		100

																										個人		中井　紘棋		100

																										個人		中井　浩義		100

																										個人		中井　眞砂子		100

																										個人		中居　真由美		100

																										個人		中上　祥吾		100

																										個人		中浦　真希		100

																										個人		中尾　直美		100

																										個人		中尾　瑞枝		100

																										個人		中尾　和		100

																										個人		中尾　和哉		100

																										個人		中川　英樹		100

																										個人		中川　勝之		100

																										個人		中川　翔太		100

																										個人		中川　隆介		100

																										個人		中川　拓磨		100

																										個人		中川　俊男		100

																										個人		中川　智晴		100

																										個人		中川　涼太		100

																										個人		中川　湧介		100

																										個人		中久木　晴美		100

																										個人		中久保　泰司		100

																										個人		中込　將太		100

																										個人		中沢　賢哉		100

																										個人		中澤　智美		100

																										個人		中澤　正人		100

																										個人		中澤　光		100

																										個人		中島　明大		100

																										個人		中島　麻美子		100

																										個人		中島　京子		100

																										個人		中島　孔志		100

																										個人		中島　幸治郎		100

																										個人		中島　仁志		100

																										個人		中島　輝王		100

																										個人		中島　直樹		100

																										個人		中島　信明		100

																										個人		中島　秀明		100

																										個人		中島　宏治		100

																										個人		中嶋　文彦		100

																										個人		中島　昌子		100

																										個人		中島　三男		100

																										個人		中嶋　陽一		100

																										個人		中条　ひろみ		100

																										個人		中園　幸太郎		100

																										個人		中園　聡子		100

																										個人		中田　乙一		100

																										個人		中田　啓史		100

																										個人		中田　純		100

																										個人		中田　和彦		100

																										個人		中谷　眞理子		100

																										個人		中司　雄基		100

																										個人		中司　文典		100

																										個人		中坪　昌朗		100

																										個人		中出　圭一		100

																										個人		中西　功		100

																										個人		中西　章		100

																										個人		中西　拓巳		100

																										個人		中西　政敏		100

																										個人		中西　康代		100

																										個人		中西　靖展		100

																										個人		中西　義彦		100

																										個人		中根　佳保里		100

																										個人		中野　歌代		100

																										個人		中野　恵太		100

																										個人		中野　雄太		100

																										個人		中野　大和		100

																										個人		中野　貴斗		100

																										個人		中野　毅彦		100

																										個人		中野　幸一		100

																										個人		中野　善夫		100

																										個人		中野　たづ子		100

																										個人		中埜　高史		100

																										個人		中野　武男		100

																										個人		中野　達哉		100

																										個人		中野　智博		100

																										個人		中野　浩臣		100

																										個人		中野　政子		100

																										個人		中野　良紀		100

																										個人		中畑　和也		100

																										個人		中林　敏国		100

																										個人		中原　章雄		100

																										個人		中原　真実		100

																										個人		中本　正博		100

																										個人		中松　隆一		100

																										個人		中路　稔彦		100

																										個人		中村　明博		100

																										個人		中村　敦夫		100

																										個人		中村　一夫		100

																										個人		中村　一典		100

																										個人		中村　克幸		100

																										個人		中村　寛一		100

																										個人		中村　樹		100

																										個人		中村　佳代		100

																										個人		中村　功		100

																										個人		中村　茂		100

																										個人		中村　静夫		100

																										個人		中村　淳子		100

																										個人		中村　純一		100

																										個人		中村　章紀		100

																										個人		中村　仁		100

																										個人		中村　澄子		100

																										個人		中村　聡子		100

																										個人		中村　高典		100

																										個人		中村　隆夫		100

																										個人		中村　智		100

																										個人		中村　智至		100

																										個人		中村　奈都子		100

																										個人		中村　弘美		100

																										個人		中村　浩一		100

																										個人		中村　文枝		100

																										個人		中村　眞耶子		100

																										個人		中村　昌治		100

																										個人		中村　充広		100

																										個人		中村　光男		100

																										個人		中村　めぐみ		100

																										個人		中村　守		100

																										個人		中村　裕也		100

																										個人		中村　翼		100

																										個人		中村　和徳		100

																										個人		中森　央貴		100

																										個人		中屋　雅博		100

																										個人		中保　和明		100

																										個人		中山　伊知郎		100

																										個人		中山　久美子		100

																										個人		中山　純雄		100

																										個人		中山　誠三		100

																										個人		中山　達雄		100

																										個人		中山　輝彦		100

																										個人		中山　智裕		100

																										個人		中山　秀昭		100

																										個人		中山　美保子		100

																										個人		中山　好昭		100

																										個人		中山　亮		100

																										個人		永井　健太郎		100

																										個人		永井　徹		100

																										個人		永井　智一		100

																										個人		永井　奈美		100

																										個人		永井　勇一		100

																										個人		永井　理雄		100

																										個人		永岡　慶悟		100

																										個人		永久保　浩		100

																										個人		永島　一郎		100

																										個人		永島　聖之		100

																										個人		永島　涼		100

																										個人		永瀬　崇行		100

																										個人		永瀬　百合子		100

																										個人		永田　英二		100

																										個人		永田　恭子		100

																										個人		永田　玄基		100

																										個人		永田　俊裕		100

																										個人		永原　英人		100

																										個人		永原　律子		100

																										個人		永森　弘子		100

																										個人		永山　誠吏		100

																										個人		永山　盛和		100

																										個人		仲井　優太		100

																										個人		仲尾　卓浩		100

																										個人		仲島　智		100

																										個人		仲島　正巳		100

																										個人		仲谷　周三		100

																										個人		仲西　弘善		100

																										個人		仲野　邦彦		100

																										個人		仲野　多美子		100

																										個人		仲村　拓		100

																										個人		長江　爽太		100

																										個人		長尾　徳貴		100

																										個人		長尾　康平		100

																										個人		長岡　研太郎		100

																										個人		長久　美鈴		100

																										個人		長崎　太樹		100

																										個人		長迫　君代		100

																										個人		長澤　伸治		100

																										個人		長澤　まり子		100

																										個人		長島　厚子		100

																										個人		長島　佳祐		100

																										個人		長島　好輝		100

																										個人		長島　芳子		100

																										個人		長島　和誉		100

																										個人		長瀬　之治		100

																										個人		長谷　さえ		100

																										個人		長谷川　清		100

																										個人		長谷川　邦子		100

																										個人		長谷川　健司		100

																										個人		長谷川　茂雄		100

																										個人		長谷川　隆史		100

																										個人		長谷川　正治		100

																										個人		長谷部　智		100

																										個人		長谷部　文哉		100

																										個人		長友　昌弘		100

																										個人		長南　峻介		100

																										個人		長屋　健太郎		100

																										個人		夏原　貴代美		100

																										個人		鍋島　和貴		100

																										個人		並河　孝		100

																										個人		並木　秀行		100

																										個人		波形　靖代		100

																										個人		波爾　宏明		100

																										個人		波多野　恵美子		100

																										個人		浪江　初代		100

																										個人		浪川　智行		100

																										個人		成井　絵美		100

																										個人		成川　雄亮		100

																										個人		成願　ひかる		100

																										個人		成清　心結		100

																										個人		成清　博司		100

																										個人		成清　夕香里		100

																										個人		成澤　尚人		100

																										個人		成瀬　義文		100

																										個人		成田　安友子		100

																										個人		鳴海　健大		100

																										個人		鳴澤　康予		100

																										個人		難波　慶太		100

																										個人		難波　宏文		100

																										個人		二階堂　嘉樹		100

																										個人		二ノ神　昭一		100

																										個人		二瓶　徹		100

																										個人		二又　俊仁		100

																										個人		二宮　まゆり		100

																										個人		西　麻由子		100

																										個人		西　将輝		100

																										個人		西　創太		100

																										個人		西　隆行		100

																										個人		西　俊明		100

																										個人		西　康栄		100

																										個人		西上　孝一		100

																										個人		西尾　浩二		100

																										個人		西尾　和久		100

																										個人		西岡　郁美		100

																										個人		西岡　かず江		100

																										個人		西岡　辰雄		100

																										個人		西岡　敏行		100

																										個人		西岡　日出喜		100

																										個人		西川　孝子		100

																										個人		西川　徹		100

																										個人		西迫　賢一		100

																										個人		西澤　実英		100

																										個人		西島　智裕		100

																										個人		西島　豊		100

																										個人		西島　正人		100

																										個人		西城　毅		100

																										個人		西田　士師		100

																										個人		西田　徳治		100

																										個人		西田　直矢		100

																										個人		西田　桃香		100

																										個人		西田　怜史		100

																										個人		西谷　重俊		100

																										個人		西出　幹治		100

																										個人		西中　克己		100

																										個人		西根　遥佑		100

																										個人		西野　泰正		100

																										個人		西野　陽子		100

																										個人		西本　晶子		100

																										個人		西本　奈生		100

																										個人		西本　雅俊		100

																										個人		西本　崚平		100

																										個人		西松　優一		100

																										個人		西村　有希子		100

																										個人		西村　一峰		100

																										個人		西村　香純		100

																										個人		西村　公輔		100

																										個人		西村　淳		100

																										個人		西村　翔汰		100

																										個人		西村　創		100

																										個人		西村　聡		100

																										個人		西村　拓哉		100

																										個人		西村　政輝		100

																										個人		西山　英二		100

																										個人		西山　かづゑ		100

																										個人		西山　絹		100

																										個人		西山　修一郎		100

																										個人		西山　康隆		100

																										個人		布川　敬祐		100

																										個人		布川　千秋		100

																										個人		布川　雅俊		100

																										個人		布瀬　哲男		100

																										個人		沼倉　真之		100

																										個人		沼田　春江		100

																										個人		根木　隆一		100

																										個人		根岸　久夫		100

																										個人		根岸　達朗		100

																										個人		根岸　裕麻		100

																										個人		根岸　良実		100

																										個人		根来　和昭		100

																										個人		根立　登喜夫		100

																										個人		根本　一宏		100

																										個人		根本　昂		100

																										個人		根本　信男		100

																										個人		根間　勇人		100

																										個人		野秋　良輔		100

																										個人		野上　明子		100

																										個人		野垣　佳奈		100

																										個人		野木　英樹		100

																										個人		野木森　一剛		100

																										個人		野口　心平		100

																										個人		野口　彩里		100

																										個人		野口　隆		100

																										個人		野口　敏彦		100

																										個人		野口　博史		100

																										個人		野口　和彦		100

																										個人		野坂　尋巳		100

																										個人		野崎　太一		100

																										個人		野崎　幸美		100

																										個人		野崎　テル子		100

																										個人		野沢　勝		100

																										個人		野澤　竹志		100

																										個人		野島　健嗣		100

																										個人		野島　秀子		100

																										個人		野田　学		100

																										個人		野田　勝也		100

																										個人		野田　繁雄		100

																										個人		野田　利幸		100

																										個人		野田　信仁		100

																										個人		野出　俊策		100

																										個人		野中　健太朗		100

																										個人		野中　孝子		100

																										個人		野本　敬		100

																										個人		野本　広男		100

																										個人		野本　雪子		100

																										個人		野間　隆宏		100

																										個人		野見山　大地		100

																										個人		野村　勝美		100

																										個人		野村　貴宏		100

																										個人		野村　貞子		100

																										個人		野村　周平		100

																										個人		野村　正		100

																										個人		野村　正江		100

																										個人		野村　祐基		100

																										個人		野村　良江		100

																										個人		野呂　佳代子		100

																										個人		野々垣　早苗		100

																										個人		野々村　伊千志		100

																										個人		能瀬　実		100

																										個人		能勢　晶暉		100

																										個人		能登　英一		100

																										個人		能見　靖		100

																										個人		納谷　昭美		100

																										個人		信原　彰		100

																										個人		乗田　正		100

																										個人		乗藤　学		100

																										個人		羽田　慎二		100

																										個人		羽田　陽三		100

																										個人		羽原　愼一郎		100

																										個人		羽藤　美恵		100

																										個人		馬越　秀夫		100

																										個人		馬野　恭視		100

																										個人		馬場　有子		100

																										個人		馬場　太希		100

																										個人		馬場　大和		100

																										個人		馬場　啓修		100

																										個人		馬場　善男		100

																										個人		馬淵　敬祐		100

																										個人		馬屋原　崇宏		100

																										個人		袴田　周		100

																										個人		萩　高明		100

																										個人		萩野　亜悠子		100

																										個人		萩野　新子		100

																										個人		萩原　一慶		100

																										個人		萩原　住枝		100

																										個人		萩原　敏男		100

																										個人		橋川　武		100

																										個人		橋本　新吾		100

																										個人		橋本　佳行		100

																										個人		橋本　健太郎		100

																										個人		橋本　章		100

																										個人		橋本　隆毅		100

																										個人		橋本　拓也		100

																										個人		橋本　晴充		100

																										個人		橋本　雅之		100

																										個人		橋本　みゆき		100

																										個人		橋本　泰広		100

																										個人		橋本　由里		100

																										個人		橋本　涼平		100

																										個人		橋村　信宏		100

																										個人		橋元　江里香		100

																										個人		蓮尾　修一		100

																										個人		畑垣　伸良		100

																										個人		畑田　猛		100

																										個人		畑田　泰彦		100

																										個人		畑中　義則		100

																										個人		畑山　正仁		100

																										個人		畠中　賢嗣		100

																										個人		畠山　淳		100

																										個人		畠山　康弘		100

																										個人		畠山　容子		100

																										個人		幡本　有造		100

																										個人		蜂須賀　英乃		100

																										個人		鉢嶺　宗盛		100

																										個人		鳩貝　松枝		100

																										個人		花井　善太		100

																										個人		花内　洋		100

																										個人		花澤　健太		100

																										個人		花澤　昭仁		100

																										個人		花尻　尚		100

																										個人		花田　寛和		100

																										個人		花野　誠士		100

																										個人		花房　宏		100

																										個人		花房　量子		100

																										個人		花渕　裕		100

																										個人		塙　新吾		100

																										個人		浜砂　俊憲		100

																										個人		浜瀬　敬輔		100

																										個人		浜田　大輔		100

																										個人		浜田　貴美子		100

																										個人		浜田　均		100

																										個人		濱田　敏男		100

																										個人		浜田　博		100

																										個人		濱田　真次		100

																										個人		浜田　美香		100

																										個人		濱中　千穗子		100

																										個人		浜本　清貴		100

																										個人		浜村　和生		100

																										個人		濱屋　孝憲		100

																										個人		早川　政夫		100

																										個人		早嵜　寿一		100

																										個人		早瀬　志麻		100

																										個人		速水　裕美		100

																										個人		林　一宏		100

																										個人		林　一也		100

																										個人		林　香澄		100

																										個人		林　健太		100

																										個人		林　賢成		100

																										個人		林　祥介		100

																										個人		林　精一		100

																										個人		林　竜		100

																										個人		林　常義		100

																										個人		林　哲也		100

																										個人		林　徹郎		100

																										個人		林　俊進		100

																										個人		林　秀之		100

																										個人		林　広明		100

																										個人		林　文哉		100

																										個人		林　稔		100

																										個人		林　洋子		100

																										個人		林　良弘		100

																										個人		林　亮太		100

																										個人		林田　萌聖		100

																										個人		林田　亘平		100

																										個人		林本　久美子		100

																										個人		原　明子		100

																										個人		原　悦久		100

																										個人		原　嘉宏		100

																										個人		原　覚		100

																										個人		原　健太郎		100

																										個人		原　健介		100

																										個人		原　順子		100

																										個人		原　章		100

																										個人		原　奈都良		100

																										個人		原　康一郎		100

																										個人		原　康城		100

																										個人		原　和美		100

																										個人		原川　睦美		100

																										個人		原口　洋徳		100

																										個人		原澤　昂大		100

																										個人		原沢　総一郎		100

																										個人		原澤　裕美子		100

																										個人		原島　昇		100

																										個人		原田　恭子		100

																										個人		原田　伸一		100

																										個人		原田　巧		100

																										個人		原田　豊		100

																										個人		原田　政広		100

																										個人		原田　涼平		100

																										個人		原野　直枝		100

																										個人		播摩　友恵		100

																										個人		春山　嘉章		100

																										個人		半田　直之		100

																										個人		半田　秀史		100

																										個人		伴　利治		100

																										個人		伴　義治		100

																										個人		畔柳　きよ子		100

																										個人		比嘉　浩美		100

																										個人		日沖　望		100

																										個人		日隈　久		100

																										個人		日下　教雅		100

																										個人		日下　拓也		100

																										個人		日野　美香		100

																										個人		日野戸　篤		100

																										個人		日比　文博		100

																										個人		日比　正博		100

																										個人		日比野　高史		100

																										個人		日比野　智博		100

																										個人		日比野　浩		100

																										個人		氷見野　真平		100

																										個人		肥田　正志		100

																										個人		樋口　啓子		100

																										個人		樋口　隆枝		100

																										個人		樋口　豊		100

																										個人		樋口　晴文		100

																										個人		樋口　満		100

																										個人		樋口　祐子		100

																										個人		樋口　裕之		100

																										個人		檜垣　修一		100

																										個人		檜垣　昌宏		100

																										個人		東　篤志		100

																										個人		東　綾子		100

																										個人		東　剛輝		100

																										個人		東　宗一郎		100

																										個人		東　達也		100

																										個人		東　勇生		100

																										個人		東嶋　麻哉		100

																										個人		東谷　健		100

																										個人		東野　俊哉		100

																										個人		東良　正人		100

																										個人		引地　秀		100

																										個人		引地　ミヤ子		100

																										個人		菱木　亮平		100

																										個人		菱田　佳紀		100

																										個人		左口　佳枝		100

																										個人		左田野　みゆき		100

																										個人		姫野　磨		100

																										個人		姫野　洋明		100

																										個人		百木　薫		100

																										個人		百々　寛子		100

																										個人		平　洋奈		100

																										個人		平井　亜紀子		100

																										個人		平井　雄己		100

																										個人		平井　伸和		100

																										個人		平井　壮紀		100

																										個人		平石　勝典		100

																										個人		平尾　篤利		100

																										個人		平尾　純苗		100

																										個人		平尾　晋介		100

																										個人		平尾　広吉		100

																										個人		平尾　充成		100

																										個人		平尾　亮		100

																										個人		平岡　てる子		100

																										個人		平岡　博志		100

																										個人		平岡　秀雄		100

																										個人		平賀　里美		100

																										個人		平川　幸節		100

																										個人		平川　優子		100

																										個人		平口　ますみ		100

																										個人		平子　聡		100

																										個人		平澤　和馬		100

																										個人		平社　美希		100

																										個人		平瀬　正洋		100

																										個人		平田　英昭		100

																										個人		平田　博樹		100

																										個人		平田　隼		100

																										個人		平田　みゆき		100

																										個人		平田　道晃		100

																										個人		平田　元彦		100

																										個人		平塚　英紀		100

																										個人		平手　知紗		100

																										個人		平西　学		100

																										個人		平野　惠子		100

																										個人		平野　智一		100

																										個人		平野　比呂美		100

																										個人		平野　美智子		100

																										個人		平野　祐貴		100

																										個人		平野　由香利		100

																										個人		平原　康彦		100

																										個人		平間　直道		100

																										個人		平松　和秀		100

																										個人		平見　祥之		100

																										個人		平山　征男		100

																										個人		平山　竜汰		100

																										個人		平山　正		100

																										個人		蛭子　新子		100

																										個人		廣井　正芳		100

																										個人		廣重　陽		100

																										個人		廣瀬　貴志		100

																										個人		広瀬　健一		100

																										個人		広田　有紀		100

																										個人		廣田　誠一		100

																										個人		廣田　拓也		100

																										個人		廣田　勇		100

																										個人		廣野　耕祐		100

																										個人		廣橋　真子		100

																										個人		広松　史洋		100

																										個人		不動　日祥		100

																										個人		譜久島　大介		100

																										個人		譜久島　理		100

																										個人		深味　孝之		100

																										個人		深尾　あつ子		100

																										個人		深田　晃生		100

																										個人		深谷　忠徳		100

																										個人		深原　一晃		100

																										個人		深山　泰三		100

																										個人		吹野　真理絵		100

																										個人		服部　克也		100

																										個人		服部　貞子		100

																										個人		服部　達哉		100

																										個人		服部　知巳		100

																										個人		服部　友三		100

																										個人		福井　英一		100

																										個人		福井　秀行		100

																										個人		福井　みち子		100

																										個人		福井　光治		100

																										個人		福岡　桂		100

																										個人		福岡　拓哉		100

																										個人		福岡　丈仁		100

																										個人		福岡　良佑		100

																										個人		福川　孝太郎		100

																										個人		福壽　健一		100

																										個人		福壽　弘子		100

																										個人		福島　彬		100

																										個人		福島　敦司		100

																										個人		福島　大揮		100

																										個人		福嶋　茂信		100

																										個人		福島　昭		100

																										個人		福島　祥太		100

																										個人		福島　伸太郎		100

																										個人		福島　浩		100

																										個人		福田　敦友		100

																										個人		福田　英樹		100

																										個人		福田　紀恵		100

																										個人		福田　貴代江		100

																										個人		福田　小夜子		100

																										個人		福田　岳彦		100

																										個人		福田　武司		100

																										個人		福田　龍生		100

																										個人		福田　敏也		100

																										個人		福田　盛樹		100

																										個人		福地　健太郎		100

																										個人		福地　淑人		100

																										個人		福永　浩之		100

																										個人		福本　嘉明		100

																										個人		福本　聡		100

																										個人		福本　隆男		100

																										個人		福本　好史		100

																										個人		福間　健太		100

																										個人		福元　隆吾		100

																										個人		福山　紀子		100

																										個人		福山　正裕		100

																										個人		福吉　直也		100

																										個人		伏原　資典		100

																										個人		伏見　二彦		100

																										個人		藤井　旭		100

																										個人		藤井　一成		100

																										個人		藤井　恵子		100

																										個人		藤井　孝比古		100

																										個人		藤井　修		100

																										個人		藤井　辰成		100

																										個人		藤井　友生		100

																										個人		藤井　信		100

																										個人		藤井　保浩		100

																										個人		藤井　靖子		100

																										個人		藤井　良和		100

																										個人		藤井　莉帆		100

																										個人		藤倉　克己		100

																										個人		藤倉　功育		100

																										個人		藤崎　愛馨		100

																										個人		藤崎　沙織		100

																										個人		藤崎　豊		100

																										個人		藤澤　和敏		100

																										個人		藤嶋　大輔		100

																										個人		藤島　美登里		100

																										個人		藤島　道雄		100

																										個人		藤城　正直		100

																										個人		藤田　一宏		100

																										個人		藤田　海人		100

																										個人		藤田　健一郎		100

																										個人		藤田　匠		100

																										個人		藤田　慎樹		100

																										個人		藤田　隆義		100

																										個人		藤田　竜也		100

																										個人		藤田　知宏		100

																										個人		藤田　敏代		100

																										個人		藤田　智憲		100

																										個人		藤田　秀一		100

																										個人		藤田　浩之		100

																										個人		藤田　洋一		100

																										個人		藤田　和代		100

																										個人		藤多　裕介		100

																										個人		藤墳　和典		100

																										個人		藤中　晴日		100

																										個人		藤永　仁美		100

																										個人		藤ノ井　孝治		100

																										個人		藤野　富士子		100

																										個人		藤原　恵美		100

																										個人		藤原　大		100

																										個人		藤原　数義		100

																										個人		藤原　友和		100

																										個人		藤原　智子		100

																										個人		藤原　幹響		100

																										個人		藤本　海渡		100

																										個人		藤本　英昭		100

																										個人		藤本　彰也		100

																										個人		藤本　知生		100

																										個人		藤本　友一		100

																										個人		藤本　雅巳		100

																										個人		藤村　一廣		100

																										個人		藤森　祐介		100

																										個人		藤山　雅章		100

																										個人		藤渡　真利		100

																										個人		淵上　敏行		100

																										個人		舟橋　葉子		100

																										個人		舩大工　海月		100

																										個人		麓　文範		100

																										個人		古市　みちる		100

																										個人		古賀　基幸		100

																										個人		古賀　颯汰		100

																										個人		古賀　信二		100

																										個人		古門　かおり		100

																										個人		古川　慧一		100

																										個人		古川　勝也		100

																										個人		古川　達也		100

																										個人		古川　政芳		100

																										個人		古川　保典		100

																										個人		古川　義樹		100

																										個人		古河　小由里		100

																										個人		古越　浩幸		100

																										個人		古澤　幸		100

																										個人		古澤　順子		100

																										個人		古城　洋子		100

																										個人		古薗　智也		100

																										個人		古谷　ありさ		100

																										個人		古谷　健一		100

																										個人		古谷　洋之		100

																										個人		古津　浩司		100

																										個人		古寺　孝一		100

																										個人		古波倉　睦代		100

																										個人		古西　正弥		100

																										個人		古布　尚久		100

																										個人		古野　正人		100

																										個人		古橋　せつ子		100

																										個人		古橋　和仁		100

																										個人		古林　達也		100

																										個人		古矢　雅彦		100

																										個人		古屋　京子		100

																										個人		古山　諄		100

																										個人		別所　達也		100

																										個人		別府　洋平		100

																										個人		穂坂　信司		100

																										個人		法原　泰		100

																										個人		朴　惠淑		100

																										個人		星　圭悟		100

																										個人		星　栄作		100

																										個人		星賀　康史		100

																										個人		星川　智郁		100

																										個人		星野　亜衣		100

																										個人		星野　裕子		100

																										個人		星野　陽平		100

																										個人		星野　由子		100

																										個人		星山　敏美		100

																										個人		細江　千草		100

																										個人		細川　恵多		100

																										個人		細川　聡		100

																										個人		細川　拓		100

																										個人		細木　榮一		100

																										個人		細田　恭章		100

																										個人		細田　悠太		100

																										個人		細谷　均		100

																										個人		細谷　岳史		100

																										個人		細谷　竜治		100

																										個人		細谷　峰男		100

																										個人		細野　昌二		100

																										個人		細見　克俊		100

																										個人		堀　有佑		100

																										個人		堀　耕補		100

																										個人		堀　匠		100

																										個人		堀　匡佑		100

																										個人		堀　智枝子		100

																										個人		堀　智之		100

																										個人		堀　宏一		100

																										個人		堀　福子		100

																										個人		堀内　忠紘		100

																										個人		堀内　美和		100

																										個人		堀江　麻美		100

																										個人		堀江　活三		100

																										個人		堀江　司		100

																										個人		堀江　飛辰		100

																										個人		堀口　大輔		100

																										個人		堀越　一洋		100

																										個人		堀越　英里		100

																										個人		堀越　駿平		100

																										個人		堀田　駿		100

																										個人		堀田　信三		100

																										個人		本岡　良英		100

																										個人		本木　和徳		100

																										個人		本田　幸愛		100

																										個人		本田　絢子		100

																										個人		本田　利明		100

																										個人		本田　法子		100

																										個人		本田　真也		100

																										個人		本田　昌枝		100

																										個人		本田　光		100

																										個人		本田　由馬		100

																										個人		本田　吉孝		100

																										個人		本多　英世		100

																										個人		本多　誠		100

																										個人		本多　早苗		100

																										個人		本多　範久		100

																										個人		本多　秀年		100

																										個人		本間　圭一		100

																										個人		本間　道郎		100

																										個人		本間　光一		100

																										個人		本松　直也		100

																										個人		本村　隆一		100

																										個人		本吉　正宗		100

																										個人		本吉　繭美		100

																										個人		本若　武久		100

																										個人		眞木　貞裕		100

																										個人		眞崎　シゲ子		100

																										個人		真城　仁		100

																										個人		真瀬　厚子		100

																										個人		眞造　裕子		100

																										個人		真継　悦子		100

																										個人		真鍋　英和		100

																										個人		真野　徳之		100

																										個人		眞山　洋士		100

																										個人		間嶋　瞳		100

																										個人		間宮　眞弓		100

																										個人		間宮　みどり		100

																										個人		前　加代子		100

																										個人		前　秀知		100

																										個人		前川　啓子		100

																										個人		前川　拓也		100

																										個人		前川　敏郎		100

																										個人		前川　美恵子		100

																										個人		前田　敦史		100

																										個人		前田　一成		100

																										個人		前田　樹希		100

																										個人		前田　樹里		100

																										個人		前田　晃		100

																										個人		前田　武		100

																										個人		前田　武士		100

																										個人		前田　哲也		100

																										個人		前田　敏宏		100

																										個人		前田　成彦		100

																										個人		前田　はるみ		100

																										個人		前田　正志		100

																										個人		前田　政典		100

																										個人		前田　雅代		100

																										個人		前田　道治		100

																										個人		前山　克己		100

																										個人		前山　利美		100

																										個人		牧　秀孝		100

																										個人		牧　泰則		100

																										個人		牧之内　祐介		100

																										個人		牧坂　壽美子		100

																										個人		牧田　渉		100

																										個人		牧野　加奈		100

																										個人		牧野　由尚		100

																										個人		蒔苗　友規		100

																										個人		槙野　修成		100

																										個人		槙原　由恵		100

																										個人		昌山　裕昭		100

																										個人		升　香里		100

																										個人		升田　博子		100

																										個人		桝谷　梓		100

																										個人		益子　保行		100

																										個人		益田　鮎美		100

																										個人		益留　誠		100

																										個人		増井　博一		100

																										個人		増井　宏幸		100

																										個人		増井　真紀		100

																										個人		増田　寛子		100

																										個人		増田　俊之		100

																										個人		増田　富夫		100

																										個人		増田　秀夫		100

																										個人		増田　未希		100

																										個人		増田　義男		100

																										個人		増平　善信		100

																										個人		増元　由紀		100

																										個人		増山　英男		100

																										個人		町田　圭介		100

																										個人		町田　寿治		100

																										個人		町田　翠		100

																										個人		町田　良		100

																										個人		町田　和靖		100

																										個人		松井　渓		100

																										個人		松井　賢一		100

																										個人		松井　修身		100

																										個人		松井　澄雄		100

																										個人		松井　龍世		100

																										個人		松井　秀博		100

																										個人		松井　宏樹		100

																										個人		松井　勇輔		100

																										個人		松居　卓也		100

																										個人		松家　慎二		100

																										個人		松石　康秀		100

																										個人		松浦　英樹		100

																										個人		松浦　徹		100

																										個人		松浦　康人		100

																										個人		松浦　夕貴		100

																										個人		松尾　大輔		100

																										個人		松尾　寛敏		100

																										個人		松尾　昭		100

																										個人		松尾　昭仁		100

																										個人		松尾　規之		100

																										個人		松岡　悟		100

																										個人		松岡　政和		100

																										個人		松木　明日美		100

																										個人		松隈　誠司		100

																										個人		松隈　由紀		100

																										個人		松崎　有宏		100

																										個人		松崎　泉帆		100

																										個人		松崎　淳		100

																										個人		松崎　武		100

																										個人		松崎　智大		100

																										個人		松崎　文則		100

																										個人		松崎　裕一		100

																										個人		松崎　良		100

																										個人		松島　淑江		100

																										個人		松下　佳史		100

																										個人		松下　健一郎		100

																										個人		松下　顕正		100

																										個人		松下　斉		100

																										個人		松下　讓		100

																										個人		松下　はな枝		100

																										個人		松下　浩治		100

																										個人		松下　律		100

																										個人		松田　大		100

																										個人		松田　強志		100

																										個人		松田　幸子		100

																										個人		松田　靜流		100

																										個人		松田　尚太郎		100

																										個人		松田　聡		100

																										個人		松田　浩一		100

																										個人		松田　洋子		100

																										個人		松田　和重		100

																										個人		松竹　一三		100

																										個人		松谷　あかね		100

																										個人		松谷　香里		100

																										個人		松谷　貴裕		100

																										個人		松谷　忠嗣		100

																										個人		松谷　元気		100

																										個人		松永　恵子		100

																										個人		松永　きみ		100

																										個人		松永　里加子		100

																										個人		松波　怜		100

																										個人		松原　英恵		100

																										個人		松原　武志		100

																										個人		松原　珠代		100

																										個人		松原　輝博		100

																										個人		松原　文雄		100

																										個人		松原　勉		100

																										個人		松原　未菜		100

																										個人		松原　充甫		100

																										個人		松藤　京介		100

																										個人		松本　圭司		100

																										個人		松本　啓		100

																										個人		松本　賢一		100

																										個人		松本　剛実		100

																										個人		松本　章		100

																										個人		松本　進		100

																										個人		松本　武志		100

																										個人		松本　達哉		100

																										個人		松本　鉄太		100

																										個人		松本　智子		100

																										個人		松本　成道		100

																										個人		松本　広		100

																										個人		松本　貢史郎		100

																										個人		松本　義明		100

																										個人		松本　亮一		100

																										個人		松丸　友樹		100

																										個人		松村　新一郎		100

																										個人		松村　覚子		100

																										個人		松村　栄司		100

																										個人		松村　高幸		100

																										個人		松村　充浩		100

																										個人		松元　久典		100

																										個人		的場　功一		100

																										個人		丸井　晴樹		100

																										個人		丸島　明		100

																										個人		丸本　清一郎		100

																										個人		丸山　あゆみ		100

																										個人		丸山　克彦		100

																										個人		丸山　耕志郎		100

																										個人		丸山　渉		100

																										個人		丸山　智子		100

																										個人		丸山　義夫		100

																										個人		三井　杏子		100

																										個人		三井　貴史		100

																										個人		三井　健司		100

																										個人		三井　慎介		100

																										個人		三上　三千代		100

																										個人		三上　祐希		100

																										個人		三浦　絵理子		100

																										個人		三浦　照子		100

																										個人		三浦　康司		100

																										個人		三浦　裕之		100

																										個人		三浦　義信		100

																										個人		三浦　和久		100

																										個人		三木　健太郎		100

																										個人		三木　正郎		100

																										個人		三木　涼太		100

																										個人		三国　きよ子		100

																										個人		三坂　彰史		100

																										個人		三品　祐樹		100

																										個人		三島　大季		100

																										個人		三島　睦美		100

																										個人		三角　秀一		100

																										個人		三田　寛之		100

																										個人		三田　和久		100

																										個人		三宅　明		100

																										個人		三宅　英紀		100

																										個人		三宅　健之		100

																										個人		三宅　伸夫		100

																										個人		三宅　俊彦		100

																										個人		三宅　則子		100

																										個人		三宅　正高		100

																										個人		三宅　より子		100

																										個人		三谷　史郎		100

																										個人		三反田　耕一		100

																										個人		三ツ橋　雄太		100

																										個人		三成　博子		100

																										個人		三根　広大		100

																										個人		三橋　良一		100

																										個人		三林　建太		100

																										個人		三原　幸文		100

																										個人		三村　洋子		100

																										個人		三村　遥		100

																										個人		三好　敦史		100

																										個人		三好　貴文		100

																										個人		三好　幸一郎		100

																										個人		三好　秀佳		100

																										個人		三輪　信幸		100

																										個人		見城　茜		100

																										個人		水上　健二		100

																										個人		水木　戍		100

																										個人		水木　信之		100

																										個人		水口　幸子		100

																										個人		水島　房江		100

																										個人		水田　浩一		100

																										個人		水田　亮		100

																										個人		水田　和子		100

																										個人		水谷　隆良		100

																										個人		水谷　友香		100

																										個人		水戸　秀子		100

																										個人		水野　愛巳		100

																										個人		水野　綾香		100

																										個人		水野　偉智		100

																										個人		水野　貴恵		100

																										個人		水野　貴仁		100

																										個人		水野　孝夫		100

																										個人		水野　達哉		100

																										個人		水野　美知子		100

																										個人		水野　矢彦		100

																										個人		水野　塁		100

																										個人		溝口　育弘		100

																										個人		溝口　伸二		100

																										個人		溝口　弘己		100

																										個人		溝田　浩利		100

																										個人		溝渕　高信		100

																										個人		溝渕　光		100

																										個人		道下　睦国		100

																										個人		道信　智之		100

																										個人		道見　和幸		100

																										個人		光冨　博章		100

																										個人		満塩　隼		100

																										個人		満田　典佳		100

																										個人		満間　智佳子		100

																										個人		皆川　恵信		100

																										個人		湊谷　剛博		100

																										個人		南　重喜		100

																										個人		南　昭洋		100

																										個人		南　拓磨		100

																										個人		南　拓郎		100

																										個人		南　智子		100

																										個人		南　道明		100

																										個人		南方　文雄		100

																										個人		南条　正宏		100

																										個人		南塚　信人		100

																										個人		南場　孝彦		100

																										個人		南部　親成		100

																										個人		源　明日斗		100

																										個人		源　怜奈		100

																										個人		峰岸　燦		100

																										個人		峯山　瑛斗		100

																										個人		箕浦　勝太郎		100

																										個人		箕輪　直枝		100

																										個人		箕輪　浩次		100

																										個人		宮内　裕征		100

																										個人		宮川　太暉		100

																										個人		宮川　宏美		100

																										個人		宮木　久眞		100

																										個人		宮坂　洋介		100

																										個人		宮崎　紀代		100

																										個人		宮嵜　清彦		100

																										個人		宮崎　圭司		100

																										個人		宮崎　佐知子		100

																										個人		宮崎　純子		100

																										個人		宮崎　順子		100

																										個人		宮崎　第五郎		100

																										個人		宮崎　直美		100

																										個人		宮崎　望		100

																										個人		宮崎　亮太		100

																										個人		宮崎　凛		100

																										個人		宮里　和子		100

																										個人		宮澤　一史		100

																										個人		宮澤　祐紀		100

																										個人		宮下　健一		100

																										個人		宮下　幸大		100

																										個人		宮下　充司		100

																										個人		宮下　源都		100

																										個人		宮代　克明		100

																										個人		宮城　有子		100

																										個人		宮城　大輔		100

																										個人		宮城　孝之		100

																										個人		宮園　紘彰		100

																										個人		宮田　幸一		100

																										個人		宮田　晃希		100

																										個人		宮田　昌之		100

																										個人		宮田　良子		100

																										個人		宮田　和弥		100

																										個人		宮地　佐知子		100

																										個人		宮永　大史		100

																										個人		宮野　弘之		100

																										個人		宮原　袈裟夫		100

																										個人		宮原　真紀		100

																										個人		宮古　愛美		100

																										個人		宮本　サナエ		100

																										個人		宮本　千佳		100

																										個人		宮本　直幸		100

																										個人		宮本　美耶子		100

																										個人		宮本　和典		100

																										個人		宮前　洋子		100

																										個人		牟田　まさみ		100

																										個人		向井　太郎		100

																										個人		向井　智恵		100

																										個人		向井　優正		100

																										個人		向出　真広		100

																										個人		麦沢　真吾		100

																										個人		椋本　左洋		100

																										個人		村井　健		100

																										個人		村井　峻悟		100

																										個人		村井　泰世		100

																										個人		村上　恵里佳		100

																										個人		村上　健太		100

																										個人		村上　寿朗		100

																										個人		村上　修一		100

																										個人		村上　千代		100

																										個人		村上　聡美		100

																										個人		村上　隆		100

																										個人		村上　隆夫		100

																										個人		村上　徹		100

																										個人		村上　正治		100

																										個人		村上　雅一		100

																										個人		村上　保彦		100

																										個人		村上　祐哉		100

																										個人		村上　和敬		100

																										個人		村尾　良太		100

																										個人		村岡　勝行		100

																										個人		村川　富美		100

																										個人		村島　順子		100

																										個人		村瀬　尚之		100

																										個人		村瀬　康人		100

																										個人		村田　寿一郎		100

																										個人		村田　尚貴		100

																										個人		村田　慎也		100

																										個人		村田　直樹		100

																										個人		村田　則一		100

																										個人		村田　宏嘉		100

																										個人		村田　康子		100

																										個人		村田　優		100

																										個人		村田　良光		100

																										個人		村野　瑞治		100

																										個人		村野　和也		100

																										個人		村橋　辰夫		100

																										個人		村松　和宏		100

																										個人		村山　正明		100

																										個人		村吉　政晃		100

																										個人		室山　大輔		100

																										個人		目代　真美		100

																										個人		望月　洋輔		100

																										個人		元　正之		100

																										個人		元久　晴夫		100

																										個人		守家　英斗		100

																										個人		守野　晃央		100

																										個人		守屋　喜巳		100

																										個人		守山　理恵		100

																										個人		盛井　一央		100

																										個人		森　藍里		100

																										個人		森　新祐		100

																										個人		森　恵美		100

																										個人		森　教安		100

																										個人		森　健哲		100

																										個人		森　幸子		100

																										個人		森　智史		100

																										個人		森　信也		100

																										個人		森　博昭		100

																										個人		森　政道		100

																										個人		森　佑佳		100

																										個人		森　勇二		100

																										個人		森　由加利		100

																										個人		森　芳子		100

																										個人		森井　康夫		100

																										個人		森井　優輝		100

																										個人		森岡　一		100

																										個人		森岡　榮吉		100

																										個人		森岡　淳彦		100

																										個人		森川　馨		100

																										個人		森川　和政		100

																										個人		森國　宏一郎		100

																										個人		森崎　晃		100

																										個人		森嶋　亜樹		100

																										個人		森島　敏雄		100

																										個人		森島　美樹		100

																										個人		森下　昌寬		100

																										個人		森住　友貴		100

																										個人		森田　雄斗		100

																										個人		森田　久美子		100

																										個人		森田　啓介		100

																										個人		森田　忠		100

																										個人		森田　博喜		100

																										個人		森田　晴子		100

																										個人		森田　諭史		100

																										個人		森田　悠司		100

																										個人		森田　裕之		100

																										個人		森田　和芳		100

																										個人		森高　千詞		100

																										個人		森谷　修巳		100

																										個人		森谷　文恵		100

																										個人		森中　麻知子		100

																										個人		森野　喜義		100

																										個人		森原　恵美		100

																										個人		森藤　瑞恵		100

																										個人		森本　有佳		100

																										個人		森本　英徳		100

																										個人		森本　久美子		100

																										個人		森本　啓二		100

																										個人		森本　忠司		100

																										個人		森本　博海		100

																										個人		森安　健太郎		100

																										個人		森安　信太郎		100

																										個人		森安　和奈		100

																										個人		森山　鈴子		100

																										個人		森吉　丈夫		100

																										個人		諸見里　みゆき		100

																										個人		八木　久欣		100

																										個人		八木　里奈		100

																										個人		八木　達雄		100

																										個人		八木　三重子		100

																										個人		八木　洋一		100

																										個人		八木沼　直記		100

																										個人		八木原　勇斗		100

																										個人		八倉　崇浩		100

																										個人		八坂　優希恵		100

																										個人		八重樫　亮一		100

																										個人		八島　潤子		100

																										個人		八田　直也		100

																										個人		八幡　圭		100

																										個人		矢口　佳代子		100

																										個人		矢口　悟志		100

																										個人		矢倉　淳		100

																										個人		矢作　晃		100

																										個人		矢作　浩		100

																										個人		矢島　考貴		100

																										個人		矢嶋　武		100

																										個人		矢野　哲郎		100

																										個人		矢野　稔		100

																										個人		矢吹　敏行		100

																										個人		矢藤　貴大		100

																										個人		屋式　徳孝		100

																										個人		屋比久　孝		100

																										個人		箭野　心太郎		100

																										個人		役　能之		100

																										個人		薬師寺　健太朗		100

																										個人		薬師寺　翔太		100

																										個人		安生　啓子		100

																										個人		安喜　史		100

																										個人		安田　恵美		100

																										個人		安田　圭佑		100

																										個人		安田　龍生		100

																										個人		安田　俊一		100

																										個人		安田　元也		100

																										個人		安達　清志		100

																										個人		安達　峻彦		100

																										個人		安達　宣克		100

																										個人		安達　俊美		100

																										個人		安永　克成		100

																										個人		安西　富美子		100

																										個人		安部　悦三		100

																										個人		安部　恒		100

																										個人		安藤　育佳		100

																										個人		安藤　郁		100

																										個人		安藤　一徳		100

																										個人		安藤　恵		100

																										個人		安藤　佳永子		100

																										個人		安藤　孝啓		100

																										個人		安藤　聡		100

																										個人		安藤　範樹		100

																										個人		安藤　正純		100

																										個人		安藤　康江		100

																										個人		安藤　亮佑		100

																										個人		安藤　涼平		100

																										個人		安藤　和幸		100

																										個人		安松　徹		100

																										個人		安保　克実		100

																										個人		安保　拓治		100

																										個人		保科　秀幸		100

																										個人		保科　亮祐		100

																										個人		梁　悠樹		100

																										個人		柳　聡諮		100

																										個人		柳　道寿		100

																										個人		柳澤　慎太朗		100

																										個人		柳澤　昌宏		100

																										個人		柳瀬　亜希		100

																										個人		柳田　崇		100

																										個人		柳橋　拓磨		100

																										個人		柳本　順子		100

																										個人		藪　博利		100

																										個人		籔下　俊一		100

																										個人		藪中　幸一		100

																										個人		山内　勝二		100

																										個人		山内　裕治		100

																										個人		山内　楽一		100

																										個人		山内　和明		100

																										個人		山内　和広		100

																										個人		山浦　京子		100

																										個人		山川　慶二郎		100

																										個人		山川　治		100

																										個人		山川　千秋		100

																										個人		山川　泰祐		100

																										個人		山川　綏子		100

																										個人		山岸　郁子		100

																										個人		山岸　清		100

																										個人		山岸　賢次		100

																										個人		山岸　晃司		100

																										個人		山岸　文雄		100

																										個人		山岸　遼太郎		100

																										個人		山口　慧		100

																										個人		山口　嘉明		100

																										個人		山口　貴也		100

																										個人		山口　幸士		100

																										個人		山口　剛礼		100

																										個人		山口　晃史		100

																										個人		山口　菜穂子		100

																										個人		山口　淳一		100

																										個人		山口　翔大		100

																										個人		山口　伸一		100

																										個人		山口　世二		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　トミエ		100

																										個人		山口　富士子		100

																										個人		山口　秀美		100

																										個人		山口　雅義		100

																										個人		山口　稔史		100

																										個人		山口　和人		100

																										個人		山縣　恭平		100

																										個人		山縣　哲孝		100

																										個人		山之内　雅紀		100

																										個人		山崎　喜美則		100

																										個人		山崎　貴晃		100

																										個人		山崎　國廣		100

																										個人		山崎　圭介		100

																										個人		山崎　淑子		100

																										個人		山崎　淳		100

																										個人		山嵜　哲也		100

																										個人		山崎　登彦		100

																										個人		山崎　敏也		100

																										個人		山崎　規生		100

																										個人		山嵜　晴美		100

																										個人		山崎　広之		100

																										個人		山崎　宏治		100

																										個人		山崎　浩司		100

																										個人		山崎　浩次		100

																										個人		山崎　勉		100

																										個人		山崎　真一		100

																										個人		山崎　康嗣		100

																										個人		山崎　靖子		100

																										個人		山崎　勇		100

																										個人		山崎　優太		100

																										個人		山崎　良喜		100

																										個人		山里　憲一		100

																										個人		山下　麻衣子		100

																										個人		山下　一歩		100

																										個人		山下　英法		100

																										個人		山下　大樹		100

																										個人		山下　勝		100

																										個人		山下　希望		100

																										個人		山下　恭市		100

																										個人		山下　純弘		100

																										個人		山下　順子		100

																										個人		山下　聡史		100

																										個人		山下　智		100

																										個人		山下　智弘		100

																										個人		山下　秀博		100

																										個人		山下　真理子		100

																										個人		山下　良幸		100

																										個人		山城　明		100

																										個人		山瀬　日奈		100

																										個人		山田　新太郎		100

																										個人		山田　大介		100

																										個人		山田　慶子		100

																										個人		山田　健司		100

																										個人		山田　献次		100

																										個人		山田　彩乃		100

																										個人		山田　尚登		100

																										個人		山田　尚弥		100

																										個人		山田　将大		100

																										個人		山田　高史		100

																										個人		山田　知世		100

																										個人		山田　敏男		100

																										個人		山田　智賀里		100

																										個人		山田　広樹		100

																										個人		山田　浩幸		100

																										個人		山田　文太郎		100

																										個人		山田　正治		100

																										個人		山田　元弘		100

																										個人		山田　康平		100

																										個人		山田　裕貴		100

																										個人		山田　陽一		100

																										個人		山田　和男		100

																										個人		山谷　智恵子		100

																										個人		山地　照代		100

																										個人		山中　一史		100

																										個人		山中　誠		100

																										個人		山中　牧子		100

																										個人		山中　勇輝		100

																										個人		山中　良介		100

																										個人		山梨　潤紀		100

																										個人		山梨　靖行		100

																										個人		山根　一祥		100

																										個人		山根　清嗣		100

																										個人		山根　栄利子		100

																										個人		山根　崇		100

																										個人		山根　鉄郎		100

																										個人		山根　和明		100

																										個人		山野　春樹		100

																										個人		山野　正高		100

																										個人		山部　肇		100

																										個人		山副　耕一		100

																										個人		山辺　康宏		100

																										個人		山辺　理紗		100

																										個人		山本　泉葉		100

																										個人		山本　一隆		100

																										個人		山本　英津子		100

																										個人		山本　英督		100

																										個人		山本　雄大		100

																										個人		山本　大地		100

																										個人		山本　大祐		100

																										個人		山本　紀代子		100

																										個人		山本　貴大		100

																										個人		山本　恭平		100

																										個人		山本　玄輝		100

																										個人		山本　幸一		100

																										個人		山本　耕司		100

																										個人		山本　治		100

																										個人		山本　尚弘		100

																										個人		山本　祥子		100

																										個人		山本　祥之		100

																										個人		山本　伸一		100

																										個人		山本　伸孝		100

																										個人		山本　千弦		100

																										個人		山本　丈人		100

																										個人		山本　知典		100

																										個人		山本　哲也		100

																										個人		山本　直輝		100

																										個人		山本　信美		100

																										個人		山本　肇		100

																										個人		山本　秀行		100

																										個人		山本　美香		100

																										個人		山本　妙子		100

																										個人		山本　睦男		100

																										個人		山本　元宣		100

																										個人		山本　盛之		100

																										個人		山本　泰寛		100

																										個人		山本　勇		100

																										個人		山本　行紘		100

																										個人		山本　よし子		100

																										個人		山本　由美子		100

																										個人		山路　智		100

																										個人		山宮　かれん		100

																										個人		山村　剛秀		100

																										個人		山室　治人		100

																										個人		鑓田　恒夫		100

																										個人		油川　さち		100

																										個人		湯川　大輝		100

																										個人		湯澤　二三子		100

																										個人		湯本　洋司		100

																										個人		湯本　和隆		100

																										個人		湯室　和夫		100

																										個人		柚原　秀明		100

																										個人		雪本　徹		100

																										個人		指田　貴子		100

																										個人		弓川　和子		100

																										個人		弓場　寛子		100

																										個人		與儀　明彦		100

																										個人		与那原　正勝		100

																										個人		與那嶺　弘次		100

																										個人		余　晴妍		100

																										個人		用水原　嘉一		100

																										個人		横井　幸治		100

																										個人		横内　隆		100

																										個人		横内　博		100

																										個人		横尾　卓也		100

																										個人		横尾　智恵		100

																										個人		横川　貴大		100

																										個人		横川　忠弘		100

																										個人		横木　直弥		100

																										個人		横崎　めぐみ		100

																										個人		横田　昭彦		100

																										個人		横田　昌和		100

																										個人		横原　秀平		100

																										個人		横堀　克幸		100

																										個人		横溝　孝幸		100

																										個人		横溝　拓		100

																										個人		横山　航		100

																										個人		横山　尚平		100

																										個人		横山　将史		100

																										個人		横山　ななみ		100

																										個人		横山　博文		100

																										個人		横山　光宏		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕保		100

																										個人		吉井　博子		100

																										個人		吉井　勇		100

																										個人		吉江　玲子		100

																										個人		吉岡　拓朗		100

																										個人		吉岡　知紘		100

																										個人		吉岡　照子		100

																										個人		吉岡　行雄		100

																										個人		吉賀　紘平		100

																										個人		吉川　剛司		100

																										個人		吉川　周		100

																										個人		吉川　修		100

																										個人		吉川　武仁		100

																										個人		吉川　達也		100

																										個人		吉川　博		100

																										個人		吉川　裕二		100

																										個人		吉川　由紀恵		100

																										個人		吉崎　孝史		100

																										個人		吉澤　寛智		100

																										個人		吉澤　弘子		100

																										個人		吉住　哲		100

																										個人		吉田　恵美		100

																										個人		吉田　恭子		100

																										個人		吉田　久子		100

																										個人		吉田　潔		100

																										個人		吉田　健治		100

																										個人		吉田　幸史		100

																										個人		吉田　之久		100

																										個人		吉田　昭枝		100

																										個人		吉田　千寿也		100

																										個人		吉田　隆峰		100

																										個人		吉田　拓麿		100

																										個人		吉田　哲央		100

																										個人		吉田　典義		100

																										個人		吉田　博俊		100

																										個人		吉田　美佳		100

																										個人		吉田　妙子		100

																										個人		吉田　元昭		100

																										個人		吉田　裕紀		100

																										個人		吉田　洋子		100

																										個人		吉田　由加		100

																										個人		吉田　好恵		100

																										個人		吉田　亮		100

																										個人		吉田　玲		100

																										個人		吉竹　茂利		100

																										個人		吉竹　裕子		100

																										個人		吉富　央子		100

																										個人		吉留　玲緒		100

																										個人		吉永　重成		100

																										個人		吉永　誠		100

																										個人		吉永　正信		100

																										個人		吉永　充孝		100

																										個人		吉成　和江		100

																										個人		吉沼　はるか		100

																										個人		吉野　幸夫		100

																										個人		吉野　幸雄		100

																										個人		吉野　祥		100

																										個人		吉野　安尋		100

																										個人		吉橋　眞由美		100

																										個人		吉原　知子		100

																										個人		吉原　正彦		100

																										個人		吉本　尚		100

																										個人		吉本　侑平		100

																										個人		吉村　一義		100

																										個人		吉村　憲一		100

																										個人		吉村　誠一		100

																										個人		吉村　秀夫		100

																										個人		吉村　真貴		100

																										個人		吉村　昌也		100

																										個人		吉村　元成		100

																										個人		吉山　徹		100

																										個人		芳本　慈央里		100

																										個人		良知　礼子		100

																										個人		呼　思楽		100

																										個人		李　恩卿		100

																										個人		李　思		100

																										個人		劉　柯		100

																										個人		劉　勇進		100

																										個人		和泉　秀文		100

																										個人		和泉　雅夫		100

																										個人		和泉　雅之		100

																										個人		和木　雄治		100

																										個人		和田　幸三		100

																										個人		和田　紘輝		100

																										個人		和田　進		100

																										個人		和田　長		100

																										個人		和田　延江		100

																										個人		和田　真範		100

																										個人		和田　真弓		100

																										個人		和田　光示		100

																										個人		和智　光弘		100

																										個人		輪千　大		100

																										個人		若月　友莉果		100

																										個人		若槻　久義		100

																										個人		若林　信雄		100

																										個人		若松　加代子		100

																										個人		脇　昌弘		100

																										個人		脇坂　弘暢		100

																										個人		脇阪　松代		100

																										個人		脇田　愛子		100

																										個人		脇本　裕夫		100

																										個人		渡部　天彦		100

																										個人		渡部　勝巳		100

																										個人		渡部　敬文		100

																										個人		渡部　俊平		100

																										個人		渡部　真一		100

																										個人		渡部　康裕		100

																										個人		渡部　裕之		100

																										個人		渡辺　亜希子		100

																										個人		渡邉　一博		100

																										個人		渡辺　一平		100

																										個人		渡辺　一弘		100

																										個人		渡辺　英一朗		100

																										個人		渡邉　寛		100

																										個人		渡邊　欣弥		100

																										個人		渡邊　啓太郎		100

																										個人		渡邊　敬介		100

																										個人		渡邉　健太		100

																										個人		渡邉　公平		100

																										個人		渡辺　孝充		100

																										個人		渡邊　茂		100

																										個人		渡邉　淳二		100

																										個人		渡邉　伸一		100

																										個人		渡邉　哲郎		100

																										個人		渡邉　利幸		100

																										個人		渡辺　友佳子		100

																										個人		渡邉　真		100

																										個人		渡邊　槙子		100

																										個人		渡辺　正		100

																										個人		渡辺　正幸		100

																										個人		渡辺　正巳		100

																										個人		渡邊　實		100

																										個人		渡邉　保		100

																										個人		渡邉　泰司		100

																										個人		渡辺　裕幸		100

																										個人		渡邉　由記		100

																										個人		渡辺　義隆		100

																										個人		渡邉　亮		100

																										個人		渡邊　亮		100

																										個人		渡辺　亮二		100

																										個人		渡邉　涼平		100

																										個人		渡辺　和雅		100

																										個人		蕨　悠太		100

																										個人		割石　健		100

																										個人		我喜屋　洋太		100

																										個人		我妻　卓哉		100

																										個人		我妻　美保		100		●

																										個人		天川商店		100

																										機関		石動証券株式会社		100

																										機関		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		100

																										法人		合同会社アセットプラネット社		100

																										法人		株式会社アンドバイユー		100

																										法人		株式会社朝日リビング		100

																										法人		有限会社池添清掃		100

																										法人		株式会社一や		100

																										法人		株式会社オアシスコーポレーション		100

																										法人		有限会社カネヒサコーポレーション		100

																										法人		京和横浜合同会社		100

																										法人		小針土建株式会社		100

																										法人		有限会社サイクレード		100

																										法人		株式会社サムズアップ		100

																										法人		師崎水産株式会社		100

																										法人		ＪＹＸＹＥＲ株式会社		100

																										法人		七モンドール有限会社		100

																										法人		株式会社下嶋商店		100

																										法人		株式会社鈴屋ハウジング		100

																										法人		ティアイ株式会社		100

																										法人		有限会社富士薬局		100

																										法人		医療法人のぞみ整形外科		100

																										法人		兵庫エステート株式会社		100

																										法人		株式会社リジェネレーション		100

																										機関		ＫＳＤ－ＥＵＧＥＮＥ		100

																										機関		ＰＥＲＳＨＩＮＧ－ＤＩＶ．　ＯＦ　ＤＬＪ　ＳＥＣＳ．　ＣＯＲＰ．		100

																										機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ（ＲＥＴＡＩＬ）		100

																										個人		西田　圭吾		100

																										個人		ＳＩＡ　ＣＨＥＥ　ＹＡＮ		100

																										個人		ゴ　チカ		100

																										個人		ＺＨＯＵ　ＷＥＩＪＩＮＧ		100

																										個人		チン　ケンキツ		100

																										個人		Ｄｅｌｓａｕｘ　Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｄｉｄｉｅｒ		100

																										個人		マナーズ　秀子		100

																										機関		リテラ・クレア証券株式会社		95

																										個人		柴野　真代		92

																										個人		高見澤　新悟		88

																										個人		西之上　美智子		83

																										個人		宮田　三佳		83

																										個人		宇古　学		82

																										個人		福田　元晃		80

																										個人		鹿子生　共紘		78

																										機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		78

																										個人		石川　裕一		75

																										個人		兼田　聖子		74

																										個人		水谷　龍太		74

																										個人		青島　周一		73

																										個人		青木　寛敬		70

																										個人		籠宮　豊		70

																										個人		柴田　幸範		69

																										個人		辻野　克幸		69

																										個人		岡本　弘行		68

																										個人		上地　宣嘉		65

																										個人		天野　賢一		64

																										個人		川添　遥加		63

																										個人		清都　和也		63

																										個人		樫　千早		62

																										個人		満田　智彦		62

																										個人		大渕　魁人		61

																										個人		兜坂　一夫		60

																										個人		土生　幸広		60

																										個人		細谷　彩子		60

																										個人		斉藤　竜也		59

																										個人		清永　圭一		57

																										機関		廣田証券株式会社		57

																										個人		青木　佑太		56

																										個人		田中　晶人		56

																										個人		伊東　勝弘		55

																										個人		関口　隼人		55

																										個人		渡邉　哲郎		54

																										個人		小林　ゆりえ		53

																										個人		澤山　克枝		53

																										個人		山田　かおる		53

																										個人		市原　正幸		52

																										個人		山内　貴之		52

																										個人		浅見　浩行		50

																										個人		梅田　和紀		50

																										個人		岸田　篤典		50

																										個人		國定　直樹		50

																										個人		栗野　沙織		50

																										個人		佐藤　真		50

																										個人		白井　克佳		50

																										個人		白木　寛和		50

																										個人		城塚　庸行		50

																										個人		中村　健司		50

																										個人		橋詰　浩明		50

																										個人		深味　朝日		50

																										個人		藤井　康弘		50

																										個人		眞野　鈴子		50

																										個人		松澤　紀子		50

																										個人		森　真弓		50

																										個人		安齋　徹哉		50

																										個人		安西　稔行		50

																										個人		山根　浩史		50

																										個人		山本　晃生		50

																										個人		渡邉　泰昌		50

																										個人		細貝　周平		46

																										個人		川口　恭平		45

																										個人		七尾　嘉一		45

																										個人		知念　拓人		45

																										個人		安仁屋　慎一郎		45

																										個人		赤星　拓也		43

																										個人		小梛　淳弥		43

																										個人		花岡　俊幸		43

																										個人		田中　勝		41

																										個人		平塚　功		41

																										個人		尾崎　美幸		40

																										個人		葛西　佳美		40

																										個人		篠原　礼		40

																										個人		鈴木　達郎		40

																										個人		高橋　俊一		40

																										個人		竹内　基起		40

																										個人		豊川　哲次		40

																										個人		西野　文一		40

																										個人		野田　裕暉		40

																										個人		村田　秀斗		40

																										個人		吉里　武彦		40

																										個人		渡邉　健一		40

																										個人		横山　史郎		39

																										個人		小部　幸春		38

																										個人		藤井　一博		37

																										個人		久保田　剛玄		35

																										個人		久保田　進		35

																										個人		月足　元希		35

																										個人		本田　浩章		35

																										個人		山中　達博		35

																										個人		青木　翔平		34

																										個人		河島　芳久		33

																										個人		齋藤　弘樹		32

																										個人		平徳　清志		32

																										個人		菅　龍介		31

																										個人		徳江　昭乃		31

																										個人		赤澤　淳		30

																										個人		江野澤　一三		30

																										個人		大島　久宜		30

																										個人		大滝　雄策		30

																										個人		亀井　英宏		30

																										個人		川口　奈緒美		30

																										個人		川田　佳邦		30

																										個人		小野　正美		30

																										個人		小林　秀子		30

																										個人		佐藤　祥人		30

																										個人		坂本　正司		30

																										個人		榊原　恵理		30

																										個人		柴田　昭雄		30

																										個人		鈴木　聡志		30

																										個人		竹口　信治郎		30

																										個人		永尾　誠		30

																										個人		長瀬　英樹		30

																										個人		成田　祐生		30

																										個人		西山　眞規子		30

																										個人		原田　信雄		30

																										個人		服部　正博		30

																										個人		渡邉　好則		30

																										個人		南方　遼平		28

																										個人		坂上　憲弘		27

																										個人		杉山　勇樹		27

																										個人		原田　咲季		27

																										個人		福島　寛己		27

																										個人		吉川　正健		27

																										個人		鈴木　博人		26

																										個人		新里　竜二		25

																										個人		伊藤　史晃		25

																										個人		大平　正規		25

																										個人		大森　祥行		25

																										個人		奥野　一丈		25

																										個人		片桐　圭		25

																										個人		佐藤　大樹		25

																										個人		佐々木　友矢		25

																										個人		庄堂　浩一		25

																										個人		立花　大嗣		25

																										個人		玉田　清久		25

																										個人		丹羽　広平		25

																										個人		松元　祥起		25

																										法人		有限会社元三不動産		25

																										個人		鹿島　励		24

																										個人		村橋　諒洸		24

																										個人		酒井　和重		23

																										個人		福井　健志		23

																										個人		大門　寛和		22

																										個人		長谷川　智一		22

																										個人		伊藤　紀明		21

																										個人		飯塚　眞弓		21

																										個人		柏　伊吹		21

																										個人		高田　善弘		21

																										個人		中谷　映子		21

																										個人		宮本　樹希		21

																										個人		望田　三樹夫		21

																										個人		山川　聡士		21

																										個人		井上　慶一		20

																										個人		伊藤　伸一		20

																										個人		飯嶋　寿秀		20

																										個人		池内　大介		20

																										個人		一柳　恵亮		20

																										個人		市村　大樹		20

																										個人		榎本　綾奈		20

																										個人		榎本　宏徳		20

																										個人		大島　千周		20

																										個人		大島　卓三		20

																										個人		大峯　弘幸		20

																										個人		片山　勲		20

																										個人		川島　舞子		20

																										個人		川人　侑弥		20

																										個人		河野　裕一郎		20

																										個人		木村　吉広		20

																										個人		小川　敏広		20

																										個人		小暮　宏美		20

																										個人		坂井　慎一		20

																										個人		嶋崎　ひかり		20

																										個人		十九川　博喜		20

																										個人		杉浦　陽子		20

																										個人		鈴木　茂		20

																										個人		鈴木　直樹		20

																										個人		角谷　嶺		20

																										個人		田代　優也		20

																										個人		高橋　史也		20

																										個人		竹内　優司		20

																										個人		立木　一秀		20

																										個人		俵　恵一郎		20

																										個人		中村　恵		20

																										個人		西本　幸太郎		20

																										個人		野中　拓		20

																										個人		林　佐紀		20

																										個人		広安　省吾		20

																										個人		不破　智誉		20

																										個人		宮本　潤一朗		20

																										個人		室谷　英明		20

																										個人		柳本　藍		20

																										個人		山内　昌磨		20

																										個人		山根　英樹		20

																										個人		山本　晃太郎		20

																										個人		吉岡　宣生		20

																										個人		吉田　健介		20

																										個人		吉田　匡宏		20

																										個人		石山　竜成		19

																										個人		白川　恵子		19

																										個人		伊藤　彰悟		18

																										個人		岩田　登貴子		18

																										個人		山根　崇弘		18

																										個人		山本　政明		18

																										個人		石本　泰久		17

																										個人		黄　英哲		17

																										個人		小森谷　俊之		17

																										個人		榊原　英明		17

																										個人		塚本　直俊		17

																										個人		中井　真一		17

																										個人		本多　弘幸		17

																										個人		砂沢　涼子		16

																										個人		田中　嘉津也		16

																										個人		鶴ケ崎　直也		16

																										個人		秀島　晃		16

																										個人		虻川　大樹		15

																										個人		飯田　貴仁		15

																										個人		稲葉　岳史		15

																										個人		今井　晴香		15

																										個人		今井　洋一郎		15

																										個人		植村　公平		15

																										個人		牛久　信一		15

																										個人		大川　拓真		15

																										個人		大木　和樹		15

																										個人		大本　良次		15

																										個人		河野　慎一		15

																										個人		清水　香理		15

																										個人		小倉　悠平		15

																										個人		小林　多恵子		15

																										個人		佐々木　優		15

																										個人		田中　淳一		15

																										個人		寺田　三千子		15

																										個人		中島　利幸		15

																										個人		永松　正雄		15

																										個人		鍋多　隆史		15

																										個人		平林　孝之		15

																										個人		真鍋　仁		15

																										個人		持田　瞬		15

																										個人		森永　悠斗		15

																										個人		山崎　知美		15

																										個人		山本　貴広		15

																										個人		尾上　真治		14

																										個人		小林　豊		14

																										個人		槌谷　亮輔		14

																										個人		中西　拳斗		14

																										個人		樋口　文哉		14

																										個人		矢部　健一		14

																										個人		吉田　公祐		14

																										個人		吉田　亮平		14

																										個人		青木　厚		13

																										個人		網中　啓太		13

																										個人		大月　活人		13

																										個人		荻内　伸彦		13

																										個人		長谷川　慎		13

																										個人		西田　謙二		13

																										個人		原　直也		13

																										個人		舛田　奈己		13

																										個人		松木　優樹		13

																										個人		三木　将裕		13

																										個人		道下　義憲		13

																										個人		宮下　雅臣		13

																										個人		渡邊　友典		13

																										個人		青木　惇		12

																										個人		旭井　亮一		12

																										個人		今宮　大典		12

																										個人		大石　健太		12

																										個人		大文字　明浩		12

																										個人		大森　敏和		12

																										個人		金子　泰之		12

																										個人		川畑　郊士		12

																										個人		久村　悠人		12

																										個人		谷田　政志		12

																										個人		辻川　恭三		12

																										個人		中村　静香		12

																										個人		羽鳥　悦脩		12

																										個人		橋田　和也		12

																										個人		増井　肇		12

																										個人		南　行男		12

																										個人		宮本　哲弥		12

																										個人		伊藤　寛員		11

																										個人		石田　哲也		11

																										個人		植田　敬三		11

																										個人		岡本　正彦		11

																										個人		佐橋　遼太朗		11

																										個人		坂元　剛		11

																										個人		十川　陽子		11

																										個人		鈴木　豊		11

																										個人		丹治　有貴		11

																										個人		細川　大		11

																										個人		森　富幸		11

																										個人		阿部　一正		10

																										個人		浅野　哲也		10

																										個人		浅野　裕子		10

																										個人		虻川　誠悟		10

																										個人		天野　恵太		10

																										個人		荒賀　奈美		10

																										個人		伊勢崎　和也		10

																										個人		伊藤　七海		10

																										個人		池内　公		10

																										個人		池田　陸斗		10

																										個人		石川　勝也		10

																										個人		市村　拓也		10

																										個人		歌崎　聡		10

																										個人		内藤　克行		10

																										個人		内藤　典子		10

																										個人		梅田　善之		10

																										個人		大陽　慎也		10

																										個人		岡崎　清訓		10

																										個人		加藤　誠耶		10

																										個人		加藤　諭		10

																										個人		笠原　俊二		10

																										個人		神原　義行		10

																										個人		川上　喜丈		10

																										個人		川村　比呂美		10

																										個人		木下　貴道		10

																										個人		木原　惣佑		10

																										個人		木原　遼		10

																										個人		木村　慎吾		10

																										個人		久田　忠司		10

																										個人		国分　俊宏		10

																										個人		熊野　真二		10

																										個人		小澤　美佐恵		10

																										個人		小林　高平		10

																										個人		小松　幸和		10

																										個人		佐藤　あゆみ		10

																										個人		佐々木　文夫		10

																										個人		斉藤　蓉子		10

																										個人		酒井　得二		10

																										個人		志村　和希		10

																										個人		篠塚　佳紀		10

																										個人		柴田　直樹		10

																										個人		習田　優輔		10

																										個人		須貝　正明		10

																										個人		須永　貞司		10

																										個人		須藤　大智		10

																										個人		菅沼　律子		10

																										個人		杉田　裕樹		10

																										個人		田渕　聡		10

																										個人		高嶋　裕介		10

																										個人		竹下　智代		10

																										個人		立山　敏行		10

																										個人		谷広　幸裕		10

																										個人		玉村　庄汰		10

																										個人		柘植　佳孝		10

																										個人		土井　千尋		10

																										個人		土佐　翼		10

																										個人		出雲　玄晨		10

																										個人		寺村　義孝		10

																										個人		中田　恵		10

																										個人		中田　会津美		10

																										個人		永谷　和也		10

																										個人		成田　真也		10

																										個人		西岡　哲志		10

																										個人		錦織　大輔		10

																										個人		畑仲　優輝		10

																										個人		浜崎　恵		10

																										個人		林　祐作		10

																										個人		不藤　仁史		10

																										個人		福田　美穂		10

																										個人		福本　浩平		10

																										個人		藤澤　初海		10

																										個人		藤澤　昌志		10

																										個人		古賀　海人		10

																										個人		古本　幸司		10

																										個人		星野　明浩		10

																										個人		堀米　智		10

																										個人		本間　陽一		10

																										個人		前沢　実		10

																										個人		牧瀬　崇昭		10

																										個人		牧野　慎裕		10

																										個人		松澤　匠		10

																										個人		松本　英敏		10

																										個人		松本　奈央		10

																										個人		水谷　滉希		10

																										個人		宮越　俊行		10

																										個人		森　岳彦		10

																										個人		山川　英彦		10

																										個人		山口　智		10

																										個人		山初　美帆		10

																										個人		山本　温大		10

																										個人		山村　和巳		10

																										個人		渡邊　栄一		10

																										個人		岩崎　啓太		9

																										個人		上雲地　玲奈		9

																										個人		枝川　実代		9

																										個人		木下　大輔		9

																										個人		木浪　俊行		9

																										個人		熊本　正之		9

																										個人		小河　真子		9

																										個人		高橋　健治		9

																										個人		中村　竜也		9

																										個人		林　玄		9

																										個人		福岡　紀美子		9

																										個人		前川　達史		9

																										個人		松本　剛典		9

																										個人		村上　豪		9

																										個人		山下　華麗		9

																										個人		山本　峻士		9

																										個人		吉松　幸彦		9

																										個人		阿部　敦子		8

																										個人		新井　久子		8

																										個人		石川　ひとみ		8

																										個人		今野　航		8

																										個人		今福　將人		8

																										個人		大山　徹		8

																										個人		岡森　美貴		8

																										個人		苅部　幸夫		8

																										個人		串田　真規		8

																										個人		熊谷　一真		8

																										個人		黒崎　直人		8

																										個人		佐久間　和子		8

																										個人		坂尾　直子		8

																										個人		谷本　英幸		8

																										個人		寺田　俊一		8

																										個人		徳永　拓也		8

																										個人		本田　章		8

																										個人		松澤　茜		8

																										個人		松澤　風花		8

																										個人		三井　裕崇		8

																										個人		森田　直紀		8

																										個人		山本　善太		8

																										個人		荒井　太朗		7

																										個人		新沼　正敏		7

																										個人		岩田　諒介		7

																										個人		大田　友希		7

																										個人		カワバタ　カツヒロ		7

																										個人		米須　清陽		7

																										個人		佐藤　吉彦		7

																										個人		酒井　和美		7

																										個人		菅　英治		7

																										個人		鈴木　祐司		7

																										個人		高杉　佳子		7

																										個人		竹内　絢子		7

																										個人		辻村　研二		7

																										個人		出口　秀二		7

																										個人		鳥山　聡		7

																										個人		長尾　昂一		7

																										個人		西方　隆一		7

																										個人		西村　啓佑		7

																										個人		原　泰之		7

																										個人		春日　瑞葉		7

																										個人		百瀬　卓郎		7

																										個人		堀越　由紀子		7

																										個人		松原　康夫		7

																										個人		丸山　康治		7

																										個人		宮下　閑子		7

																										個人		柳川　侑哉		7

																										個人		吉岡　茂		7

																										個人		吉田　亮		7

																										個人		マルトノ　ヒンドラ		7

																										個人		浅見　陽平		6

																										個人		天野　貴人		6

																										個人		伊藤　大介		6

																										個人		伊藤　高広		6

																										個人		石垣　朋彦		6

																										個人		石黒　歩暉		6

																										個人		入江　正		6

																										個人		大原　悠人		6

																										個人		岡野　浩実		6

																										個人		川久保　虹輝		6

																										個人		川口　宏幸		6

																										個人		岸田　侑也		6

																										個人		清野　文嘉		6

																										個人		久保　雄司		6

																										個人		國島　淑子		6

																										個人		小早川　和輝		6

																										個人		小林　智香子		6

																										個人		佐々木　貴章		6

																										個人		佐々木　拓哉		6

																										個人		白江　太貴		6

																										個人		鈴木　華子		6

																										個人		碩　巳年		6

																										個人		田村　仁		6

																										個人		竹沢　真		6

																										個人		竹原　明洋		6

																										個人		棚木　すず香		6

																										個人		中村　成吾		6

																										個人		根本　隆史		6

																										個人		兵藤　常男		6

																										個人		星合　祐太		6

																										個人		星野　治巳		6

																										個人		増井　晃		6

																										個人		松本　和樹		6

																										個人		水野　貴夫		6

																										個人		宮崎　一泰		6

																										個人		山田　貴子		6

																										個人		山本　拓也		6

																										個人		吉田　大介		6

																										個人		秋元　柊		5

																										個人		有村　健		5

																										個人		伊藤　航		5

																										個人		生田　恵子		5

																										個人		板垣　浩彰		5

																										個人		今野　晋平		5

																										個人		内村　健樹		5

																										個人		大泉　優		5

																										個人		大久保　開航		5

																										個人		岡坂　勇治		5

																										個人		岡崎　雅治		5

																										個人		音田　正則		5

																										個人		加藤　政幸		5

																										個人		柿内　健		5

																										個人		樫尾　久幸		5

																										個人		金丸　直樹		5

																										個人		亀川　拓也		5

																										個人		亀山　晃希		5

																										個人		川上　渚		5

																										個人		久保田　明史		5

																										個人		工藤　恭裕		5

																										個人		栗原　稔		5

																										個人		黒木　悟之		5

																										個人		桑折　勝信		5

																										個人		桑原　扶美		5

																										個人		小合澤　誠美		5

																										個人		小畑　良介		5

																										個人		小林　慶子		5

																										個人		五十嵐　裕太		5

																										個人		佐藤　保衛		5

																										個人		齊藤　香里		5

																										個人		堺　貴彦		5

																										個人		澤田　力		5

																										個人		重　雄飛		5

																										個人		篠塚　浩		5

																										個人		柴田　哲男		5

																										個人		末延　一彦		5

																										個人		杉山　潤		5

																										個人		住田　直子		5

																										個人		角屋　栄治		5

																										個人		千島　峻		5

																										個人		千頭　直		5

																										個人		田中　美幸		5

																										個人		高橋　優斗		5

																										個人		瀧森　桃		5

																										個人		竹井　修平		5

																										個人		玉置　遼		5

																										個人		土屋　雄太		5

																										個人		鳥井　貴人		5

																										個人		中辻　拡興		5

																										個人		中村　好博		5

																										個人		仲宗根　広		5

																										個人		長谷川　裕一		5

																										個人		長橋　亮一		5

																										個人		成瀬　哲資		5

																										個人		成田　萌		5

																										個人		野間　光		5

																										個人		箱崎　智宏		5

																										個人		橋野　和幸		5

																										個人		比屋根　和史		5

																										個人		東　諒太朗		5

																										個人		平川　節子		5

																										個人		平原　謙一		5

																										個人		福島　大介		5

																										個人		福島　純一		5

																										個人		藤崎　智弘		5

																										個人		藤田　卓也		5

																										個人		細島　直子		5

																										個人		眞田　秀一		5

																										個人		丸山　勢衣子		5

																										個人		水野　智雄		5

																										個人		麦沢　一博		5

																										個人		森　俊哉		5

																										個人		森　和宣		5

																										個人		森川　裕介		5

																										個人		森村　哲久		5

																										個人		八木　将之		5

																										個人		柳橋　和美		5

																										個人		山川　真		5

																										個人		山崎　実		5

																										個人		山田　基生		5

																										個人		山田　卓弥		5

																										個人		山中　武		5

																										個人		山根　満		5

																										個人		吉田　喜和子		5

																										個人		吉田　豪		5

																										個人		吉原　功		5

																										個人		吉村　淳一		5

																										個人		若原　雅斗		5

																										個人		渡邉　真由良		5

																										個人		渡辺　翼		5

																										個人		赤澤　常雄		4

																										個人		新井　弘毅		4

																										個人		井上　欣也		4

																										個人		井垣　嘉之		4

																										個人		生野　要一		4

																										個人		石井　忠		4

																										個人		今泉　栄城		4

																										個人		岩瀬　泰介		4

																										個人		上野　秀征		4

																										個人		大島　涼		4

																										個人		大和田　純平		4

																										個人		岡澤　誠一		4

																										個人		岡野　桂子		4

																										個人		岡本　拓真		4

																										個人		金子　麻由美		4

																										個人		川村　直巳		4

																										個人		北條　俊彦		4

																										個人		草柳　善行		4

																										個人		小澤　馨司		4

																										個人		小西　弘朗		4

																										個人		五百部　益次郎		4

																										個人		後藤　幸恵		4

																										個人		齋藤　大海		4

																										個人		齋藤　盛之		4

																										個人		下村　和輝		4

																										個人		関原　祐治		4

																										個人		宗川　晃士		4

																										個人		田上　直樹		4

																										個人		高橋　淑子		4

																										個人		高橋　友佳子		4

																										個人		高橋　洋士郎		4

																										個人		瀧ヶ平　将人		4

																										個人		瀧澤　眞理子		4

																										個人		竹道　祥太		4

																										個人		土屋　武		4

																										個人		中村　喜一		4

																										個人		中山　大輔		4

																										個人		永田　洋之		4

																										個人		仲間　道延		4

																										個人		仲渡　孝雄		4

																										個人		二宮　秀紀		4

																										個人		西本　征太郎		4

																										個人		野上　大樹		4

																										個人		橋本　充弘		4

																										個人		橋本　康太		4

																										個人		濱先　孝行		4

																										個人		平川　亮		4

																										個人		舟橋　悟		4

																										個人		細野　千佳子		4

																										個人		松尾　優希		4

																										個人		松葉　和昌		4

																										個人		美澄　祐太		4

																										個人		牟田　諒太		4

																										個人		森西　賢		4

																										個人		安達　正敏		4

																										個人		横路　彩子		4

																										個人		横山　広大		4

																										個人		吉田　桃子		4

																										個人		吉田　和史		4

																										個人		阿部　孝博		3

																										個人		相川　亜美		3

																										個人		浅野　雅也		3

																										個人		梓　裕介		3

																										個人		新田　孝仁		3

																										個人		新山　正栄		3

																										個人		井上　哲徳		3

																										個人		伊東　俊介		3

																										個人		家富　稔		3

																										個人		池田　達哉		3

																										個人		市川　智絵		3

																										個人		稲山　ますみ		3

																										個人		岩崎　理		3

																										個人		岩田　裕一		3

																										個人		宇治　優太		3

																										個人		上野　建吾		3

																										個人		浦崎　訓子		3

																										個人		尾上　侑		3

																										個人		大西　一希		3

																										個人		大野　祥恵		3

																										個人		大場　歩		3

																										個人		大橋　賢太郎		3

																										個人		大和田　ソライリィ		3

																										個人		岡崎　直人		3

																										個人		岡田　尚		3

																										個人		岡村　信彦		3

																										個人		加藤　洋典		3

																										個人		嘉藤　諒		3

																										個人		笠井　巌		3

																										個人		片山　一則		3

																										個人		片山　晃一		3

																										個人		金澤　真吾		3

																										個人		金山　修三		3

																										個人		神谷　治行		3

																										個人		神原　正典		3

																										個人		柄田　直子		3

																										個人		川縁　賢二		3

																										個人		喜多　康介		3

																										個人		国府田　重人		3

																										個人		剣持　幸大		3

																										個人		小田　雄紀		3

																										個人		小田切　明広		3

																										個人		小田切　満明		3

																										個人		小野上　英樹		3

																										個人		小林　秀夫		3

																										個人		小林　真一		3

																										個人		近藤　大輔		3

																										個人		佐藤　憲司		3

																										個人		佐藤　幸代		3

																										個人		佐藤　雅俊		3

																										個人		佐藤　康史		3

																										個人		齊藤　和幸		3

																										個人		篠田　隆司		3

																										個人		菅原　弘規		3

																										個人		田口　大樹		3

																										個人		立石　知宇		3

																										個人		谷川　顕		3

																										個人		樽井　孝紀		3

																										個人		土井　将之		3

																										個人		寺岡　秀晃		3

																										個人		中里　彰秀		3

																										個人		永島　伸浩		3

																										個人		仲　陽平		3

																										個人		長井　悠		3

																										個人		楢戸　章浩		3

																										個人		根本　洋司		3

																										個人		橋本　規宏		3

																										個人		原田　佳祐		3

																										個人		伴野　裕哉		3

																										個人		樋口　智代		3

																										個人		東風谷　亮太		3

																										個人		菱沼　由梨		3

																										個人		福田　研二郎		3

																										個人		伏木　將人		3

																										個人		伏田　恵一		3

																										個人		藤崎　拓也		3

																										個人		藤田　陽一		3

																										個人		藤吉　浩次		3

																										個人		穂苅　侑希		3

																										個人		眞岡　朋光		3

																										個人		眞野　勇輝		3

																										個人		松下　恭一郎		3

																										個人		松野　優紀		3

																										個人		松林　久美子		3

																										個人		松原　佑一郎		3

																										個人		松本　貴志		3

																										個人		松本　泰実		3

																										個人		松本　緩奈		3

																										個人		三宅　小春		3

																										個人		三谷　政利		3

																										個人		村田　久尭		3

																										個人		室越　直樹		3

																										個人		森下　英一		3

																										個人		八田　豊		3

																										個人		八日市屋　和子		3

																										個人		矢内　正弘		3

																										個人		安藤　匠		3

																										個人		保阪　秀成		3

																										個人		山崎　秀貴		3

																										個人		山田　翔太		3

																										個人		山田　知彦		3

																										個人		山田　正春		3

																										個人		渡邊　啓太		3

																										個人		渡辺　由佳理		3

																										個人		ＰＩＡＯ　ＬＩＮＡ		3

																										個人		阿部　康裕		2

																										個人		青柳　秀季		2

																										個人		秋村　龍吾		2

																										個人		浅川　征規		2

																										個人		朝倉　秀人		2

																										個人		足立　裕樹		2

																										個人		有坂　臣由		2

																										個人		有光　佐千子		2

																										個人		伊藤　潤		2

																										個人		伊藤　信理		2

																										個人		池上　京佑		2

																										個人		池田　恭介		2

																										個人		池田　麗衣		2

																										個人		池野　由布子		2

																										個人		池間　智		2

																										個人		石井　綾子		2

																										個人		石川　新		2

																										個人		石黒　健治		2

																										個人		石田　博己		2

																										個人		石塚　泰斗		2

																										個人		一色　啓旦		2

																										個人		岩田　彩子		2

																										個人		鵜生川　雅己		2

																										個人		大石　泰史		2

																										個人		大亀　慎也		2

																										個人		太田　慎吾		2

																										個人		大高　拓未		2

																										個人		大野　拓也		2

																										個人		大橋　拓矢		2

																										個人		大橋　昌之		2

																										個人		大矢知　宏幸		2

																										個人		岡田　直樹		2

																										個人		沖山　晴央		2

																										個人		奥村　正章		2

																										個人		恩庄　一益		2

																										個人		加藤　修也		2

																										個人		嘉納　悠史		2

																										個人		柏木　太陽		2

																										個人		門澤　美佳		2

																										個人		金川　宏美		2

																										個人		金城　純一		2

																										個人		金城　輝		2

																										個人		金津　洋平		2

																										個人		神田　知永子		2

																										個人		榧下　翔太		2

																										個人		川崎　泰成		2

																										個人		管谷　勇人		2

																										個人		木下　学		2

																										個人		黄　真美		2

																										個人		北村　鍛充		2

																										個人		清水　公太		2

																										個人		久壽居　唯		2

																										個人		栗原　啓樹		2

																										個人		栗山　あかり		2

																										個人		黒田　真帆		2

																										個人		郡司　祥和		2

																										個人		小川　雅代		2

																										個人		小鷹　喜久		2

																										個人		小林　功敬		2

																										個人		小林　武史		2

																										個人		小林　充祥		2

																										個人		小林　勇一		2

																										個人		小松　重徳		2

																										個人		小宮　輝亮		2

																										個人		小柳　良		2

																										個人		小柳　諒祐		2

																										個人		近澤　卓哉		2

																										個人		佐藤　証		2

																										個人		佐々木　俊		2

																										個人		齋田　俊輔		2

																										個人		坂　満		2

																										個人		坂口　雄大		2

																										個人		坂田　裕介		2

																										個人		坂本　紳之介		2

																										個人		澤田　康佑		2

																										個人		塩野　泰美		2

																										個人		篠塚　健太		2

																										個人		柴　智明		2

																										個人		下田　直樹		2

																										個人		城津　樹里		2

																										個人		菅根　利明		2

																										個人		杉浦　忠志		2

																										個人		杉山　斗志雄		2

																										個人		杉山　典子		2

																										個人		鈴木　徹		2

																										個人		関　美保世		2

																										個人		曽谷　翼		2

																										個人		田口　将人		2

																										個人		田島　裕也		2

																										個人		田中　博則		2

																										個人		多田　将人		2

																										個人		高井　菜摘		2

																										個人		高澤　周示		2

																										個人		高橋　一樹		2

																										個人		高橋　縁		2

																										個人		高橋　格		2

																										個人		高橋　淳		2

																										個人		高橋　泰行		2

																										個人		高本　大介		2

																										個人		高山　群基		2

																										個人		竹内　啓城		2

																										個人		谷口　勝美		2

																										個人		種石　吉記		2

																										個人		民部　佳代		2

																										個人		土井　さえこ		2

																										個人		土屋　秀之		2

																										個人		友野　憲一		2

																										個人		中尾　友彦		2

																										個人		中里　睦		2

																										個人		中沢　圭史		2

																										個人		中田　次記		2

																										個人		中西　一彰		2

																										個人		中村　匡孝		2

																										個人		中村　直子		2

																										個人		中村　直也		2

																										個人		中村　正臣		2

																										個人		長澤　里佳		2

																										個人		長谷川　雅史		2

																										個人		楢崎　あかね		2

																										個人		西野　麻里		2

																										個人		西野　正行		2

																										個人		沼澤　和利		2

																										個人		乗松　里江		2

																										個人		萩原　徳夫		2

																										個人		橋詰　政一		2

																										個人		浜田　潤一		2

																										個人		早矢仕　章太		2

																										個人		林　優樹		2

																										個人		日高　優		2

																										個人		平田　久美子		2

																										個人		廣間　隆行		2

																										個人		福岡　正孝		2

																										個人		福田　圭佑		2

																										個人		福田　博文		2

																										個人		福本　博基		2

																										個人		藤田　裕嗣		2

																										個人		藤野　守		2

																										個人		藤本　進		2

																										個人		藤本　昌弘		2

																										個人		船石　啓介		2

																										個人		舩越　元		2

																										個人		古賀　充		2

																										個人		兵藤　章市		2

																										個人		邉見　智弘		2

																										個人		星野　則昭		2

																										個人		堀井　絢人		2

																										個人		前田　順子		2

																										個人		牧内　彩香		2

																										個人		松尾　加奈子		2

																										個人		松島　太一		2

																										個人		松永　耕輔		2

																										個人		松林　栄治		2

																										個人		松元　清		2

																										個人		丸橋　憲		2

																										個人		圓谷　真		2

																										個人		三浦　裕太郎		2

																										個人		三浦　洋一		2

																										個人		三澤　哲朗		2

																										個人		水沼　謙一		2

																										個人		水野尾　勇司		2

																										個人		宮川　満		2

																										個人		森田　卓也		2

																										個人		矢野　貴博		2

																										個人		矢吹　健一		2

																										個人		安井　隆博		2

																										個人		安東　智幸		2

																										個人		山室　達也		2

																										個人		行旨　祐三		2

																										個人		吉田　佳弘		2

																										個人		吉田　洋介		2

																										個人		吉村　淳史		2

																										個人		渡邊　崇		2

																										個人		渡邉　直之		2

																										個人		阿波連　陽一		1

																										個人		阿部　貴則		1

																										個人		阿部　弘		1

																										個人		赤池　直枝		1

																										個人		浅野　潤子		1

																										個人		浅野　俊幸		1

																										個人		芦阪　伸二		1

																										個人		天河　和士		1

																										個人		新開　勇希		1

																										個人		有野　健一		1

																										個人		有吉　辰教		1

																										個人		井上　善仁		1

																										個人		井上　真一		1

																										個人		井村　豪		1

																										個人		伊東　利明		1

																										個人		伊藤　弘明		1

																										個人		伊藤　浩三		1

																										個人		飯嶋　毅洋		1

																										個人		飯島　のぞみ		1

																										個人		飯田　剛志		1

																										個人		池崎　紹美		1

																										個人		池田　勝		1

																										個人		池田　栄二		1

																										個人		池村　美代		1

																										個人		石井　睦典		1

																										個人		石川　茜		1

																										個人		石川　明広		1

																										個人		石川　知佳		1

																										個人		石関　結衣		1

																										個人		石田　洋平		1

																										個人		石塚　義政		1

																										個人		石橋　大輔		1

																										個人		一之瀬　正寛		1

																										個人		市川　智也		1

																										個人		壱岐　和幸		1

																										個人		稲田　喜照		1

																										個人		稲手　拓哉		1

																										個人		今成　泰司		1

																										個人		今野　太介		1

																										個人		入山　友宏		1

																										個人		岩井　伸介		1

																										個人		岩崎　裕樹		1

																										個人		岩見　達磨		1

																										個人		岩見　祐哉		1

																										個人		宇都宮　麻那		1

																										個人		上野　智		1

																										個人		上野山　絵奈		1

																										個人		植田　真由子		1

																										個人		植原　暢哉		1

																										個人		臼井　隆文		1

																										個人		臼杵　悟朗		1

																										個人		内田　峻介		1

																										個人		内藤　千鶴		1

																										個人		梅田　久仁子		1

																										個人		江口　利宏		1

																										個人		江副　弘隆		1

																										個人		江渕　司朗		1

																										個人		榎本　健太		1

																										個人		蛯名　政之		1

																										個人		遠藤　さおり		1

																										個人		遠藤　静		1

																										個人		遠藤　修平		1

																										個人		遠藤　伸也		1

																										個人		尾迫　篤		1

																										個人		大江　忠右衛門		1

																										個人		大久保　正広		1

																										個人		大澤　和弘		1

																										個人		大島　一希		1

																										個人		大島　幸範		1

																										個人		太田　武司		1

																										個人		大竹　秀男		1

																										個人		大谷　修		1

																										個人		大西　康嗣		1

																										個人		大野　幸雄		1

																										個人		大橋　富士雄		1

																										個人		大濱　初夫		1

																										個人		大原　涼平		1

																										個人		大東　賢哉		1

																										個人		大薮　雅代		1

																										個人		大山　杏菜		1

																										個人		岡田　寛		1

																										個人		岡本　孝祐		1

																										個人		荻野　元大		1

																										個人		落合　紗代		1

																										個人		落合　依子		1

																										個人		カシザキ　トモエ		1

																										個人		加瀨　一浩		1

																										個人		加瀬　正紀		1

																										個人		加藤　順子		1

																										個人		加藤　哲也		1

																										個人		加藤　広章		1

																										個人		影山　喜也		1

																										個人		柏原　康弘		1

																										個人		梶ケ谷　孝浩		1

																										個人		片倉　隆平		1

																										個人		片山　沙紀		1

																										個人		勝畑　恭子		1

																										個人		勝畑　優作		1

																										個人		勝畑　和美		1

																										個人		門田　顕真		1

																										個人		金子　操		1

																										個人		金澤　充		1

																										個人		金田　敦徳		1

																										個人		金野　裕子		1

																										個人		兼平　舞美		1

																										個人		鎌倉　勉		1

																										個人		神山　達哉		1

																										個人		川井　康平		1

																										個人		川上　睦美		1

																										個人		川口　浩一		1

																										個人		川嶋　優治		1

																										個人		川瀬　太啓		1

																										個人		川田　靖		1

																										個人		川原崎　隆一郎		1

																										個人		川村　幸弘		1

																										個人		河野　律子		1

																										個人		乾　宏史		1

																										個人		管谷　理惠子		1

																										個人		木下　貴史		1

																										個人		木ノ島　雄介		1

																										個人		木村　海優		1

																										個人		木村　香織		1

																										個人		木村　春翔		1

																										個人		木村　裕二郎		1

																										個人		菊池　武		1

																										個人		菊池　道彦		1

																										個人		菊地　貞彰		1

																										個人		菊山　直樹		1

																										個人		岸川　和広		1

																										個人		北本　英司		1

																										個人		北村　誠		1

																										個人		久保　慎也		1

																										個人		久保　奈都美		1

																										個人		工藤　夏樹		1

																										個人		葛西　径		1

																										個人		轡　康裕		1

																										個人		倉田　一祐		1

																										個人		桑原　雅代		1

																										個人		桑原　塁		1

																										個人		小泉　一廣		1

																										個人		小泉　隼		1

																										個人		小川　直也		1

																										個人		小川　浩治		1

																										個人		小坂　真奈美		1

																										個人		小坂井　敬介		1

																										個人		小沢　忠史		1

																										個人		小島　裕美香		1

																										個人		小野　一		1

																										個人		小林　大祐		1

																										個人		小林　孝弘		1

																										個人		小林　千草		1

																										個人		小林　光		1

																										個人		小林　亮介		1

																										個人		小松　遼介		1

																										個人		小山　啓介		1

																										個人		後藤　千景		1

																										個人		合田　悟		1

																										個人		越智　雅也		1

																										個人		米田　功二		1

																										個人		米田　忠昭		1

																										個人		米山　裕生		1

																										個人		近藤　真生		1

																										個人		佐藤　雄太		1

																										個人		佐藤　大樹		1

																										個人		佐藤　剛志		1

																										個人		佐藤　菜津美		1

																										個人		佐藤　淳		1

																										個人		佐藤　光春		1

																										個人		佐藤　峰生		1

																										個人		斉藤　貴文		1

																										個人		坂口　恭久		1

																										個人		坂本　誠		1

																										個人		坂本　文芳		1

																										個人		坂本　眞弓		1

																										個人		坂本　雅昭		1

																										個人		境田　英彰		1

																										個人		崎田　美和		1

																										個人		櫻井　夏未		1

																										個人		里居　佑樹		1

																										個人		澤木　健利		1

																										個人		志賀　隆寿		1

																										個人		茂木　大樹		1

																										個人		茂木　勇己		1

																										個人		重田　広恵		1

																										個人		靜　浩太		1

																										個人		篠原　宏彰		1

																										個人		柴崎　盛治		1

																										個人		嶋田　晃司		1

																										個人		嶋田　祥		1

																										個人		下畑　浩隆		1

																										個人		釈迦郡　弘子		1

																										個人		白石　直嗣		1

																										個人		須藤　直之		1

																										個人		杉山　逸未		1

																										個人		鈴木　一成		1

																										個人		鈴木　慎太郎		1

																										個人		鈴木　聖得		1

																										個人		鈴木　誠		1

																										個人		鈴木　浩一		1

																										個人		鈴木　雅彦		1

																										個人		角田　悠		1

																										個人		角場　洋平		1

																										個人		瀬戸口　正二		1

																										個人		征矢野　詩織		1

																										個人		関野　勇生		1

																										個人		芹澤　敏		1

																										個人		曽江　幸示		1

																										個人		曽江　哲也		1

																										個人		曽江　直子		1

																										個人		曽爾　浩太郎		1

																										個人		曽我　梓		1

																										個人		曽我部　翔多		1

																										個人		田口　博一		1

																										個人		田口　光一		1

																										個人		田財　里奈		1

																										個人		田里　宗章		1

																										個人		田尻　美香子		1

																										個人		田中　一史		1

																										個人		田中　逸子		1

																										個人		田中　孝平		1

																										個人		田中　昂		1

																										個人		田中　栄治		1

																										個人		田中　敏夫		1

																										個人		田中　直樹		1

																										個人		田中　成		1

																										個人		田中　悠介		1

																										個人		田部井　諒		1

																										個人		田村　智史		1

																										個人		田村　由美		1

																										個人		高岡　一博		1

																										個人		高城　さおり		1

																										個人		高田　歩		1

																										個人		高野　洸		1

																										個人		高橋　郁子		1

																										個人		高橋　大明		1

																										個人		高橋　太一		1

																										個人		高橋　静		1

																										個人		高橋　尋重		1

																										個人		高橋　建人		1

																										個人		高橋　俊夫		1

																										個人		高橋　義直		1

																										個人		高橋　和宏		1

																										個人		滝澤　拓也		1

																										個人		竹田　章		1

																										個人		竹田　稔		1

																										個人		橘　和寿		1

																										個人		舘野　佑樹		1

																										個人		谷亀　寛泰		1

																										個人		谷口　友一		1

																										個人		知識　寛之		1

																										個人		津田　奈美		1

																										個人		対馬　大和		1

																										個人		塚田　亘		1

																										個人		土屋　雄二		1

																										個人		土屋　聖人		1

																										個人		出井　大晃		1

																										個人		寺尾　雅子		1

																										個人		寺田　久和		1

																										個人		トクヒラ　チエ		1

																										個人		戸田　勇治		1

																										個人		都丸　克典		1

																										個人		徳賀　美佳		1

																										個人		德永　幸子		1

																										個人		富原　健		1

																										個人		奈良原　彩		1

																										個人		中川　翔平		1

																										個人		中澤　晃一		1

																										個人		中澤　康		1

																										個人		中島　紀伊知		1

																										個人		中島　敬太郎		1

																										個人		中島　朗		1

																										個人		中谷　真規		1

																										個人		中西　美奈子		1

																										個人		中野　嘉大		1

																										個人		中野　正章		1

																										個人		中村　啓二		1

																										個人		中村　敏則		1

																										個人		中村　美子		1

																										個人		中山　淳子		1

																										個人		中山　淳之		1

																										個人		永戸　智宏		1

																										個人		永戸　悠介		1

																										個人		仲川　清隆		1

																										個人		長岡　菫		1

																										個人		長坂　洸和		1

																										個人		長坂　深雪		1

																										個人		長谷川　佳祐		1

																										個人		長谷川　千晃		1

																										個人		長屋　秀人		1

																										個人		成澤　彰		1

																										個人		難波　靖		1

																										個人		二瓶　豪崇		1

																										個人		二瓶　さつき		1

																										個人		西岡　聡志		1

																										個人		西川　雄大		1

																										個人		西迫　知美		1

																										個人		西田　豊		1

																										個人		西橋　昌也		1

																										個人		西本　潤		1

																										個人		西村　敏幸		1

																										個人		西村　真之介		1

																										個人		西村　実展		1

																										個人		布元　美絵		1

																										個人		根比　広大		1

																										個人		野澤　隆則		1

																										個人		野島　裕介		1

																										個人		野瀬　隆広		1

																										個人		野中　新一郎		1

																										個人		野村　崇		1

																										個人		野村　祐一郎		1

																										個人		野村　和生		1

																										個人		野々村　俊江		1

																										個人		野々村　万里子		1

																										個人		能美　佑		1

																										個人		信江　道弘		1

																										個人		羽根　伸鷹		1

																										個人		馬江　勉		1

																										個人		馬場　英彰		1

																										個人		端場　仁大		1

																										個人		橋本　武彦		1

																										個人		畑崎　義忠		1

																										個人		畑田　和良		1

																										個人		花園　広平		1

																										個人		浜田　由希		1

																										個人		林　賢二		1

																										個人		林　伸昭		1

																										個人		林　秀樹		1

																										個人		林　雅之		1

																										個人		原　睦子		1

																										個人		原岡　大輔		1

																										個人		原口　みなみ		1

																										個人		原澤　大志		1

																										個人		原嶌　雄二		1

																										個人		原田　剛		1

																										個人		針替　史博		1

																										個人		春田　孝浩		1

																										個人		春日　英俊		1

																										個人		日浅　雅人		1

																										個人		日高　加絵		1

																										個人		日比野　芽		1

																										個人		樋口　慎太郎		1

																										個人		東野　真		1

																										個人		東村　智朗		1

																										個人		百崎　恭平		1

																										個人		平井　ミキ		1

																										個人		平之内　博行		1

																										個人		深谷　祥吾		1

																										個人		服部　嘉晴		1

																										個人		福島　奈保子		1

																										個人		福永　貴寛		1

																										個人		福山　苑美		1

																										個人		福山　嘉晃		1

																										個人		藤井　征英		1

																										個人		藤永　愛梨		1

																										個人		藤村　誠喜		1

																										個人		淵崎　将		1

																										個人		鮒橋　研一		1

																										個人		舩本　成就		1

																										個人		古賀　邦彦		1

																										個人		古川　裕		1

																										個人		別所　利一		1

																										個人		帆足　宗和		1

																										個人		堀江　昌博		1

																										個人		堀河　佑太朗		1

																										個人		堀口　加代子		1

																										個人		堀口　秀司		1

																										個人		真木　章仁		1

																										個人		前田　康統		1

																										個人		前田　祐助		1

																										個人		牧田　成央		1

																										個人		牧野　麻友美		1

																										個人		牧野　朗		1

																										個人		増田　将士		1

																										個人		増田　稔大		1

																										個人		増渕　高照		1

																										個人		町田　哲也		1

																										個人		町田　由嘉		1

																										個人		松井　ひとみ		1

																										個人		松島　憲雄		1

																										個人		松嶋　誠一郎		1

																										個人		松下　洋輔		1

																										個人		松永　伸治		1

																										個人		松永　俊也		1

																										個人		松葉　吉行		1

																										個人		松本　拓也		1

																										個人		松本　則秀		1

																										個人		松本　弘司		1

																										個人		松本　光恵		1

																										個人		松村　哲好		1

																										個人		丸子　薫生		1

																										個人		丸澤　廣芳		1

																										個人		三浦　到		1

																										個人		三ツ木　和也		1

																										個人		三宮　恒一		1

																										個人		右高　克己		1

																										個人		水野　誠		1

																										個人		水野　智		1

																										個人		道見　潤生		1

																										個人		南　竜輔		1

																										個人		宮　智子		1

																										個人		宮崎　優汰		1

																										個人		宮澤　由美子		1

																										個人		宮地　弘		1

																										個人		宮本　英明		1

																										個人		宮本　政毅		1

																										個人		宮本　吉晴		1

																										個人		向口　公伸		1

																										個人		村田　由佳		1

																										個人		村田　和章		1

																										個人		持田　一行		1

																										個人		望月　佑輝		1

																										個人		守田　優美		1

																										個人		森　公一		1

																										個人		森　茂樹		1

																										個人		森井　太一		1

																										個人		森岡　茂		1

																										個人		森岡　浩美		1

																										個人		森川　知穂		1

																										個人		森下　晃輝		1

																										個人		森下　慎司		1

																										個人		森田　大介		1

																										個人		森橋　清一		1

																										個人		森橋　佐智子		1

																										個人		森脇　克久		1

																										個人		矢田　章史		1

																										個人		矢間　清浩		1

																										個人		安田　恭高		1

																										個人		安藤　大輔		1

																										個人		安孫子　紀之		1

																										個人		保坂　勝男		1

																										個人		柳瀬　正人		1

																										個人		山内　健嗣		1

																										個人		山尾　晃司		1

																										個人		山川　貴弘		1

																										個人		山口　祐也		1

																										個人		山崎　覚史		1

																										個人		山崎　孝久		1

																										個人		山崎　遼太郎		1

																										個人		山下　直香		1

																										個人		山城　栄一		1

																										個人		山田　誠		1

																										個人		山田　真紀		1

																										個人		山田　真也		1

																										個人		山中　慧		1

																										個人		山本　英之		1

																										個人		山本　啓太郎		1

																										個人		山本　晃弘		1

																										個人		山本　聡		1

																										個人		山本　哲也		1

																										個人		山本　和輝		1

																										個人		横川　広幸		1

																										個人		横山　泰三		1

																										個人		吉越　栄弾		1

																										個人		吉田　直人		1

																										個人		吉野　潤子		1

																										個人		吉埜　太		1

																										個人		和田　佳也		1

																										個人		和田　義郎		1

																										個人		若月　友也		1

																										個人		渡部　政則		1

																										個人		渡邉　英明		1

																										個人		渡邊　尚志		1

																										個人		渡辺　真実		1

																										個人		渡邉　義実		1

																										法人		合同会社ＫＧインベストメント		1

																										法人		マルエス合同会社		1





PT

		行ラベル		2019.03		composition				行ラベル		2019.09		composition				行ラベル		2020.03		composition				行ラベル		2021.03		composition

		sharewise株主		0		0.0%				sharewise株主		0		0.0%				sharewise株主		0		0.0%				sharewise株主		0		0.0%

		VC		5,515,600		42.5%				VC		2,965,800		22.8%				VC		1,517,200		11.0%				VC		1,129,300		8.2%

		VC（GP保有）		327,200		2.5%				VC（GP保有）		564,200		4.3%				VC（GP保有）		435,000		3.2%				VC（GP保有）		71,800		0.5%

		機関		1,628,734		12.6%				機関		4,332,836		33.4%				機関		5,827,356		42.4%				機関		5,700,075		41.2%

		元役職員		0		0.0%				元役職員		0		0.0%				元役職員		0		0.0%				元役職員		0		0.0%

		個人		2,416,366		18.6%				個人		1,947,264		15.0%				個人		1,957,244		14.2%				個人		3,802,268		27.5%

		事業会社		2,025,200		15.6%				事業会社		2,025,200		15.6%				事業会社		1,955,200		14.2%				事業会社		1,105,200		8.0%

		上場前株主		0		0.0%				上場前株主		0		0.0%				上場前株主		0		0.0%				上場前株主		0		0.0%

		法人		202,800		1.6%				法人		247,500		1.9%				法人		393,800		2.9%				法人		324,057		2.3%

		役職員		862,000		6.6%				役職員		897,100		6.9%				役職員		1,658,600		12.1%				役職員		1,687,000		12.2%

		総計		12,977,900		100.0%				総計		12,979,900		100.0%				総計		13,744,400		100.0%				総計		13,819,700		100.0%





上場時株主データ



						株主名 カブヌシ メイ										普通株 フツウ カブ		B種 シュ		株数 カブ スウ		予約権 ヨヤク ケン		希薄化後 キハクカ ゴ		％

				1		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		0		12,000		12,000		0		12,000		9.66%

				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社								VC		9,803		0		9,803		0		9,803		7.89%

				3		瓜生憲								ビジネスパートナー		8,750		0		8,750		4,000		12,750		10.26%

				4		株式会社朝日新聞社								ビジネスパートナー		8,500		0		8,500		0		8,500		6.84%

				5		起業投資事業有限責任組合2号								エンジェル		8,258		0		8,258		0		8,258		6.65%

				6		起業投資事業有限責任組合1号								エンジェル		7,200		0		7,200		0		7,200		5.79%

				7		MICイノベーション3号投資事業有限責任組合								VC		5,019		0		5,019		652		5,671		4.56%

				8		MSIVC2008V投資事業有限責任組合								VC		5,000		0		5,000		0		5,000		4.02%

				9		あすかDBJ投資事業有限責任組合								VC		3,843		0		3,843		0		3,843		3.09%

				10		Brave Go., Ltd.								外国人 ガイコク ジン		3,250		0		3,250		0		3,250		2.62%

						谷家衛 タニ イエ								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		2,801		0		2,801		0		2,801		2.25%

						venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA								VC		2,543		0		2,543		0		2,543		2.05%

						SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合								外国人 ガイコク ジン		1,234		1,281		2,515		0		2,515		2.02%

						起業投資株式会社								VC		2,167		0		2,167		0		2,167		1.74%

						b-to-v Partners AG								エンジェル		2,036		0		2,036		0		2,036		1.64%

						株式会社新生銀行								外国人 ガイコク ジン		2,000		0		2,000		0		2,000		1.61%

						KSP４号投資事業有限責任組合								VC		2,000		0		2,000		0		2,000		1.61%

						SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合								VC		0		1,665		1,665		0		1,665		1.34%

						Stefan Nothegger								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		1,588		0		1,588		300		1,888		1.52%

						SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合								VC		641		664		1,305		0		1,305		1.05%

						Globumbus Venture Capital GmbH								VC		1,246		0		1,246		0		1,246		1.00%

						Nicolas Plögert								外国人 ガイコク ジン		1,067		0		1,067		0		1,067		0.86%

						高田隆太郎								外国人 ガイコク ジン		1,000		0		1,000		2,000		3,000		2.41%

						渡邉力英								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						森川和正								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						りそなキャピタル2号投資事業組合								VC		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合								VC		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合								VC		0		927		927		0		927		0.75%

						SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合								VC		449		463		912		0		912		0.73%

						株式会社マーキュリアインベストメント								VC		771		0		771		0		771		0.62%

						JAIC企業育成投資事業有限責任組合								VC		750		0		750		0		750		0.60%

						SBI アドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合								VC		676		0		676		0		676		0.54%

						大塚至高								VC		666		0		666		0		666		0.54%

						カブドットコム証券株式会社								エンジェル		600		0		600		0		600		0.48%

						三生5号投資事業有限責任組合								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		600		0		600		0		600		0.48%

						MICイノベーション4号投資事業有限責任組合								ビジネスパートナー		581		0		581		0		581		0.47%

						オズミックコーポレーション株式会社								VC		533		0		533		0		533		0.43%

						J.A.Y.-Square GmbH								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		462		0		462		0		462		0.37%

						Michael Mellinghoff								VC		457		0		457		0		457		0.37%

						山岸健太郎								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		400		0		400		250		650		0.52%

						株式会社シャンディガフ								ビジネスパートナー		400		0		400		0		400		0.32%

						中川陽								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		400		0		400		0		400		0.32%

						エン・ジャパン株式会社								外国人 ガイコク ジン		400		0		400		0		400		0.32%

						ディーアイティー・パートナーズ株式会社								外国人 ガイコク ジン		334		0		334		0		334		0.27%

						Alpine Capital III LLC								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		314		0		314		0		314		0.25%

						野村壮太郎								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		300		0		300		300		600		0.48%

						杉村武亮								VC		200		0		200		350		550		0.44%

						藤岡慎也								VC		200		0		200		0		200		0.16%

						川島寛貴								外国人 ガイコク ジン		200		0		200		0		200		0.16%

						砂田洋平								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		200		0		200		0		200		0.16%

						石橋省三								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						株式会社オウケイウェイブ								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						羽田直志								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		150		0		150		0		150		0.12%

						林倹一								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		150		0		150		0		150		0.12%

						山本功								元従業員 モト ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						株式会社マナオクリエーション								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						渡辺啓								当社役員 トウシャ ヤクイン		150		0		150		0		150		0.12%

						服部茂夫								当社業務委託 トウシャ ギョウム イタク		150		0		150		0		150		0.12%

						山城祐也								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		105		0		105		0		105		0.08%

						田中大介								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						山田聡子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		10		110		0.09%

						石津知英子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						松永良輔								元従業員 モト ジュウギョウイン		100		0		100		0		100		0.08%

						瓜生正彦								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						瓜生理科子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		100		0		100		0		100		0.08%

						瓜生佳枝								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						Steamer Point Management UG 								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		95		0		95		0		95		0.08%

						Marek Janukowicz								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		95		0		95		0		95		0.08%

						平野恭兵								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		70		0		70		0		70		0.06%

						田中由起子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		50		0		50		0		50		0.04%

						廣瀬寿一								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		50		0		50		0		50		0.04%

						田淵英一郎								元従業員 モト ジュウギョウイン		50		0		50		0		50		0.04%

						岸伸昭								元従業員 モト ジュウギョウイン		30		0		30		0		30		0.02%

						坂出宜隆								外国人 ガイコク ジン		30		0		30		0		30		0.02%

						内千恵								外国人 ガイコク ジン		20		0		20		0		20		0.02%

						宮本しのぶ								元従業員 モト ジュウギョウイン		20		0		20		0		20		0.02%

						吉田匡行								元従業員 モト ジュウギョウイン		20		0		20		0		20		0.02%

						赤沼純								元従業員 モト ジュウギョウイン		20		0		20		0		20		0.02%

						花田啓陽								元従業員 モト ジュウギョウイン		10		0		10		0		10		0.01%

						藤本勝幸								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		10		0		10		0		10		0.01%

						木村薫								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		4		0		4		0		4		0.00%

						林信宏								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		1		0		1		0		1		0.00%

						田渕耕太								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		1		0		1		0		1		0.00%

						株式会社日本政策金融公庫								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		1,000		1,000		0.80%

						川端宏昌								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		220		220		0.18%

						白澤友孝								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		0		0		0		220		220		0.18%

						内田亜希子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		0		0		0		220		220		0.18%

						矢口順子								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		200		200		0.16%

						伴将行								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		500		500		0.40%

						Lilin								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		100		100		0.08%

						北村智紀								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						井川純一								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						上門裕誠								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						福永滋								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						秋葉宏一								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		0		0		0		40		40		0.03%

						大谷一幸								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		40		40		0.03%

						冨田康夫								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		20		20		0.02%

						福井和貴								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		20		20		0.02%

						瓜生勝								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						工藤靖之								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						浅野菜生都								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						内藤夏来								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						児山将								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						酒井瑞恵								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						中村潤一								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						後藤亘								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						稲葉賢二								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						田内清文								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						熊取谷重徳								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						惠良一誠								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						豊川久美子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						武田映子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						小林若菜								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						三上洋史								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						浅野尚仁								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						松本邦子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						池内貴美子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						岡里英幸								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						三宅和仁								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						筒井聡								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						猪又信二								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						穆言								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						吉田祐未								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						野口偉史								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		3		3		0.00%

						橋場彩乃								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		3		3		0.00%

						小早川奈美								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		3		3		0.00%

				ー		その他 タ										36,797		5,000		41,797		6,179		47,976		38.61%

						合計 ゴウケイ										96,420		17,000		113,420		10,831		124,251		100.00%



																																																								RAW DATA												RAW DATA

																2018"年"12"月"

				株主/新株予約権者 カブヌシ シンカブ ヨヤク ケン シャ												発行済株式 ハッコウ ズ カブシキ								完全希薄化後 カンゼン キハク カ ゴ																																2018"年"12"月"												2018"年"12"月"

																普通株 フツウ カブ		B種 シュ		合計 ゴウケイ		持分 モチブン		株数 カブスウ		持分 モチブン								顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ		顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ																当社経営陣 トウシャ ケイエイジン				普通株 フツウカブ		B種類株 シュルイカブ		潜在株 センザイ カブ				当社経営陣 トウシャ ケイエイジン				普通株 フツウカブ		B種類株 シュルイカブ		潜在株 センザイ カブ

				経営陣 ケイエイジン												9,488		0		9,488		8.2%		17,488		13.7%						ベンチャーキャピタル		46,099		46,217		40%		36%																		瓜生憲 ウリュウ ケン		8338		0		13,488						ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		10200		0		10,200

		役職員 ヤクショクイン				瓜生憲 ウリュウ ケン										8,338		0		8,338		7.2%		13,488		10.6%						エンジェル投資家 トウシカ		20,291		20,291		18%		16%																		高田隆太郎 タカダ リュウタロウ		1000		0		3,150						ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		9803		0		9,803

		役職員 ヤクショクイン				高田隆太郎 タカダ リュウタロウ										1,000		0		1,000		0.9%		3,150		2.5%						事業パートナー ジギョウ		21,535		21,535		19%		17%																		石橋省三 イシバシ ショウゾウ		150		0		150						株式会社朝日新聞社		8500		0		8,500

		役職員 ヤクショクイン				石橋省三 イシバシ ショウゾウ										150		0		150		0.1%		150		0.1%						外国人 ガイコク ジン		11,565		11,565		10%		9%																		伴将行 バン マサユキ		0		0		700						瓜生憲 ウリュウ ケン		8338		0		13,488

						伴将行 バン マサユキ										0		0		0		0.0%		700		0.5%						経営陣 ケイエイジン		9,488		17,488		8%		14%																当社従業員等 トウシャ ジュウギョウイン ナド												当社従業員等 トウシャ ジュウギョウイン ナド		起業投資事業有限責任組合２号		8258		0		8,258

				従業員 ジュウギョウイン												850		0		850		0.7%		4,499		3.5%						創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		5,541		5,941		5%		5%																		Stefan Nothegger		0		0		300						起業投資事業有限責任組合１号		7200		0		7,200

		個人				Stefan Nothegger										0		0		0		0.0%		300		0.2%						従業員 ジュウギョウイン		850		4,499		1%		4%																		杉村武亮 スギムラ タケシ トオル		200		0		900						ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		5019		0		5,019

		役職員 ヤクショクイン				杉村武亮 スギムラ タケシ トオル										200		0		200		0.2%		900		0.7%						合計 ゴウケイ		115,369		127,536		100%		100%																		服部茂夫 ハットリ シゲオ		150		0		150						ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		5000		0		5,000

		個人 コジン				服部茂夫 ハットリ シゲオ										150		0		150		0.1%		150		0.1%								TRUE		TRUE																						小川聡子 オガワ サトコ		100		0		110						あすかDBJ投資事業有限責任組合		3843		0		3,843

		役職員 ヤクショクイン				小川聡子 オガワ サトコ										100		0		100		0.1%		110		0.1%																																川端宏昌 カワバタ ヒロマサ		0		0		220						ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		3250		0		3,250

						川端宏昌 カワバタ ヒロマサ										0		0		0		0.0%		220		0.2%																																白澤友孝 シラサワ トモタカ		0		0		220						UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		3000		0		3,000

						白澤友孝 シラサワ トモタカ										0		0		0		0.0%		220		0.2%								顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ		顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ																		森屋亜希子 モリヤ アキコ		0		0		220						谷家衛 タニ ヤ マモル		2801		0		2,801

						森屋亜希子 モリヤ アキコ										0		0		0		0.0%		220		0.2%						役職員 ヤクショクイン		10,088				9%																				矢口順子 ヤグチ ジュンコ		0		0		350						大塚至高 オオツカシコウ		2666		0		2,666

						矢口順子 ヤグチ ジュンコ										0		0		0		0.0%		350		0.3%						事業会社 ジギョウガイシャ		21,685				19%																				山岸健太郎 ヤマギシ ケンタロウ		400		0		600						venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA		2543		0		2,543

		個人				山岸健太郎 ヤマギシ ケンタロウ										400		0		400		0.3%		600		0.5%						VC		73,670				64%																				北村智紀 キタムラ トモノリ		0		0		0						起業投資㈱ キギョウ トウシ		2167		0		2,167

						北村智紀 キタムラ トモノリ										0		0		0		0.0%		0		0.0%						元役職員 モトヤクショクイン		0				0%																				井川純一		0		0		50						SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		2138		0		2,138

						井川純一										0		0		0		0.0%		50		0.0%						旧sharewise株主 キュウ カブヌシ		0				0%																				上門裕誠		0		0		200						b-to-v Partners AG		2036		0		2,036

						上門裕誠										0		0		0		0.0%		200		0.2%						個人 コジン		9,926				9%																				柏原　泰 カシハラ タイ		0		0		150						㈱新生銀行		2000		0		2,000

						柏原　泰 カシハラ タイ										0		0		0		0.0%		150		0.1%						その他 タ		0				0%																				福永滋 フクナガ シゲル		0		0		150						KSP４号投資事業有限責任組合		2000		0		2,000

						福永滋 フクナガ シゲル										0		0		0		0.0%		150		0.1%								115,369				100%																				秋葉宏一		0		0		40						SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1415		0		1,415

						秋葉宏一										0		0		0		0.0%		40		0.0%								TRUE																								大谷一幸		0		0		40						㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ		1249		0		1,249

						大谷一幸										0		0		0		0.0%		40		0.0%																																冨田康夫		0		0		20						Globumbus Venture Capital GmbH		1246		0		1,246

						冨田康夫										0		0		0		0.0%		20		0.0%																																福井和貴		0		0		20						SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1109		0		1,109

						福井和貴										0		0		0		0.0%		20		0.0%																																瓜生勝 ウリュウ マサ		0		0		10						Nicolas Plögert		1067		0		1,067

						瓜生勝 ウリュウ マサ										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																工藤靖之 クドウ ヤスユキ		0		0		10						高田隆太郎 タカダ リュウタロウ		1000		0		3,150

						工藤靖之 クドウ ヤスユキ										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																浅野菜生都		0		0		10						渡邉力英 ワタナベ リキ エイ		1000		0		1,000

						浅野菜生都										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																内藤夏来		0		0		10						森川和正 モリカワ カズマサ		1000		0		1,000

						内藤夏来										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																児山将		0		0		0						りそなキャピタル		1000		0		1,000

						児山将										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																酒井瑞恵		0		0		10						SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1000		0		1,000

						酒井瑞恵										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																中村潤一		0		0		10						SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		788		0		788

						中村潤一										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																後藤亘		0		0		250						SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		775		0		775

						後藤亘										0		0		0		0.0%		250		0.2%																																稲葉賢二		0		0		10						㈱マーキュリアインベストメント		771		0		771

						稲葉賢二										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																田内清文		0		0		10						日本ｱｼﾞｱ投資㈱		750		0		750

						田内清文										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																熊取谷重徳		0		0		200						㈱ﾍﾞｸﾄﾙ		700		0		700

						熊取谷重徳										0		0		0		0.0%		200		0.2%																																惠良一誠		0		0		5						ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券㈱		600		0		600

						惠良一誠										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																豊川久美子		0		0		5						三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		600		0		600

						豊川久美子										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																武田映子 タケダ エイコ		0		0		5						MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		581		0		581

						武田映子 タケダ エイコ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																片山若菜 カタヤマ ワカナ		0		0		5						SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		575		0		575

						片山若菜 カタヤマ ワカナ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																三上洋史 ミカミ ヒロシ シ		0		0		10						ｵｽﾞﾐｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱		533		0		533

						三上洋史 ミカミ ヒロシ シ										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																浅野尚仁		0		0		5						J.A.Y.-Square GmbH		462		0		462

						浅野尚仁										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																佐々木邦子		0		0		0						Michael Mellinghoff		457		0		457

						佐々木邦子										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																池内貴美子		0		0		5						山岸健太郎 ヤマギシ ケンタロウ		400		0		600

						池内貴美子										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																岡里英幸		0		0		5						中川陽 ナカガワ ヨウ		400		0		400

						岡里英幸										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																三宅和仁		0		0		5						㈱ｼｬﾝﾃﾞｨｶﾞﾌ		400		0		400

						三宅和仁										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																筒井聡		0		0		5						ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		400		0		400

						筒井聡										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																猪又信二		0		0		5						DITパートナー㈱		334		0		334

						猪又信二										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																穆言		0		0		5						Alpine Capital III LLC		314		0		314

						穆言										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																吉田祐未		0		0		5						野村壮太郎 ノムラ ソウタロウ		300		0		600

						吉田祐未										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																野口偉史 ノグチ エラ フミ		0		0		5						杉村武亮 スギムラ タケシ トオル		200		0		900

						野口偉史 ノグチ エラ フミ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																橋場彩乃 ハシバ アヤ ノ		0		0		3						藤岡慎也 フジオカ シンヤ		200		0		200

						橋場彩乃 ハシバ アヤ ノ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																小早川奈美 コバヤカワ ナミ		0		0		3						川島寛貴 カワシマ ヒロシ キ		200		0		200

						小早川奈美 コバヤカワ ナミ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																山岡　和雅		0		0		10						砂田洋平 スナダ ヨウヘイ		200		0		200

						山岡　和雅										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																森　成俊		0		0		10						石橋省三 イシバシ ショウゾウ		150		0		150

						森　成俊										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																真弓　重孝		0		0		10						服部茂夫 ハットリ シゲオ		150		0		150

						真弓　重孝										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																内藤　由貴恵		0		0		5						山本功 ヤマモト イサオ		150		0		150

						内藤　由貴恵										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																西門  信二		0		0		5						林倹一 ハヤシ ケンイチ		150		0		150

						西門  信二										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																西藤　浩二 ニシ フジ コウジ		0		0		5						㈱ﾏﾅｵｸﾘｴｰｼｮﾝ		150		0		150

						西藤　浩二 ニシ フジ コウジ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																星野　静香 ホシノ シズカ		0		0		5						渡辺啓 ワタナベ ケイ		150		0		150

						星野　静香 ホシノ シズカ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																石川　弘子		0		0		5						羽田直志 ハダ ナオシ		150		0		150

						石川　弘子										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																森野　秀隆 モリノ ヒデタカ		0		0		5						㈱ｵｳｹｲｳｪﾌﾞ		150		0		150

						森野　秀隆 モリノ ヒデタカ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																白石　栄治		0		0		5						山城祐也 ヤマシロ ユウヤ		105		0		105

						白石　栄治										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																佐藤　昌彦		0		0		5						小川聡子 オガワ サトコ		100		0		110

						佐藤　昌彦										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																大塚　善弘 オオツカ ヨシヒロ		0		0		5						瓜生正彦 ウリュウ マサヒコ		100		0		100

						大塚　善弘 オオツカ ヨシヒロ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																春口　美穂		0		0		5						瓜生理科子 ウリュウ リカ コ		100		0		100

						春口　美穂										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																加藤　秀和 ヒデカズ		0		0		5						瓜生佳枝 ウリュウ ヨシエ		100		0		100

						加藤　秀和 ヒデカズ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																佐藤　正人 サトウ マサト		0		0		3						石津知英子 イシヅ チエコ		100		0		100

						佐藤　正人 サトウ マサト										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																松島　豊 マツシマ ユタカ		0		0		3						松永良輔 マツナガ リョウスケ		100		0		100

						松島　豊 マツシマ ユタカ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																杉山　実花 スギヤマ ミ ハナ		0		0		3						田中大介 タナカ ダイスケ		100		0		100

						杉山　実花 スギヤマ ミ ハナ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																大石　佳奈 オオイシ カナ		0		0		3						Steamer Point Management UG 		95		0		95

						大石　佳奈 オオイシ カナ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																野沢　卓美		0		0		3						Marek Janukowicz		95		0		95

						野沢　卓美										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																谷口　英司 タニグチ エイジ		0		0		3						平野恭兵 ヒラノ キョウヘイ		70		0		70

						谷口　英司 タニグチ エイジ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																加藤　眞一		0		0		3						田中由起子 タナカ ユキコ		50		0		50

						加藤　眞一										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																松木　秀明		0		0		3						廣瀬寿一 ヒロセ トシカズ		50		0		50

						松木　秀明										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																東海林　勇行		0		0		3						田淵英一郎 タブチ エイイチロウ		50		0		50

						東海林　勇行										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																工藤　重基		0		0		3						岸伸昭		30		0		30

						工藤　重基										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																金井　京子		0		0		3						坂出宜隆 サカイデ ギ タカシ		30		0		30

						金井　京子										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																神　佑佳 カミ ユウカ		0		0		3						柴千恵 シバ チエ		20		0		20

						神　佑佳 カミ ユウカ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																圖師　康仁 ズ		0		0		3						宮本しのぶ ミヤモト		20		0		20

						圖師　康仁 ズ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																藤井　義行		0		0		3						吉田匡行 ヨシダ タダユキ		20		0		20

						藤井　義行										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																阿武　賢		0		0		3						赤沼純 アカヌマ ジュン		20		0		20

						阿武　賢										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																光吉　佑馬 ミツヨシ ユウマ		0		0		0						藤本勝幸 フジモト カツユキ		10		0		10

						光吉　佑馬 ミツヨシ ユウマ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																守利　美幸 モリ リ ミユキ		0		0		3						花田啓陽 ハナダ ケイ ヨウ		10		0		10

						守利　美幸 モリ リ ミユキ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																菅原　賢太 スガワラ ケンタ		0		0		3						木村薫 キムラ カオル		4		0		4

						菅原　賢太 スガワラ ケンタ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																小西　一甲 コニシ イチ コウ		0		0		3						林信宏 ハヤシ ノブヒロ		1		0		1

						小西　一甲 コニシ イチ コウ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																瓜生　正己		0		0		3						田渕耕太 タブチ コウタ		1		0		1

						瓜生　正己										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																国本　明樹		0		0		3						伴将行 バン マサユキ		0		0		700

						国本　明樹										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																鈴木　崇史 スズキ タカシ シ		0		0		3						Stefan Nothegger		0		0		300

						鈴木　崇史 スズキ タカシ シ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																														創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ						0						創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		川端宏昌 カワバタ ヒロマサ		0		0		220

				創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ												5,541		0		5,541		4.8%		5,941		4.7%																																渡邉力英 ワタナベ リキ エイ		1000		0		1,000						白澤友孝 シラサワ トモタカ		0		0		220

		個人				渡邉力英 ワタナベ リキ エイ										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																森川和正 モリカワ カズマサ		1000		0		1,000						森屋亜希子 モリヤ アキコ		0		0		220

		個人				森川和正 モリカワ カズマサ										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																中川陽 ナカガワ ヨウ		400		0		400						矢口順子 ヤグチ ジュンコ		0		0		350

		個人				中川陽 ナカガワ ヨウ										400		0		400		0.3%		400		0.3%																																㈱ｼｬﾝﾃﾞｨｶﾞﾌ		400		0		400						北村智紀 キタムラ トモノリ		0		0		0

		個人				㈱ｼｬﾝﾃﾞｨｶﾞﾌ										400		0		400		0.3%		400		0.3%																																野村壮太郎 ノムラ ソウタロウ		300		0		600						井川純一		0		0		50

		個人				野村壮太郎 ノムラ ソウタロウ										300		0		300		0.3%		600		0.5%																																藤岡慎也 フジオカ シンヤ		200		0		200						上門裕誠		0		0		200

		個人				藤岡慎也 フジオカ シンヤ										200		0		200		0.2%		200		0.2%																																川島寛貴 カワシマ ヒロシ キ		200		0		200						柏原　泰 カシハラ タイ		0		0		150

		個人				川島寛貴 カワシマ ヒロシ キ										200		0		200		0.2%		200		0.2%																																砂田洋平 スナダ ヨウヘイ		200		0		200						福永滋 フクナガ シゲル		0		0		150

		個人				砂田洋平 スナダ ヨウヘイ										200		0		200		0.2%		200		0.2%																																山本功 ヤマモト イサオ		150		0		150						秋葉宏一		0		0		40

		個人				山本功 ヤマモト イサオ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																太田清久 オオタ キヨヒサ		0		0		0						大谷一幸		0		0		40

						太田清久 オオタ キヨヒサ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																林倹一 ハヤシ ケンイチ		150		0		150						冨田康夫		0		0		20

		個人				林倹一 ハヤシ ケンイチ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																㈱ﾏﾅｵｸﾘｴｰｼｮﾝ		150		0		150						福井和貴		0		0		20

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ﾏﾅｵｸﾘｴｰｼｮﾝ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																渡辺啓 ワタナベ ケイ		150		0		150						瓜生勝 ウリュウ マサ		0		0		10

		個人				渡辺啓 ワタナベ ケイ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																羽田直志 ハダ ナオシ		150		0		150						工藤靖之 クドウ ヤスユキ		0		0		10

		個人				羽田直志 ハダ ナオシ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																山城祐也 ヤマシロ ユウヤ		105		0		105						浅野菜生都		0		0		10

		個人 コジン				山城祐也 ヤマシロ ユウヤ										105		0		105		0.1%		105		0.1%																																瓜生正彦 ウリュウ マサヒコ		100		0		100						内藤夏来		0		0		10

		役職員 ヤクショクイン				瓜生正彦 ウリュウ マサヒコ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																瓜生理科子 ウリュウ リカ コ		100		0		100						児山将		0		0		0

		役職員 ヤクショクイン				瓜生理科子 ウリュウ リカ コ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																瓜生佳枝 ウリュウ ヨシエ		100		0		100						酒井瑞恵		0		0		10

		役職員 ヤクショクイン				瓜生佳枝 ウリュウ ヨシエ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																石津知英子 イシヅ チエコ		100		0		100						中村潤一		0		0		10

		個人				石津知英子 イシヅ チエコ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																松永良輔 マツナガ リョウスケ		100		0		100						後藤亘		0		0		250

		個人				松永良輔 マツナガ リョウスケ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																田中大介 タナカ ダイスケ		100		0		100						稲葉賢二		0		0		10

		個人				田中大介 タナカ ダイスケ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																平野恭兵 ヒラノ キョウヘイ		70		0		70						田内清文		0		0		10

		個人				平野恭兵 ヒラノ キョウヘイ										70		0		70		0.1%		70		0.1%																																田中由起子 タナカ ユキコ		50		0		50						熊取谷重徳		0		0		200

		個人				田中由起子 タナカ ユキコ										50		0		50		0.0%		50		0.0%																																廣瀬寿一 ヒロセ トシカズ		50		0		50						惠良一誠		0		0		5

		個人				廣瀬寿一 ヒロセ トシカズ										50		0		50		0.0%		50		0.0%																																田淵英一郎 タブチ エイイチロウ		50		0		50						豊川久美子		0		0		5

		個人				田淵英一郎 タブチ エイイチロウ										50		0		50		0.0%		50		0.0%																																岸伸昭		30		0		30						武田映子 タケダ エイコ		0		0		5

		個人				岸伸昭										30		0		30		0.0%		30		0.0%																																坂出宜隆 サカイデ ギ タカシ		30		0		30						片山若菜 カタヤマ ワカナ		0		0		5

		個人				坂出宜隆 サカイデ ギ タカシ										30		0		30		0.0%		30		0.0%																																柴千恵 シバ チエ		20		0		20						三上洋史 ミカミ ヒロシ シ		0		0		10

		個人				柴千恵 シバ チエ										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																宮本しのぶ ミヤモト		20		0		20						浅野尚仁		0		0		5

		個人				宮本しのぶ ミヤモト										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																吉田匡行 ヨシダ タダユキ		20		0		20						佐々木邦子		0		0		0

		個人				吉田匡行 ヨシダ タダユキ										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																赤沼純 アカヌマ ジュン		20		0		20						池内貴美子		0		0		5

		個人				赤沼純 アカヌマ ジュン										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																藤本勝幸 フジモト カツユキ		10		0		10						岡里英幸		0		0		5

		個人				藤本勝幸 フジモト カツユキ										10		0		10		0.0%		10		0.0%																																花田啓陽 ハナダ ケイ ヨウ		10		0		10						三宅和仁		0		0		5

		個人				花田啓陽 ハナダ ケイ ヨウ										10		0		10		0.0%		10		0.0%																																木村薫 キムラ カオル		4		0		4						筒井聡		0		0		5

		個人				木村薫 キムラ カオル										4		0		4		0.0%		4		0.0%																																林信宏 ハヤシ ノブヒロ		1		0		1						猪又信二		0		0		5

		個人				林信宏 ハヤシ ノブヒロ										1		0		1		0.0%		1		0.0%																																田渕耕太 タブチ コウタ		1		0		1						穆言		0		0		5

		個人				田渕耕太 タブチ コウタ										1		0		1		0.0%		1		0.0%																																李林 リ リン		0		0		100						吉田祐未		0		0		5

						李林 リ リン										0		0		0		0.0%		100		0.1%																																MariaVivas		0		0		0						野口偉史 ノグチ エラ フミ		0		0		5

						MariaVivas										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																池嶋直樹 イケ シマ ナオキ		0		0		0						橋場彩乃 ハシバ アヤ ノ		0		0		3

						池嶋直樹 イケ シマ ナオキ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																樫原史朗 カシハラ シロウ		0		0		0						小早川奈美 コバヤカワ ナミ		0		0		3

						樫原史朗 カシハラ シロウ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																大福卓也 オオフク タクヤ		0		0		0						山岡　和雅		0		0		10

						大福卓也 オオフク タクヤ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																星一 ホシ ハジメ		0		0		0						森　成俊		0		0		10

						星一 ホシ ハジメ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																佐野瑛子 サノ エイコ		0		0		0						真弓　重孝		0		0		10

						佐野瑛子 サノ エイコ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																大津典弘		0		0		0						内藤　由貴恵		0		0		5

						大津典弘										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																河野稔		0		0		0						西門  信二		0		0		5

						河野稔										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																赤星仁司 アカホシ ヒトシ ツカサ		0		0		0						西藤　浩二 ニシ フジ コウジ		0		0		5

						赤星仁司 アカホシ ヒトシ ツカサ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																吉野さくら ヨシノ		0		0		0						星野　静香 ホシノ シズカ		0		0		5

						吉野さくら ヨシノ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																浅野達彦		0		0		0						石川　弘子		0		0		5

						浅野達彦										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																YukiKobayashi		0		0		0						森野　秀隆 モリノ ヒデタカ		0		0		5

						YukiKobayashi										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																RobertCHill		0		0		0						白石　栄治		0		0		5

						RobertCHill										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																土屋英希 ツチヤ ヒデ キ		0		0		0						佐藤　昌彦		0		0		5

						土屋英希 ツチヤ ヒデ キ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																佐々木広道 ササキ ヒロミチ		0		0		0						大塚　善弘 オオツカ ヨシヒロ		0		0		5

						佐々木広道 ササキ ヒロミチ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																中山敦 ナカヤマ アツシ		0		0		0						春口　美穂		0		0		5

						中山敦 ナカヤマ アツシ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																猪熊智子 イノクマ トモコ		0		0		0						加藤　秀和 ヒデカズ		0		0		5

						猪熊智子 イノクマ トモコ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																池田紀行 イケダ ノリユキ		0		0		0						佐藤　正人 サトウ マサト		0		0		3

						池田紀行 イケダ ノリユキ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																														ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業 ギョウ ／						0						ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業 ギョウ ／		松島　豊 マツシマ ユタカ		0		0		3

				事業パートナー ジギョウ												21,535		0		21,535		18.7%		21,535		16.9%																																ｿﾆｰﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱		9803		0		9,803						杉山　実花 スギヤマ ミ ハナ		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				ｿﾆｰﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱										9,803		0		9,803		8.5%		9,803		7.7%																																㈱朝日新聞社 アサヒ シンブンシャ		8500		0		8,500						大石　佳奈 オオイシ カナ		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱朝日新聞社 アサヒ シンブンシャ										8,500		0		8,500		7.4%		8,500		6.7%																																ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券㈱		600		0		600						野沢　卓美		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券㈱										600		0		600		0.5%		600		0.5%																																㈱ｵｳｹｲｳｪﾌﾞ		150		0		150						谷口　英司 タニグチ エイジ		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ｵｳｹｲｳｪﾌﾞ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																ｵｽﾞﾐｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱		533		0		533						加藤　眞一		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				ｵｽﾞﾐｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱										533		0		533		0.5%		533		0.4%																																㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ		1249		0		1,249						松木　秀明		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ										1,249		0		1,249		1.1%		1,249		1.0%																																㈱ﾍﾞｸﾄﾙ		700		0		700						東海林　勇行		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ﾍﾞｸﾄﾙ										700		0		700		0.6%		700		0.5%																																ﾔﾌｰ㈱		0		0		0						工藤　重基		0		0		3

						ﾔﾌｰ㈱										0		0		0		0.0%		0		0.0%																														エンジェル投資家 トウシカ						0						エンジェル投資家 トウシカ		金井　京子		0		0		3

				エンジェル投資家 トウシカ												20,291		0		20,291		17.6%		20,291		15.9%																																起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ		8258		0		8,258						神　佑佳 カミ ユウカ		0		0		3

		VC				起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ										8,258		0		8,258		7.2%		8,258		6.5%																																起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		7200		0		7,200						圖師　康仁 ズ		0		0		3

		VC				起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ										7,200		0		7,200		6.2%		7,200		5.6%																																起業投資㈱ キギョウ トウシ		2167		0		2,167						藤井　義行		0		0		3

		VC				起業投資㈱ キギョウ トウシ										2,167		0		2,167		1.9%		2,167		1.7%																																大塚至高 オオツカシコウ		2666		0		2,666						阿武　賢		0		0		3

		個人 コジン				大塚至高 オオツカシコウ										2,666		0		2,666		2.3%		2,666		2.1%																																起業投資有限責任組合3号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		0		0		0						光吉　佑馬 ミツヨシ ユウマ		0		0		0

						起業投資有限責任組合3号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																														ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ・一般株主等 イッパン カブヌシ ナド						0						ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ・一般株主等 イッパン カブヌシ ナド		守利　美幸 モリ リ ミユキ		0		0		3

				ベンチャーキャピタル												46,099		0		46,099		40.0%		46,217		36.2%																																FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		10200		0		10,200						菅原　賢太 スガワラ ケンタ		0		0		3

		VC				FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										10,200		0		10,200		8.8%		10,200		8.0%																																MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		5019		0		5,019						小西　一甲 コニシ イチ コウ		0		0		3

		VC				MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ										5,019		0		5,019		4.4%		5,019		3.9%																																MSIVC2008V投資事業有限責任組合		5000		0		5,000						瓜生　正己		0		0		3

		VC				MSIVC2008V投資事業有限責任組合										5,000		0		5,000		4.3%		5,000		3.9%																																あすかDBJ投資事業有限責任組合		3843		0		3,843						国本　明樹		0		0		3

		VC				あすかDBJ投資事業有限責任組合										3,843		0		3,843		3.3%		3,843		3.0%																																谷家衛 タニ ヤ マモル		2801		0		2,801						鈴木　崇史 スズキ タカシ シ		0		0		3

		VC				谷家衛 タニ ヤ マモル										2,801		0		2,801		2.4%		2,801		2.2%																																SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		2138		0		2,138						太田清久 オオタ キヨヒサ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										2,138		0		2,138		1.9%		2,138		1.7%																																㈱新生銀行		2000		0		2,000						李林 リ リン		0		0		100

		VC				㈱新生銀行										2,000		0		2,000		1.7%		2,000		1.6%																																KSP４号投資事業有限責任組合		2000		0		2,000						MariaVivas		0		0		0

		VC				KSP４号投資事業有限責任組合										2,000		0		2,000		1.7%		2,000		1.6%																																SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1415		0		1,415						池嶋直樹 イケ シマ ナオキ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										1,415		0		1,415		1.2%		1,415		1.1%																																SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1109		0		1,109						樫原史朗 カシハラ シロウ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										1,109		0		1,109		1.0%		1,109		0.9%																																りそなキャピタル		1000		0		1,000						大福卓也 オオフク タクヤ		0		0		0

		VC				りそなキャピタル										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1000		0		1,000						星一 ホシ ハジメ		0		0		0

		VC				SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		788		0		788						佐野瑛子 サノ エイコ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										788		0		788		0.7%		788		0.6%																																SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		775		0		775						大津典弘		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										775		0		775		0.7%		775		0.6%																																㈱マーキュリアインベストメント		771		0		771						河野稔		0		0		0

		VC				㈱マーキュリアインベストメント										771		0		771		0.7%		771		0.6%																																日本ｱｼﾞｱ投資㈱		750		0		750						赤星仁司 アカホシ ヒトシ ツカサ		0		0		0

		VC				日本ｱｼﾞｱ投資㈱										750		0		750		0.7%		750		0.6%																																SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		575		0		575						吉野さくら ヨシノ		0		0		0

		VC				SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										575		0		575		0.5%		575		0.5%																																三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		600		0		600						浅野達彦		0		0		0

		VC				三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										600		0		600		0.5%		600		0.5%																																MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		581		0		581						YukiKobayashi		0		0		0

		VC				MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ										581		0		581		0.5%		581		0.5%																																ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		400		0		400						RobertCHill		0		0		0

		VC				ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱										400		0		400		0.3%		400		0.3%																																DITパートナー㈱		334		0		334						土屋英希 ツチヤ ヒデ キ		0		0		0

		VC				DITパートナー㈱										334		0		334		0.3%		334		0.3%																																㈱日本政策金融公庫 セイサク キンユウ コウコ		0		0		0						佐々木広道 ササキ ヒロミチ		0		0		0

						㈱日本政策金融公庫 セイサク キンユウ コウコ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｿﾈｯﾄｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA投資事業有限責任組合		0		0		0						中山敦 ナカヤマ アツシ		0		0		0

						ｿﾈｯﾄｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｱﾝﾄ･ﾘｰﾄﾞ2号投資事業有限責任組合		0		0		0						猪熊智子 イノクマ トモコ		0		0		0

						ｱﾝﾄ･ﾘｰﾄﾞ2号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																JAIC-IF3号投資事業有限責任組合		0		0		0						池田紀行 イケダ ノリユキ		0		0		0

						JAIC-IF3号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ二号投資事業有限責任組合		0		0		0						ﾔﾌｰ㈱		0		0		0

						信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ二号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																明治ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投資事業組合		0		0		0						起業投資有限責任組合3号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		0		0		0

						明治ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投資事業組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業有限責任組合		0		0		0						㈱日本政策金融公庫 セイサク キンユウ コウコ		0		0		0

						ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																三菱UFJﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ二号投資事業有限責任組合		0		0		0						ｿﾈｯﾄｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA投資事業有限責任組合		0		0		0

						三菱UFJﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ二号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業有限責任組合		0		0		0						ｱﾝﾄ･ﾘｰﾄﾞ2号投資事業有限責任組合		0		0		0

						ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｼﾞｬﾌｺV2-R投資事業有限責任組合		0		0		0						JAIC-IF3号投資事業有限責任組合		0		0		0

						ｼﾞｬﾌｺV2-R投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																㈱ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾜﾝ　(譲渡済) ジョウト ズ		0		0		0						信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ二号投資事業有限責任組合		0		0		0

						㈱ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾜﾝ　(譲渡済) ジョウト ズ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																有限会社ADSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　(解散に伴い譲渡) ユウゲンガイシャ カイサン トモナ ジョウト		0		0		0						明治ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投資事業組合		0		0		0

						有限会社ADSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　(解散に伴い譲渡) ユウゲンガイシャ カイサン トモナ ジョウト										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		3000		0		3,000						ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業有限責任組合		0		0		0

		VC				UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										3,000		0		3,000		2.6%		3,000		2.4%																																㈱みんかぶ(自己新株予約権) ジコ シンカブ ヨヤク ケン		0		0		118						三菱UFJﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ二号投資事業有限責任組合		0		0		0

						㈱みんかぶ(自己新株予約権) ジコ シンカブ ヨヤク ケン										0		0		0		0.0%		118		0.1%																														海外株主 カイガイ カブヌシ						0						海外株主 カイガイ カブヌシ		ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業有限責任組合		0		0		0

				外国人 ガイコク ジン												11,565		0		11,565		10.0%		11,565		9.1%																																Brave Go., Ltd.		3250		0		3,250						ｼﾞｬﾌｺV2-R投資事業有限責任組合		0		0		0

		VC				Brave Go., Ltd.										3,250		0		3,250		2.8%		3,250		2.5%																																venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA		2543		0		2,543						㈱ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾜﾝ　(譲渡済) ジョウト ズ		0		0		0

		VC				venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA										2,543		0		2,543		2.2%		2,543		2.0%																																b-to-v Partners AG		2036		0		2,036						有限会社ADSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　(解散に伴い譲渡) ユウゲンガイシャ カイサン トモナ ジョウト		0		0		0

		VC				b-to-v Partners AG										2,036		0		2,036		1.8%		2,036		1.6%																																Globumbus Venture Capital GmbH		1246		0		1,246						㈱みんかぶ(自己新株予約権) ジコ シンカブ ヨヤク ケン		0		0		118

		VC				Globumbus Venture Capital GmbH										1,246		0		1,246		1.1%		1,246		1.0%																																Nicolas Plögert		1067		0		1,067						Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH		0		0		0

		個人 コジン				Nicolas Plögert										1,067		0		1,067		0.9%		1,067		0.8%																																J.A.Y.-Square GmbH		462		0		462						株式会社みんかぶ（自己株式） カブシキ カイシャ ジコ カブシキ		0		0		0

		VC				J.A.Y.-Square GmbH										462		0		462		0.4%		462		0.4%																																Michael Mellinghoff		457		0		457

		個人 コジン				Michael Mellinghoff										457		0		457		0.4%		457		0.4%																																Alpine Capital III LLC		314		0		314										0

		VC				Alpine Capital III LLC										314		0		314		0.3%		314		0.2%																																Steamer Point Management UG 		95		0		95										0

		VC				Steamer Point Management UG 										95		0		95		0.1%		95		0.1%																																Marek Janukowicz		95		0		95										0

		個人 コジン				Marek Janukowicz										95		0		95		0.1%		95		0.1%																																Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH		0		0		0										0

						Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																株式会社みんかぶ（自己株式） カブシキ カイシャ ジコ カブシキ		0		0		0										0

						株式会社みんかぶ（自己株式） カブシキ カイシャ ジコ カブシキ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																		115369		0		127536								115369		0		127536

						合計 ゴウケイ										115,369		0		115,369				127,536																																				TRUE				TRUE



												VC								32





































ベンチャーキャピタル	エンジェル投資家	事業パートナー	外国人	経営陣	創業関係者	従業員	0.36238395433446241	0.15910017563668297	0.16885428428051688	9.0	680278509597284E-2	0.13712206749466818	4.6582925605319285E-2	3.5276314138752977E-2	





役職員	事業会社	VC	元役職員	旧sharewise株主	個人	その他	8.7441167037939138E-2	0.18796210420476905	0.63855975175307056	0	0	8.3826677877072694E-2	2.2102991271485406E-3	






上位10株主

				売出し前 ウリダ マエ										2019.03																		43891								44256

						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ

				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		8.8%				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		11.6%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		17.9%				株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400		11.7%

				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		8.5%				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		ERROR:#REF!				ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		7.9%				瓜生　憲		1,245,000		9.1%				瓜生　憲		1,245,000		9.0%

				3		株式会社朝日新聞社		850,000		7.4%				3		株式会社朝日新聞社		850,000		ERROR:#REF!				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.6%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%

				4		瓜生憲		833,800		7.2%				4		瓜生　憲		730,000		ERROR:#REF!				株式会社朝日新聞社		850,000		6.5%				株式会社朝日新聞社		850,000		6.2%				BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)		808,599		5.9%

				5		起業投資事業有限責任組合２号		825,800		7.2%				5		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		ERROR:#REF!				瓜生　憲		730,000		5.6%				Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		5.0%				Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		4.9%

				6		起業投資事業有限責任組合１号		720,000		6.2%				6		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		ERROR:#REF!				起業投資株式会社		453,700		3.5%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		3.2%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900		4.2%

				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		4.4%				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		ERROR:#REF!				ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		2.9%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		3.2%				株式会社日本カストディ銀行（信託口9）		509,200		3.7%

				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		4.3%				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		ERROR:#REF!				大塚　至高		358,500		2.8%				大塚　至高		358,500		2.6%				大塚　至高		410,000		3.0%

				9		あすかDBJ投資事業有限責任組合		384,300		3.3%				9		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		2.6%				野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		2.6%				高田　隆太郎		288,000		2.1%

				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		2.8%				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		ERROR:#REF!				ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000		2.5%				日本ガスライン株式会社		300,000		2.2%				日本ガスライン株式会社		260,000		1.9%

						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,941,100		60.2%						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,477,000		ERROR:#REF!				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,938,103		53.5%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		8,099,200		58.9%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		7,385,199		53.4%

						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		11,536,900								発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		ERROR:#REF!						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		12,979,900						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,744,400						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,819,700





開示用円グラフ

						持株数 モチカブ スウ										持株比率 モチカブ ヒリツ

						上場時 ジョウジョウ ジ		2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年３月末 ネン ガツ マツ		2021年３月末 ネン ガツ マツ				上場時 ジョウジョウ ジ		2019.09		2020.03		2021.03

				公募増資 コウボ ゾウシ		1,411,000		0		0		0				10.9%		0.0%		0.0%		0.0%

				機関投資家 キカン トウシカ		0		4,657,836		5,827,356		5,700,075				0.0%		35.9%		42.4%		41.2%

				事業会社 ジギョウガイシャ		2,168,500		2,025,200		1,955,200		1,105,200				16.7%		15.6%		14.2%		8.0%

				個人		992,600		2,194,764		2,351,044		4,126,325				7.7%		16.9%		17.1%		29.9%

				役職員 ヤクショクイン		1,008,800		897,100		1,658,600		1,687,000				7.8%		6.9%		12.1%		12.2%

				VC		7,367,000		3,205,000		1,952,200		1,201,100				56.9%		24.7%		14.2%		8.7%

				その他 タ		0		0		0		0				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				合計 ゴウケイ		12,947,900		12,979,900		13,744,400		13,819,700				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%











公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0.1089752006116822	0	0.16747889619166043	7.6661080175163543E-2	7.7912248318260102E-2	0.5689725747032337	



公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.35884991409795147	0.15602585536098121	0.16908943828534889	6.9114554041248388E-2	0.24692023821447007	

[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]

公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.42398038473851168	0.14225429993306365	0.1710546840895201	0.12067460201973167	0.14203602921917291	


機関投資家
[値]
事業会社
[値]
個人
[値]
役職員[値]
VC
[値]

0	0.41246011129040427	7.9972792462933345E-2	0.29858282017699372	0.1220721144453208	8.6912161624347853E-2	0	
上場時

２０１９．０９

２０２０．０３

２０２１．０３



VC情報抽出＆開示用積み上げグラフ

		上場前 ジョウジョウ マエ												上場後 ジョウジョウ ゴ

		属性1 ゾクセイ		属性2 ゾクセイ		属性3 ゾクセイ		名称 メイショウ		株式数 カブシキ スウ				属性１ ゾクセイ		属性2 ゾクセイ		属性3 ゾクセイ		名称 メイショウ		株式数 カブシキ スウ

		VC		SBI		A系 ケイ		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1,020,000				VC		SBI		A系 ケイ		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1,020,000

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		213,800				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		213,800

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		141,500				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		141,500

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		110,900				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		110,900

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		78,800				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		78,800

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		77,500				VC		SBI		A系 ケイ		SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		77,500

		VC		SBI		A系 ケイ		SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		57,500				VC		SBI		A系 ケイ		SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		57,500

		VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ		825,800				VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ		202,000

		VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		720,000				VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		282,800

		VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資㈱ キギョウ トウシ		216,700				VC		起業投資 キギョウ トウシ		B系 ケイ		起業投資㈱ キギョウ トウシ		453,700

		VC		山口 ヤマグチ		C系 ケイ		UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		300,000				VC		山口 ヤマグチ		C系 ケイ		UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		300,000

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Brave Go., Ltd.		325,000				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Brave Go., Ltd.		325,000

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA		254,300				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		b-to-v Partners AG		203,600				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		b-to-v Partners AG

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Globumbus Venture Capital GmbH		124,600				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Globumbus Venture Capital GmbH		124,600

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		J.A.Y.-Square GmbH		46,200				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		J.A.Y.-Square GmbH

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Alpine Capital III LLC		31,400				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Alpine Capital III LLC		31,400

		VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Steamer Point Management UG 		9,500				VC		外資系 ガイシケイ		D系 ケイ		Steamer Point Management UG 

		VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		501,900				VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ

		VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		58,100				VC		MIC		E系 ケイ		MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ

		VC		その他 タ		F系 ケイ		MSIVC2008V投資事業有限責任組合		500,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		MSIVC2008V投資事業有限責任組合

		VC		その他 タ		F系 ケイ		あすかDBJ投資事業有限責任組合		384,300				VC		その他 タ		F系 ケイ		あすかDBJ投資事業有限責任組合

		VC		その他 タ		F系 ケイ		谷家衛 タニ ヤ マモル		280,100				VC		その他 タ		F系 ケイ		谷家衛 タニ ヤ マモル

		VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱新生銀行		200,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱新生銀行

		VC		その他 タ		F系 ケイ		KSP４号投資事業有限責任組合		200,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		KSP４号投資事業有限責任組合

		VC		その他 タ		F系 ケイ		りそなキャピタル		100,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		りそなキャピタル

		VC		その他 タ		F系 ケイ		SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		100,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ

		VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱マーキュリアインベストメント		77,100				VC		その他 タ		F系 ケイ		㈱マーキュリアインベストメント		77,100

		VC		その他 タ		F系 ケイ		日本ｱｼﾞｱ投資㈱		75,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		日本ｱｼﾞｱ投資㈱

		VC		その他 タ		F系 ケイ		三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		60,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ

		VC		その他 タ		F系 ケイ		ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		40,000				VC		その他 タ		F系 ケイ		ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

		VC		その他 タ		F系 ケイ		DITパートナー㈱		33,400				VC		その他 タ		F系 ケイ		DITパートナー㈱		33,400

										7,367,000												3,530,000

								VC数 スウ		32										VC数 スウ		16

								A系 ケイ		1,700,000		23.1%								A系 ケイ		1,700,000		53.0%		SBI

								B系 ケイ		1,762,500		23.9%								B系 ケイ		938,500		29.3%		起業投資 キギョウ トウシ

								C系 ケイ		300,000		4.1%								C系 ケイ		300,000		9.4%		山口 ヤマグチ

								D系 ケイ		994,600		13.5%								D系 ケイ		156,000		4.9%		外国人 ガイコク ジン

								E系 ケイ		560,000		7.6%								E系 ケイ		0		0.0%		MIC

								F系 ケイ		2,049,900		27.8%								F系 ケイ		110,500		3.4%		その他 タ

										7,367,000												3,205,000



A系	

1700000	B系	

1762500	C系	

300000	D系	

994600	E系	

560000	F系	

2049900	

A系	

1700000	B系	

938500	C系	

300000	D系	

156000	E系	0	F系	

110500	



株主名簿サマリー（高田さん作成）

				2019年９月末株主名簿サマリー ネン ガツ マツ カブヌシ メイボ

				①　VC売却分、公開時分配の個人株主売却分を機関投資家が吸収（VCは9月末時点で実質的にSBI系、起業投資系以外全てがイグジットを完了。機関投資家がマジョリティに。） バイキャク ブン コウカイ ジ ブンパイ コジン カブヌシ バイキャク ブン キカン トウシカ キュウシュウ ガツマツ ジテン ジッシツ テキ ケイ キギョウ トウシ ケイ イガイ スベ カンリョウ キカン トウシカ

				②　３月19日以降の市場吸収金額は62.4億円（全体の44.5％）　※時価総額140億円ベース ガツ ニチ イコウ シジョウ キュウシュウ キンガク オクエン ゼンタイ ジカ ソウガク オクエン

				③　株主数は3月末の4,652名から2,946名に減少



		開示用に区分調整 カイジ ヨウ クブン チョウセイ								持株数／株 モチカブ スウ カブ						構成比 コウセイヒ						時価総額／140億円ベース ジカ ソウガク オクエン

										2019年３月末 ネン ガツ マツ		2019年９月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン		2019年３月末 ネン ガツ マツ		2019年９月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン		2019年３月末 ネン ガツ マツ		2019年９月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン		メモ

		↓				実質機関投資家、証券会社 ジッシツ キカン トウシカ ショウケン カイシャ				1,628,734		4,332,836		2,704,102		11.8%		31.6%		19.7%		16.6		44.2		27.6		ー

								法人 ホウジン		202,800		247,500		44,700		1.5%		1.8%		0.3%		2.1		2.5		0.5		ー

								個人 コジン		2,416,366		1,947,264		(469,102)		17.6%		14.2%		-3.4%		24.6		19.9		-4.7		ー

						実質個人株主 ジッシツ コジン カブヌシ				2,619,166		2,194,764		(424,402)		19.0%		16.0%		-3.0%		26.6		22.4		-4.3		ー

				上場後株主 ジョウジョウ ゴ カブヌシ						4,247,900		6,527,600		2,279,700		30.9%		47.6%		16.7%		43.2		66.6		23.4		ー

								瓜生　憲		730,000		730,000		0		5.3%		5.3%		0.0%		ー		ー		ー		代表取締役社長 ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

								瓜生　理科子		20,000		20,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		代表親族 ダイヒョウ シンゾク

								瓜生　佳枝		9,000		9,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		代表親族 ダイヒョウ シンゾク

								高田　隆太郎		73,000		73,000		0		0.5%		0.5%		0.0%		ー		ー		ー		取締役副社長兼CFO トリシマリヤク フクシャチョウ ケン

								石橋　省三		15,000		41,300		26,300		0.1%		0.3%		0.2%		ー		ー		ー		監査等委員 カンサ トウ イイン

								杉村　武亮		15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		上級執行役員（メディア開発管掌） ジョウキュウ シッコウ ヤクイン カイハツ カンショウ

								大塚　善弘		0		8,800		8,800		0.0%		0.1%		0.1%		ー		ー		ー		従業員 ジュウギョウイン

						役職員 ヤクショクイン				862,000		897,100		35,100		6.3%		6.5%		0.3%		8.8		9.1		0.4		起業投資の現物分配による変動（変更報告書の提出有） キギョウトウシ ゲンブツブンパイ ヘンドウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

								ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		980,300		0		7.1%		7.1%		0.0%		ー		ー		ー		　旧ソネット系VCからの移管 キュウ ケイ イカン

								株式会社朝日新聞社		850,000		850,000		0		6.2%		6.2%		0.0%		ー		ー		ー		資本業務提携：一部売却意向あり シホンギョウムテイケイ イチブ バイキャク イコウ

								株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		124,900		0		0.9%		0.9%		0.0%		ー		ー		ー		資本業務提携 シホンギョウムテイケイ

								株式会社ベクトル		70,000		70,000		0		0.5%		0.5%		0.0%		ー		ー		ー		資本業務提携：JV保有 シホンギョウムテイケイ ホユウ

						事業会社 ジギョウ カイシャ				2,025,200		2,025,200		ー		14.7%		14.8%		ー		20.6		20.7		ー

				安定株主 アンテイ カブヌシ						2,887,200		2,922,300		35,100		21.0%		21.3%		0.3%		29.4		29.8		0.4		起業投資の現物分配以外の変動はなし キギョウトウシ ゲンブツブンパイ イガイ ヘンドウ

						起業投資株式会社				216,700		453,700		237,000		1.6%		3.3%		1.7%		ー		ー		ー		起業投資の現物分配による変動 キギョウトウシ ゲンブツブンパイ ヘンドウ

						株式会社マーキュリアインベストメント				77,100		77,100		0		0.6%		0.6%		0.0%		ー		ー		ー		ー

						ディーアイティー・パートナーズ株式会社				33,400		33,400		0		0.2%		0.2%		0.0%		ー		ー		ー		ー

				VC（GP保有） ホユウ						327,200		564,200		237,000		2.4%		4.1%		1.7%		3.3		5.8		2.4		起業投資の現物分配以外の変動はなし キギョウトウシ ゲンブツブンパイ イガイ ヘンドウ

								ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		1,020,000		0		7.4%		7.4%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		213,800		0		1.6%		1.6%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		141,500		0		1.0%		1.0%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		110,900		0		0.8%		0.8%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		78,800		0		0.6%		0.6%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		77,500		0		0.6%		0.6%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		57,500		0		0.4%		0.4%		0.0%		ー		ー		ー		市場外売却を検討中 シジョウ ガイ バイキャク ケントウ ナカ

								ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		300,000		0		2.2%		2.2%		0.0%		ー		ー		ー		山口FG,売却意向は無いがSBIと歩を合わせる可能性あり(SBIから購入した経緯) ケイイ

						SBI系（含む山口キャピタル） ケイ フク ヤマグチ				2,000,000		2,000,000		ー		14.5%		14.6%		ー		20.3		20.4		ー		変動なし ヘンドウ

								起業投資事業有限責任組合２号		619,500		202,000		(417,500)		4.5%		1.5%		-3.0%		ー		ー		ー		現物分配による減少（変更報告書の提出有） ゲンブツブンパイ ゲンショウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

								起業投資事業有限責任組合１号		540,000		282,800		(257,200)		3.9%		2.1%		-1.9%		ー		ー		ー		現物分配による減少（変更報告書の提出有） ゲンブツブンパイ ゲンショウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

						起業投資系 キギョウ トウシ ケイ				1,159,500		484,800		(674,700)		8.4%		3.5%		-4.9%		11.8		4.9		-6.8		現物分配による減少（変更報告書の提出有） ゲンブツブンパイ ゲンショウ ヘンコウ ホウコクショ テイシュツ アリ

								ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		0		(501,900)		3.6%		0.0%		-3.6%		5.1		0.0		-5.1		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合		58,100		0		(58,100)		0.4%		0.0%		-0.4%		0.6		0.0		-0.6		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		0		(500,000)		3.6%		0.0%		-3.6%		5.1		0.0		-5.1		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

		VC						谷家　衛		280,100		0		(280,100)		2.0%		0.0%		-2.0%		2.8		0.0		-2.8		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合		200,000		0		(200,000)		1.5%		0.0%		-1.5%		2.0		0.0		-2.0		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		100,000		0		(100,000)		0.7%		0.0%		-0.7%		1.0		0.0		-1.0		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								りそなキャピタル２号投資事業組合		100,000		0		(100,000)		0.7%		0.0%		-0.7%		1.0		0.0		-1.0		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合		75,000		0		(75,000)		0.5%		0.0%		-0.5%		0.8		0.0		-0.8		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

								三生５号投資事業有限責任組合		60,000		0		(60,000)		0.4%		0.0%		-0.4%		0.6		0.0		-0.6		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

						その他 タ				1,875,100		0		(1,875,100)		13.6%		0.0%		-13.6%		19.1		0.0		-19.1		2019年６月17日～9月30日の間に保有株全売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ホユウ カブ ゼン バイキャク

				VC						5,034,600		2,484,800		(2,549,800)		36.6%		18.1%		-18.5%		51.2		25.3		-25.9		2019年６月17日～9月30日の間に全株売却 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ ゼン カブ バイキャク

		個人 コジン				渡邉　力英				100,000		100,000		0		0.7%		0.7%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				森川　和正				100,000		93,500		(6,500)		0.7%		0.7%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		法人 ホウジン				株式会社シャンディガフ				34,000		0		(34,000)		0.2%		0.0%		-0.2%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				野村　壮太郎				30,000		0		(30,000)		0.2%		0.0%		-0.2%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				山岸　健太郎				20,000		20,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				山本　功				15,000		41,300		26,300		0.1%		0.3%		0.2%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				中川　陽				15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				藤岡　慎也				12,000		10,000		(2,000)		0.1%		0.1%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				渡辺　啓				9,000		7,000		(2,000)		0.1%		0.1%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				林　倹一				5,000		4,800		(200)		0.0%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				田中　由起子				5,000		5,000		0		0.0%		0.0%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				宮本　しのぶ				1,900		1,900		0		0.0%		0.0%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				内　千恵				1,400		0		(1,400)		0.0%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

				元役職員 モト ヤクショク イン						348,300		298,500		(49,800)		2.5%		2.2%		-0.4%		3.5		3.0		-0.5		ー

		VC				ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ				124,600		124,600		0		0.9%		0.9%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		VC				ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ				31,400		31,400		0		0.2%		0.2%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ				26,200		20,000		(6,200)		0.2%		0.1%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				ＰＬＯＧＥＲＴ　ＮＩＣＯＬＡＳ				20,000		0		(20,000)		0.1%		0.0%		-0.1%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ				2,000		2,000		0		0.0%		0.0%		0.0%		ー		ー		ー		ー

				旧sharewise株主 キュウ カブヌシ						204,200		178,000		(26,200)		1.5%		1.3%		-0.2%		2.1		1.8		-0.3		ー

		VC				ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．				325,000		325,000		0		2.4%		2.4%		0.0%		ー		ー		ー		10月1日に全株機関投資家に売却 ガツ ニチ ゼン カブ キカン トウシカ バイキャク

		個人 コジン				大塚　至高				266,600		358,500		91,900		1.9%		2.6%		0.7%		ー		ー		ー		現物分配による増加 ゲンブツブンパイ ゾウカ

		法人 ホウジン				オズミックコーポレーション株式会社				51,800		12,400		(39,400)		0.4%		0.1%		-0.3%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				服部　茂夫				15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		法人 ホウジン				株式会社マナオクリエーション				15,000		15,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		法人 ホウジン				株式会社オウケイウェイヴ				15,000		0		(15,000)		0.1%		0.0%		-0.1%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				山城　祐也				10,500		10,500		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				松永　良輔				9,000		6,500		(2,500)		0.1%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				石津　知英子				8,000		8,000		0		0.1%		0.1%		0.0%		ー		ー		ー		ー

		個人 コジン				花田　啓陽				1,000		0		(1,000)		0.0%		0.0%		-0.0%		ー		ー		ー		ー

				その他上場前株主 タ ジョウジョウ マエ カブヌシ						716,900		750,900		34,000		5.2%		5.5%		0.3%		7.3		7.7		0.4		ー

				合計 ゴウケイ						13,766,300		13,726,300		(40,000)		100.0%		100.0%		0.0%		140		140		ー

				※起業投資の現物分配による新規株主は実質個人株主としてカウント キギョウ トウシ ゲンブツ ブンパイ シンキ カブヌシ ジッシツ コジン カブヌシ





株主データ

				属性 ゾクセイ		株主名		3末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		9末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		2020年３月末 ネン ガツ マツ		直近中間比増減		直近期末比増減		属性 ゾクセイ		株主名 カブヌシメイ		2021年3月末 ネン ガツ マツ

				VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		-338200		-338200		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800

				VC		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		VC		起業投資事業有限責任組合１号		194,600		-88200		-345400		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900

				VC		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		VC		起業投資事業有限責任組合１号		282,800		VC		起業投資事業有限責任組合２号		193,300		-8700		-426200		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600

				VC		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900		-70900		-70900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100

				VC		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		VC		起業投資事業有限責任組合２号		202,000		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600		-46900		-46900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700

				VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100		-36800		-36800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800

				VC		谷家　衛		280,100		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700		-26100		-26100		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800		-25700		-25700		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400

				VC		ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合		200,000		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		0		0		VC（GP保有）		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400

				VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		VC（GP保有）		起業投資株式会社		286,100		-167600		69400		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		1,245,000

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		453,700		VC（GP保有）		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		0		0		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		288,000

				VC		ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		100,000		VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400		-19100		-19100		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300

				VC		りそなキャピタル２号投資事業組合		100,000		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		個人 コジン		宮永　浩明		68,300		67800		68300		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		31,500

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		個人 コジン		大坪　一成		40,000		40000		40000		役職員 ヤクショクイン		矢口　順子		25,000

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		個人 コジン		奥山　秀朗		27,000		-1000		27000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000

				VC		ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合		75,000		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		個人 コジン		小堀　泰清		23,200		23200		23200		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000

				VC		三生５号投資事業有限責任組合		60,000		機関 キカン		野村信託銀行株式会社（投信口）		303,900		個人 コジン		鳥海　洋子		23,100		23100		23100		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800

				VC		ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合		58,100		機関 キカン		福島　保典　※三崎さん系 ミサキ ケイ		296,500		個人 コジン		今給黎　孝		17,800		17800		17800		役職員 ヤクショクイン		井川　純一		5,000

				VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		274,700		個人 コジン		三谷　和弘		16,300		9200		9200		役職員 ヤクショクイン		大谷　一幸		3,000

				VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		216,700		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		222,389		個人 コジン		木村　比登史		15,600		15600		15600		役職員 ヤクショクイン		内田　亜希子		2,000

				VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		141,600		個人 コジン		太田　邦子		13,100		0		13100		役職員 ヤクショクイン		福井　和貴		2,000

				VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		125,100		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		0		10000		役職員 ヤクショクイン		稲葉　賢二		1,000

				機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		機関 キカン		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		105,397		個人 コジン		高島　英子		10,000		0		0		役職員 ヤクショクイン		熊取谷　重徳		1,000

				機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		145,600		機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		63,839		個人 コジン		高野　玲子		10,000		0		0		役職員 ヤクショクイン		酒井　瑞恵		1,000

				機関 キカン		日本証券金融株式会社		144,000		機関 キカン		鎌田　和樹　※三崎さん系、UUUM社長 ミサキ ケイ ウウウｍシャチョウ		45,000		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		山田　聡子		1,000

				機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		105,100		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		45,000		個人 コジン		太田　裕人		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド役員持株会		600

				機関 キカン		楽天証券株式会社		101,000		機関 キカン		野村證券株式会社		36,400		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		浅野　尚仁		500

				機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		82,400		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		35,898		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		池内　貴美子		500

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		75,539		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		23,274		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		小林　若菜		500

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		59,200		機関 キカン		ＪＰモルガン証券株式会社		12,100		個人 コジン		平林　正子		8,700		0		8700		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド従業員持株会		300

				機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		58,000		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		8,479		個人 コジン		深井　大		8,200		8200		8200		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400

				機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		57,800		機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		8,200		個人 コジン		車　創太		8,100		8100		8100		機関		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		808,599

				機関 キカン		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		51,300		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（金銭信託課税口）		4,400		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		0		0		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900

				機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		42,800		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		4,290		個人 コジン		林　直樹		6,600		6600		6600		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託口９）		509,200

				機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＬＯＮＤＯＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＦＯＲ　ＰＲＩＭＥ　ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ　ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ　ＡＣＣ　ＦＯＲ　ＴＨＩＲＤ　ＰＡＲＴＹ		34,200		機関 キカン		岡三にいがた証券株式会社		4,000		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		0		0		機関		株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）		240,200

				機関 キカン		松井証券株式会社		32,100		機関 キカン		岡三証券株式会社		3,200		個人 コジン		芝原　英司		6,000		0		4000		機関		ａｕカブコム証券株式会社		200,200

				機関 キカン		マネックス証券株式会社		22,702		機関 キカン		株式会社ライブスター証券		2,800		個人 コジン		加島　諭		5,800		5800		5800		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		198,000

				機関 キカン		野村證券株式会社		22,100		機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		2,000		個人 コジン		小堀　ひろみ		5,800		5800		5800		機関		福島　保典　※		172,300

				機関 キカン		大和証券株式会社		20,500		機関 キカン		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		2,000		個人 コジン		浅野　勇夫		5,700		5700		5700		機関		株式会社ＳＢＩ証券		153,500

				機関 キカン		岡三証券株式会社		18,200		機関 キカン		極東証券株式会社		1,500		個人 コジン		岩崎　昌作		5,400		5400		5400		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口）		125,100

				機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		17,068		機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		1,500		個人 コジン		田中　宏樹		5,400		5400		5400		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６４６		105,800

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		14,693		機関 キカン		株式会社証券ジャパン		1,500		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		0		5000		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６２１		94,100

				機関 キカン		株式会社ライブスター証券		13,000		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		1,500		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		0		4400		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　１　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		62,622

				機関 キカン		豊証券株式会社		12,000		機関 キカン		水戸証券株式会社		1,400		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		0		4400		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		56,700

				機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		11,900		機関 キカン		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,021		個人 コジン		中川　洋		4,400		0		4400		機関		ＬＩＮＥ証券株式会社		45,573

				機関 キカン		ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　Ｃｌｅａｒｉｎｇ　Ｂａｎｋ　Ｎ．Ｖ．，　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　Ｂｒａｎｃｈ		8,500		機関 キカン		廣田証券株式会社		1,011		個人 コジン		羽田　直志		4,400		0		4400		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		44,500

				機関 キカン		東海東京証券株式会社		8,000		機関 キカン		東洋証券株式会社		1,000		個人 コジン		今給黎　愛梨		4,300		4300		4300		機関		Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ｐｌｃ		36,600

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		7,000		機関 キカン		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		個人 コジン		今給黎　惠		4,300		4300		4300		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＳＵＢ　Ａ／Ｃ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ		34,593

				機関 キカン		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		6,700		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		個人 コジン		今給黎　梨圭		4,300		4300		4300		機関		ＲＢＣ　ＩＳＢ　Ａ／Ｃ　ＬＵＸ　ＮＯＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴ／ＤＯＭＥＳＴＩＣ　ＲＡＴＥ－ＵＣＩＴＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		33,400

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		6,600		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		個人 コジン		中嶋　浩一		4,300		4300		4300		機関		立花証券株式会社		32,000

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ		6,600		機関 キカン		ＭＬ　ＩＮＴＬ　ＥＱＵＩＴＹ　ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ		800		個人 コジン		田畑　由香理		4,100		3900		4100		機関		みずほ証券株式会社		30,000

				機関 キカン		モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社		5,500		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＤＵＢＬＩＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＰＲＩＭＥ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴ　ＥＱＵＩＴＹ　ＡＣＣＯＵＮＴ		800		個人 コジン		伊藤　厚二		4,000		4000		4000		機関		松井証券株式会社		29,900

				機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,300		機関 キカン		ＣＧＭＬ－ＬＯＮＤＯＮ　ＥＱＵＩＴＹ		800		個人 コジン		石井　明子		4,000		4000		4000		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　－　ＬＯＮＤＯＮ　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		28,900

				機関 キカン		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		機関 キカン		東海東京証券株式会社		500		個人 コジン		市岡　正基		4,000		4000		4000		機関		ＢＢＨ　（ＬＵＸ）　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＦＵＮＤＳ－ＪＡＰＡＮ　ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ		28,900

				機関 キカン		藍澤證券株式会社		3,300		機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		500		個人 コジン		武部　雅人		4,000		4000		4000		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		27,100

				機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		2,200		機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		300		個人 コジン		馬場　航太郎		4,000		4000		4000		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２５		26,500

				機関 キカン		アーク証券株式会社		2,000		機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		300		個人 コジン		本間　哲彦		4,000		4000		4000		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		25,200

				機関 キカン		三田証券株式会社		2,000		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		200		個人 コジン		松本　末敏		4,000		4000		4000		機関		野村證券株式会社		25,186

				機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		1,400		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		個人 コジン		宮川　弘道		4,000		4000		4000		機関		楽天証券株式会社		23,300

				機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		1,037		機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		25		個人 コジン		染宮　秀樹		4,000		-4700		4000		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		23,000

				機関 キカン		八十二証券株式会社		1,000		機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		157,700		個人 コジン		野々村　勝		4,000		3000		3700		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		22,900

				機関 キカン		立花証券株式会社		900		機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		71,800		個人 コジン		松岡　喜一		4,000		1000		4000		機関		日本証券金融株式会社		21,300

				機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		900		機関 キカン		楽天証券株式会社		42,900		個人 コジン		宮永　絵里子		4,000		3000		4000		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		20,600

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		機関 キカン		マネックス証券株式会社		14,000		個人 コジン		岡田　順子		3,600		3600		3600		機関		株式会社ＳＢＩネオトレード証券		17,400

				機関 キカン		ひびき証券株式会社		800		機関 キカン		松井証券株式会社		12,900		個人 コジン		大西　剛史		3,500		3500		3500		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６５０		16,400

				機関 キカン		株式会社証券ジャパン		700		機関 キカン		日本証券金融株式会社		5,800		個人 コジン		水村　東雄		3,400		3400		3400		機関		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		15,700

				機関 キカン		ドイツ証券株式会社		300		機関 キカン		大和証券株式会社		4,900		個人 コジン		阿部　明央		3,400		0		2200		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		15,300

				機関 キカン		丸八証券株式会社		300		機関 キカン		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		4,610		個人 コジン		内田　樹奈		3,300		3300		3300		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　Ｕ．Ｓ．　ＴＡＸ　ＥＸＥＭＰＴＥＤ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＦＵＮＤＳ		14,100

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		4,600		個人 コジン		青柳　芳		3,000		3000		3000		機関		大和証券株式会社		13,500

				機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		100		機関 キカン		小瀬澤　央（有名FM、自己売） ユウメイ ジコ バイ		3,100		個人 コジン		土本　義隆		3,000		3000		3000		機関		岡三オンライン証券株式会社		13,300

				機関 キカン		廣田証券株式会社		95		機関 キカン		岩井コスモ証券株式会社		1,600		個人 コジン		徳竹　正彦		3,000		3000		3000		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		13,298

				個人 コジン		水野　英行		60,000		機関 キカン		立花証券株式会社		200		個人 コジン		山内　伸一		3,000		3000		3000		機関		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		9,400

				個人 コジン		望月　一男		19,800		個人 コジン		望月　一男		34,800		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		0		3000		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		8,700

				個人 コジン		伊集　由明		17,000		個人 コジン		奥山　秀朗		28,000		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		0		0		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		7,400

				個人 コジン		花澤　真理		13,000		個人 コジン		和田　享		22,600		個人 コジン		杉江　陽一		3,000		1500		2000		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		7,000

				個人 コジン		高島　英子		10,000		個人 コジン		岸田　英明		20,000		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		0		0		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　３８１５７２		6,600

				個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		伊集　由明		17,000		個人 コジン		稲垣　小太郎		2,800		2800		2800		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　＆　ＣＯ．　ＲＥＧ		5,900

				個人 コジン		王　軍		9,000		個人 コジン		太田　邦子		13,100		個人 コジン		伴　元貴		2,800		2800		2800		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		5,000

				個人 コジン		平山　正樹		9,000		個人 コジン		室　圭介		12,500		個人 コジン		中山　順郎		2,600		2600		2600		機関		岡三証券株式会社		4,800

				個人 コジン		柳田　公之		9,000		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		個人 コジン		原田　康二		2,600		2600		2600		機関		ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ－ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＳＭＡＬＬ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＳＥＲＩＥＳ		4,002

				個人 コジン		青嶋　俊江		8,000		個人 コジン		高島　英子		10,000		個人 コジン		荒川　英一郎		2,500		2500		2500		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＡＣ　ＣＡＮＴＯＲ　　ＦＩＴＺＧＥＲＡＬＤ　ＡＮＤ　ＣＯ．　４６００６１７		4,000

				個人 コジン		大川　路代		8,000		個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		片岡　大輔		2,500		2500		2500		機関		マネックス証券株式会社		3,550

				個人 コジン		重松　忠義		8,000		個人 コジン		奥元　直秀		9,400		個人 コジン		高橋　真紀子		2,500		2500		2500		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００４		2,503

				個人 コジン		高山　義夫		7,500		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		個人 コジン		伊藤　勤		2,500		2000		2500		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		1,811

				個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		太田　裕人		8,700		個人 コジン		岡田　伸雄		2,500		1500		2500		機関		株式会社日本カストディ銀行（年金特金口）		1,400

				個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		個人 コジン		田中　寿史		2,500		400		2300		機関		Ｍｏｎｅｘ　Ｂｏｏｍ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　（Ｈ．Ｋ．）　Ｌｉｍｉｔｅｄ　－　Ｃｌｉｅｎｔｓ’　Ａｃｃｏｕｎｔ		1,400

				個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		個人 コジン		小川　統生		2,400		2400		2400		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		1,400

				個人 コジン		北川　耕造		6,600		個人 コジン		染宮　秀樹		8,700		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		0		2300		機関		ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ　１４００４２		1,400

				個人 コジン		白井　知宏		6,600		個人 コジン		中村　敦英		8,700		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,300		200		2300		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２３		1,300

				個人 コジン		池田　盛也		6,000		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		個人 コジン		山神　健司		2,200		1700		2200		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		1,112

				個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		個人 コジン		平林　正子		8,700		個人 コジン		松野　房子		2,100		2100		2100		機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　（ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ		1,100

				個人 コジン		澤　比三師		6,000		個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		板東　俊一		2,000		2000		2000		機関		ＳＢＩ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＨＫ　ＬＴＤ．　ＡＧＥＮＣＹ		1,000

				個人 コジン		阿久津　雅義		5,900		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		岡　重吉		2,000		2000		2000		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000

				個人 コジン		渡辺　泰之		5,800		個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		小瀬　仁志		2,000		2000		2000		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000

				個人 コジン		濱口　愛佳		5,300		個人 コジン		池田　盛也		6,000		個人 コジン		小瀬澤　央		2,000		-1100		2000		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		950

				個人 コジン		西澤　敦		5,200		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		個人 コジン		小見野　明子		2,000		2000		2000		機関		ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＧＲＯＷＴＨ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ　ＯＦ　ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ　ＧＲＯＵＰ　ＩＮＣ．		800

				個人 コジン		今村　彰利		5,000		個人 コジン		芝原　英司		6,000		個人 コジン		構　宏介		2,000		2000		2000		機関		藍澤證券株式会社		700

				個人 コジン		大長　靖隆		5,000		個人 コジン		橋本　さちよ		5,100		個人 コジン		近藤　竜介		2,000		2000		2000		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		700

				個人 コジン		岡村　泰宏		5,000		個人 コジン		佐々木　剛		5,000		個人 コジン		末田　治		2,000		2000		2000		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５０１９		700

				個人 コジン		国分　敏樹		5,000		個人 コジン		鈴木　均		5,000		個人 コジン		千葉　圭子		2,000		2000		2000		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		700

				個人 コジン		鈴木　均		5,000		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		個人 コジン		高橋　駿介		2,000		2000		2000		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６７４		646

				個人 コジン		田村　秋男		5,000		個人 コジン		満塩　亜美		5,000		個人 コジン		西山　晴一郎		2,000		2000		2000		機関		東洋証券株式会社		600

				個人 コジン		高橋　智恵子		5,000		個人 コジン		安川　允		5,000		個人 コジン		野秋　香		2,000		2000		2000		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ　－　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴＳ		600

				個人 コジン		谷口　悦子		5,000		個人 コジン		林　一城		4,500		個人 コジン		堀出　忠史		2,000		2000		2000		機関		ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＪＡＳＤＥＣ		600

				個人 コジン		富田　雪男		5,000		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		個人 コジン		松井　聡		2,000		2000		2000		機関		岡地証券株式会社		500

				個人 コジン		長部　理恵		5,000		個人 コジン		北村　隆人		4,400		個人 コジン		八馬　建司		2,000		2000		2000		機関		株式会社日本ベル投資研究所		500

				個人 コジン		根本　親良		5,000		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		0		0		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		400

				個人 コジン		左向　勝子		5,000		個人 コジン		中川　洋		4,400		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		0		2000		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		300

				個人 コジン		松井　理		5,000		個人 コジン		西崎　泉		4,400		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		0		2000		機関		三晃証券株式会社		300

				個人 コジン		奥元　直秀		4,400		個人 コジン		羽田　直志		4,400		個人 コジン		柏　昭子		2,000		0		0		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		300

				個人 コジン		池上　哲		4,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		4,300		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		0		0		機関		ＤＨＤ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰ　ＴＫＹＣＯＬＯ		200

				個人 コジン		岩井　惠子		4,000		個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		0		0		機関		石動証券株式会社		100

				個人 コジン		氏永　勝之		4,000		個人 コジン		加賀谷　博雄		4,000		個人 コジン		高橋　克聡		2,000		700		2000		機関		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		100

				個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		鈴木　良治		4,000		個人 コジン		高橋　正雄		2,000		2000		2000		機関		ＫＳＤ－ＥＵＧＥＮＥ		100

				個人 コジン		奥野　信亮		4,000		個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		竹田　俊幸		2,000		1500		1800		機関		ＰＥＲＳＨＩＮＧ－ＤＩＶ．　ＯＦ　ＤＬＪ　ＳＥＣＳ．　ＣＯＲＰ．		100

				個人 コジン		柴田　重夫		4,000		個人 コジン		中村　幸子		4,000		個人 コジン		竹中　康史		2,000		1800		2000		機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ（ＲＥＴＡＩＬ）		100

				個人 コジン		高山　あけみ		4,000		個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		0		2000		機関		リテラ・クレア証券株式会社		95

				個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		3,500		個人 コジン		永井　敏史		2,000		0		0		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		78

				個人 コジン		谷口　俊二		4,000		個人 コジン		安村　一郎		3,500		個人 コジン		任　道勇		2,000		1000		1000		機関		廣田証券株式会社		57

				個人 コジン		中西　利壽		4,000		個人 コジン		阿部　明央		3,400		個人 コジン		花井　栄治		2,000		0		2000		個人		大塚　至高		410,000

				個人 コジン		森川　貴世美		4,000		個人 コジン		上野　知美		3,400		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		0		0		個人		渡邉　力英		93,000

				個人 コジン		原田　陽平		3,800		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		個人 コジン		三好　朋一		2,000		0		0		個人		佐々木　裕子		60,000

				個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		大久保　光		3,000		個人 コジン		守屋　充郎		2,000		1500		2000		個人		大坪　一成		43,100

				個人 コジン		黄　順子		3,500		個人 コジン		神戸　謙二		3,000		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		0		2000		個人		北村　聡		42,200

				個人 コジン		菅沼　辰也		3,300		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		0		0		個人		田中　博		41,000

				個人 コジン		増田　啓至		3,200		個人 コジン		久保　真一郎		3,000		個人 コジン		野村　貞夫		1,900		1900		1900		個人		三井　徳益		40,000

				個人 コジン		加藤　伸二		3,100		個人 コジン		佐藤　修一		3,000		個人 コジン		豊田　重典		1,800		1800		1800		個人		山上　和良		35,000

				個人 コジン		中谷　健		3,100		個人 コジン		鈴木　勲		3,000		個人 コジン		野口　和徳		1,800		1800		1800		個人		小堀　泰清		31,200

				個人 コジン		青山　理		3,000		個人 コジン		曽根　俊祐		3,000		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		0		0		個人		吉永　和貴		29,500

				個人 コジン		市川　憲治		3,000		個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		原　幸子		1,600		1600		1600		個人		宮永　浩明		23,100

				個人 コジン		上田　実		3,000		個人 コジン		平良　眞人		3,000		個人 コジン		森　予始子		1,600		1600		1600		個人		山岸　健太郎		20,000

				個人 コジン		上野　香子		3,000		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		小原　紀明		1,600		600		1600		個人		山本　功		20,000

				個人 コジン		上野　武志		3,000		個人 コジン		松岡　喜一		3,000		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		0		0		個人		小林　照幸		18,000

				個人 コジン		及川　太		3,000		個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		室　圭介		1,600		-10900		1600		個人		木村　比登史		15,400

				個人 コジン		折口　慶太		3,000		個人 コジン		安藤　賢治		3,000		個人 コジン		田口　敦史		1,500		1500		1500		個人		中川　陽		12,000

				個人 コジン		勝本　浩司		3,000		個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		高麗　裕介		1,500		1500		1500		個人		森田　拓之		11,900

				個人 コジン		金子　養三		3,000		個人 コジン		大橋　智恵子		2,900		個人 コジン		早雲　吉信		1,500		1500		1500		個人		本村　剛一		11,700

				個人 コジン		鎌田　光和		3,000		個人 コジン		石山　清己		2,800		個人 コジン		服部　文一		1,500		1500		1500		個人		太田　邦子		11,600

				個人 コジン		川手　純		3,000		個人 コジン		河合　多喜子		2,800		個人 コジン		松尾　祐子		1,500		1500		1500		個人		坂内　秀樹		11,300

				個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		福島　隆		2,800		個人 コジン		木村　雅子		1,500		0		0		個人		荒谷　道徳		11,100

				個人 コジン		栗林　憲介		3,000		個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		久保　真一郎		1,500		-1500		1500		個人		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		11,000

				個人 コジン		黒田　輝美		3,000		個人 コジン		増田　啓至		2,700		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		0		0		個人		下谷　茂		10,500

				個人 コジン		小田　剛士		3,000		個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		柴田　克之		1,500		-500		1500		個人		山城　祐也		10,500

				個人 コジン		小松　英規		3,000		個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		藤原　洋之		1,500		1000		1500		個人		野々村　勝		10,320

				個人 コジン		後藤　隆志		3,000		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		個人 コジン		川里　和孝		1,400		1400		1400		個人		今村　勇一		10,194

				個人 コジン		佐藤　修一		3,000		個人 コジン		白井　知宏		2,300		個人 コジン		咲間　勇気		1,400		1400		1400		個人		川尻　一		10,000

				個人 コジン		篠崎　正司		3,000		個人 コジン		塩川　浩美		2,200		個人 コジン		田中　陽一		1,400		1400		1400		個人		土井　尚久		10,000

				個人 コジン		柴田　稔		3,000		個人 コジン		長洲　謙一		2,200		個人 コジン		田中　義弘		1,400		1400		1400		個人		平林　正子		9,700

				個人 コジン		杉本　直樹		3,000		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,100		個人 コジン		福島　昌紀		1,400		1400		1400		個人		田中　由起子		9,000

				個人 コジン		田辺　哲郎		3,000		個人 コジン		洪　智梧		2,100		個人 コジン		細淵　喜行		1,400		1400		1400		個人		稲垣　伸一		8,700

				個人 コジン		高橋　知道		3,000		個人 コジン		田中　寿史		2,100		個人 コジン		松井　香織		1,400		1400		1400		個人		佐々木　恵一		8,700

				個人 コジン		高山　佳子		3,000		個人 コジン		生田　秀巳		2,000		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		0		1400		個人		斎藤　朋子		8,700

				個人 コジン		龍田　善久		3,000		個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		今井　紘三		1,300		1300		1300		個人		加島　諭		8,100

				個人 コジン		谷　喜久郎		3,000		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		個人 コジン		千原　研司		1,300		1300		1300		個人		石津　知英子		8,000

				個人 コジン		中澤　和光		3,000		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		個人 コジン		田中　博		1,300		1300		1300		個人		多田　靖		7,500

				個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		林　淑子		1,300		1300		1300		個人		鈴　ゆう子		7,400

				個人 コジン		馬場　妙子		3,000		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		個人 コジン		浅田　重義		1,300		1100		1100		個人		山口　貴弘		7,400

				個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		太田　和伸		2,000		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		0		0		個人		田中　宏樹		7,287

				個人 コジン		堀　裕紀		3,000		個人 コジン		大中　智代子		2,000		個人 コジン		古口　綾子		1,300		300		1300		個人		林　直樹		7,100

				個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		町田　浩之		1,300		0		-1100		個人		渡辺　啓		7,000

				個人 コジン		水口　幸子		3,000		個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		山地　聰		1,300		600		1100		個人		岸田　英明		6,900

				個人 コジン		宮永　武文		3,000		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		金　毅		1,200		1200		1200		個人		田中　和宏		6,900

				個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		中山　まき子		1,200		1200		1200		個人		木元　淳一郎		6,700

				個人 コジン		村田　孝子		2,900		個人 コジン		小宮　一哲		2,000		個人 コジン		浅川　貴久		1,200		-200		1200		個人		前川　惣		6,700

				個人 コジン		金子　初美		2,800		個人 コジン		近藤　隆司		2,000		個人 コジン		金澤　峰子		1,100		1100		1100		個人		松永　良輔		6,500

				個人 コジン		小埜　栄二郎		2,800		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		木村　英夫		1,100		1100		1100		個人		田中　寿史		6,200

				個人 コジン		土井　雅之		2,800		個人 コジン		柴田　克之		2,000		個人 コジン		小林　睦		1,100		1100		1100		個人		太田　裕人		6,000

				個人 コジン		野田　裕康		2,800		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		個人 コジン		坂井　賢三		1,100		1100		1100		個人		楠根　稔		6,000

				個人 コジン		小山　雅弘		2,700		個人 コジン		中村　勝志		2,000		個人 コジン		笹渕　久夫		1,100		1100		1100		個人		小堀　ひろみ		6,000

				個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		陶山　力		1,100		1100		1100		個人		染宮　秀樹		6,000

				個人 コジン		関田　輝雄		2,600		個人 コジン		花井　栄治		2,000		個人 コジン		長沼　孝一朗		1,100		1100		1100		個人		内田　ケイ子		5,500

				個人 コジン		山西　良知		2,600		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		三好　佐代子		1,100		1100		1100		個人		大西　康寛		5,500

				個人 コジン		植波　敦子		2,500		個人 コジン		平塚　賢司		2,000		個人 コジン		上田　穂積		1,100		200		300		個人		野田　智三登		5,400

				個人 コジン		加賀谷　博雄		2,500		個人 コジン		正清　榮二		2,000		個人 コジン		菊池　淳		1,100		1000		1100		個人		富田　裕樹		5,300

				個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		三好　朋一		2,000		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		0		1100		個人		三谷　和弘		5,100

				個人 コジン		林　一城		2,500		個人 コジン		安川　容子		2,000		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		0		-1900		個人		阿部　洋		5,000

				個人 コジン		福地　稔		2,500		個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		村上　俊行		1,100		500		1100		個人		市川　博章		5,000

				個人 コジン		水野　淳延		2,500		個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		伊藤　禧枝		1,000		1000		1000		個人		大久保　康生		5,000

				個人 コジン		宮内　幸一		2,500		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		個人 コジン		伊豆川　達也		1,000		1000		1000		個人		兼重　宏一		5,000

				個人 コジン		久城　憲次		2,400		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		石井　博和		1,000		1000		1000		個人		小山　諒		5,000

				個人 コジン		高橋　英次		2,400		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		石崎　正史		1,000		1000		1000		個人		構　宏介		5,000

				個人 コジン		中崎　重樹		2,400		個人 コジン		松本　泰彦		1,800		個人 コジン		植松　秋彦		1,000		1000		1000		個人		田中　ヒサヨ		5,000

				個人 コジン		町田　浩之		2,400		個人 コジン		朝原　秀太		1,700		個人 コジン		内田　敦		1,000		1000		1000		個人		高橋　奉嗣		5,000

				個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		金子　政雄		1,700		個人 コジン		打田　保貴		1,000		1000		1000		個人		中道　恵太		5,000

				個人 コジン		石川　敏		2,300		個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		浦川　浩		1,000		1000		1000		個人		野口　倫弘		5,000

				個人 コジン		前川　和満		2,300		個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		大竹　千里		1,000		1000		1000		個人		藤本　幸子		5,000

				個人 コジン		饒平名　弘貴		2,200		個人 コジン		戒能　憲一		1,600		個人 コジン		大竹　康平		1,000		1000		1000		個人		水川　義也		5,000

				個人 コジン		塩川　浩美		2,200		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		岡　英夫		1,000		1000		1000		個人		森川　和正		5,000

				個人 コジン		澁谷　幸一		2,200		個人 コジン		吉岡　啓一		1,600		個人 コジン		岡崎　健治		1,000		1000		1000		個人		大島　一徳		4,800

				個人 コジン		鍛治川　隆		2,200		個人 コジン		紙田　春夫		1,501		個人 コジン		岡野　好晴		1,000		1000		1000		個人		小堀　泰隆		4,700

				個人 コジン		吉原　順子		2,100		個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		加藤　憲一		1,000		1000		1000		個人		佐藤　洋右		4,500

				個人 コジン		伊藤　正達		2,000		個人 コジン		大谷　善保		1,500		個人 コジン		片桐　由美		1,000		1000		1000		個人		手塚　貴徳		4,500

				個人 コジン		池田　堅一		2,000		個人 コジン		梶原　仁臣		1,500		個人 コジン		勝見　星空		1,000		1000		1000		個人		五内川　拡史		4,400

				個人 コジン		石田　満		2,000		個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		金澤　良夫		1,000		1000		1000		個人		加納　明浩		4,300

				個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		川上　一美		1,000		1000		1000		個人		武井　文哉		4,200

				個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		川本　昌寛		1,000		1000		1000		個人		岡田　伸雄		4,100

				個人 コジン		岩佐　京子		2,000		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		菊井　隆		1,000		1000		1000		個人		車　創太		4,100

				個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		菊池　順平		1,000		1000		1000		個人		小原　紀明		4,100

				個人 コジン		尾立　昌弘		2,000		個人 コジン		杉江　陽一		1,500		個人 コジン		久野　誠		1,000		1000		1000		個人		岩間　勇弥		4,000

				個人 コジン		奥藤　利文		2,000		個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		蔵本　公晴		1,000		1000		1000		個人		太田　嘉直		4,000

				個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		桑山　正弘		1,000		1000		1000		個人		神田　浩孝		4,000

				個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		浅川　貴久		1,400		個人 コジン		小賀　敏彦		1,000		1000		1000		個人		川田　秀樹		4,000

				個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		石垣　陽子		1,400		個人 コジン		小川　浩司		1,000		1000		1000		個人		小川　統生		4,000

				個人 コジン		金谷　範明		2,000		個人 コジン		岡島　文子		1,400		個人 コジン		小島　信一郎		1,000		1000		1000		個人		小西　邦男		4,000

				個人 コジン		神田　美紀		2,000		個人 コジン		根本　隆文		1,400		個人 コジン		小野田　優子		1,000		1000		1000		個人		佐々木　嶺一		4,000

				個人 コジン		神谷　亨		2,000		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		個人 コジン		小花　和枝		1,000		1000		1000		個人		瀧澤　慶治		4,000

				個人 コジン		川嶋　勘一郎		2,000		個人 コジン		平田　裕一		1,400		個人 コジン		後藤　英友		1,000		1000		1000		個人		武部　雅人		4,000

				個人 コジン		河合　章子		2,000		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		齊藤　雄高		1,000		1000		1000		個人		徳竹　正彦		4,000

				個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		坂本　裕之		1,000		1000		1000		個人		永田　康一		4,000

				個人 コジン		倉島　文雄		2,000		個人 コジン		高橋　克聡		1,300		個人 コジン		榊原　伸行		1,000		1000		1000		個人		林　利恵		4,000

				個人 コジン		坂本　雅俊		2,000		個人 コジン		照山　雄三		1,300		個人 コジン		菅原　克也		1,000		1000		1000		個人		福山　信貴		4,000

				個人 コジン		酒井　直江		2,000		個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		杉尾　洋呑		1,000		1000		1000		個人		矢野　潔		4,000

				個人 コジン		酒造　博明		2,000		個人 コジン		福留　京子		1,300		個人 コジン		鈴木　一毅		1,000		1000		1000		個人		田代　秀彦		3,700

				個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		前田　光男		1,300		個人 コジン		鈴木　永		1,000		1000		1000		個人		寺井　嘉哉		3,700

				個人 コジン		芝原　英司		2,000		個人 コジン		町田　浩之		1,300		個人 コジン		田中　治		1,000		1000		1000		個人		八木　紘一		3,600

				個人 コジン		島津　修一		2,000		個人 コジン		丸一　淳		1,300		個人 コジン		高野　勇		1,000		1000		1000		個人		秋葉　宏一		3,500

				個人 コジン		城戸　玲子		2,000		個人 コジン		神田　美紀		1,200		個人 コジン		出口　竜一		1,000		1000		1000		個人		佐藤　義美		3,500

				個人 コジン		菅原　渉		2,000		個人 コジン		佐々木　博昭		1,200		個人 コジン		永田　寿典		1,000		1000		1000		個人		柴田　由貴恵		3,500

				個人 コジン		杉田　裕		2,000		個人 コジン		志水　典二		1,200		個人 コジン		二見　樹一		1,000		1000		1000		個人		水村　東雄		3,500

				個人 コジン		高佐　正雄		2,000		個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		西川　誠明		1,000		1000		1000		個人		阿部　明央		3,400

				個人 コジン		反保　愛佳		2,000		個人 コジン		西島　寛裕		1,200		個人 コジン		西脇　宏		1,000		1000		1000		個人		菅　栄一		3,400

				個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		水口　幸子		1,200		個人 コジン		橋本　雅晶		1,000		1000		1000		個人		中谷　幸義		3,400

				個人 コジン		長井　一成		2,000		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		個人 コジン		原　英崇		1,000		1000		1000		個人		永井　文隆		3,400

				個人 コジン		西村　久美子		2,000		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		個人 コジン		晴　信一郎		1,000		1000		1000		個人		三戸　嘉信		3,400

				個人 コジン		野澤　二郎		2,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,100		個人 コジン		藤井　志保子		1,000		1000		1000		個人		八百村　秀司		3,400

				個人 コジン		歯朶　哲也		2,000		個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		古沢　則夫		1,000		1000		1000		個人		小瀬澤　央		3,300

				個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		戸城　秀樹		1,100		個人 コジン		堀田　健二		1,000		1000		1000		個人		森　聖太		3,300

				個人 コジン		原　健二		2,000		個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		堀田　武靖		1,000		1000		1000		個人		岩井　優一		3,200

				個人 コジン		福江　梨乃		2,000		個人 コジン		鍋島　賛郎		1,100		個人 コジン		益山　真一		1,000		1000		1000		個人		坂田　雄一		3,100

				個人 コジン		福嶋　正夫		2,000		個人 コジン		深森　史子		1,100		個人 コジン		松浦　和幸		1,000		1000		1000		個人		武田　宏美		3,100

				個人 コジン		本間　真吾		2,000		個人 コジン		福嶋　猛		1,100		個人 コジン		松尾　清		1,000		1000		1000		個人		阿部　光太郎		3,000

				個人 コジン		松岡　利彦		2,000		個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		松本　悠紀		1,000		1000		1000		個人		青柳　芳		3,000

				個人 コジン		丸木　和子		2,000		個人 コジン		宮前　洋子		1,100		個人 コジン		ミウラ　トクロウ		1,000		1000		1000		個人		淺川　和夫		3,000

				個人 コジン		三好　朋一		2,000		個人 コジン		余　輝		1,100		個人 コジン		三木　智惠子		1,000		1000		1000		個人		荒木　朋		3,000

				個人 コジン		宮腰　泰光		2,000		個人 コジン		阿部　敏治		1,000		個人 コジン		光冨　龍彦		1,000		1000		1000		個人		伊藤　誠		3,000

				個人 コジン		宮下　竜太		2,000		個人 コジン		青木　寛		1,000		個人 コジン		光冨　ふみ子		1,000		1000		1000		個人		川添　祐資		3,000

				個人 コジン		村瀬　雄亮		2,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		個人 コジン		皆川　源		1,000		1000		1000		個人		小川　豊		3,000

				個人 コジン		森　一正		2,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		望月　和紀		1,000		1000		1000		個人		小野田　光希		3,000

				個人 コジン		矢ヶ崎　宏行		2,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		八川　博孝		1,000		1000		1000		個人		小見野　明子		3,000

				個人 コジン		安藤　勉		2,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		個人 コジン		山岡　勲		1,000		1000		1000		個人		師田　誠司		3,000

				個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		衣川　順志		1,000		個人 コジン		山本　大介		1,000		1000		1000		個人		竹中　康史		3,000

				個人 コジン		山崎　忠宏		2,000		個人 コジン		池上　哲		1,000		個人 コジン		山本　慶子		1,000		1000		1000		個人		立森　真		3,000

				個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		池田　堅一		1,000		個人 コジン		吉田　知生		1,000		1000		1000		個人		辻本　達寛		3,000

				個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		渡辺　勝一郎		1,000		1000		1000		個人		中嶋　壽		3,000

				個人 コジン		渡邉　清		2,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		渡邊　浩二		1,000		1000		1000		個人		流田　武		3,000

				個人 コジン		渡辺　真貴男		2,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		0		1000		個人		成田　泰		3,000

				個人 コジン		渡辺　正行		2,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		渥美　志郎		1,000		800		800		個人		鳴沢　隆		3,000

				個人 コジン		小泉　輝美		1,800		個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		0		0		個人		林　巨樹		3,000

				個人 コジン		田中　良和		1,800		個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		0		0		個人		三井　慶満		3,000

				個人 コジン		高木　竜		1,800		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		0		1000		個人		室　圭介		3,000

				個人 コジン		土屋　雄二郎		1,800		個人 コジン		大石　納也		1,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		0		0		個人		山神　健司		3,000

				個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		石田　英和		1,000		500		1000		個人		新保　博之		2,900

				個人 コジン		橋本　誉甫子		1,800		個人 コジン		大塚　愼二		1,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		0		0		個人		井部　尚子		2,900

				個人 コジン		山本　幸一郎		1,800		個人 コジン		大矢　元		1,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		0		0		個人		小峰　孝治		2,900

				個人 コジン		上沖　賢太朗		1,700		個人 コジン		岡内　精良		1,000		個人 コジン		岩本　和久		1,000		-600		-600		個人		西田　陽介		2,900

				個人 コジン		瓜生　高士		1,700		個人 コジン		岡田　伸雄		1,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		0		0		個人		飯島　孝		2,800

				個人 コジン		河本　千秋		1,700		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		個人 コジン		上野　知美		1,000		-2400		800		個人		江本　千絵子		2,800

				個人 コジン		中林　嗣男		1,700		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		0		0		個人		田中　純一		2,800

				個人 コジン		三浦　大介		1,700		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		個人 コジン		大矢　元		1,000		0		1000		個人		田中　真弓		2,800

				個人 コジン		赤曽部　真幸		1,600		個人 コジン		奥山　直子		1,000		個人 コジン		岡内　精良		1,000		0		-500		個人		副島　みち子		2,800

				個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		0		0		個人		河本　淳		2,700

				個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		0		0		個人		須藤　清司		2,700

				個人 コジン		金井　宏		1,600		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		0		1000		個人		西　英治		2,600

				個人 コジン		小野　政宏		1,600		個人 コジン		金谷　範明		1,000		個人 コジン		奥山　直子		1,000		0		1000		個人		兵頭　雅人		2,501

				個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		加納　紀子		1,000		0		0		個人		池田　勝紀		2,500

				個人 コジン		富澤　裕一		1,600		個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		加藤　英明		1,000		800		1000		個人		大塚　眞弘		2,500

				個人 コジン		針ヶ谷　哲也		1,600		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		0		1000		個人		大森　浩明		2,500

				個人 コジン		阿部　歌子		1,500		個人 コジン		川畑　博信		1,000		個人 コジン		潟上　裕一		1,000		800		800		個人		大和田　貴将		2,500

				個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		河本　千秋		1,000		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		0		0		個人		小島　剛志		2,500

				個人 コジン		岡内　精良		1,500		個人 コジン		木村　井彌		1,000		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		0		0		個人		笹原　元基		2,500

				個人 コジン		岡田　正		1,500		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		川畑　博信		1,000		0		0		個人		澤田　健吾		2,500

				個人 コジン		加藤　教祐		1,500		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		河本　千秋		1,000		0		-700		個人		杉江　陽一		2,500

				個人 コジン		樺澤　三樹也		1,500		個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		木下　節雄		1,000		100		100		個人		辰巳　佳子		2,500

				個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		清水　和広		1,000		個人 コジン		木村　井彌		1,000		0		1000		個人		中山　順郎		2,500

				個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		0		0		個人		沼嵜　昭宏		2,500

				個人 コジン		小島　兼隆		1,500		個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		岸田　英明		1,000		-19000		1000		個人		増田　理恵		2,500

				個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		0		0		個人		箕浦　壮志		2,500

				個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		清水　和広		1,000		0		1000		個人		天川　裕之		2,400

				個人 コジン		近藤　東侯		1,500		個人 コジン		桑原　優		1,000		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		0		0		個人		菅野　茂男		2,400

				個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		小川　治巳		1,000		個人 コジン		小野　嘉彦		1,000		800		1000		個人		東藤　一司		2,400

				個人 コジン		白幡　雅章		1,500		個人 コジン		小河　節子		1,000		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		0		0		個人		小林　信義		2,300

				個人 コジン		関口　雄一郎		1,500		個人 コジン		小蔵　隆		1,000		個人 コジン		後藤　憲		1,000		0		500		個人		田島　慎也		2,300

				個人 コジン		建部　榮子		1,500		個人 コジン		小林　忠則		1,000		個人 コジン		近藤　隆司		1,000		-1000		1000		個人		高野　昭二		2,300

				個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		小原　紀明		1,000		個人 コジン		齋藤　利江		1,000		600		600		個人		武内　優太		2,300

				個人 コジン		塚原　五三男		1,500		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		0		1000		個人		丸山　孝治		2,300

				個人 コジン		中島　秀明		1,500		個人 コジン		後藤　憲		1,000		個人 コジン		柴田　晃		1,000		700		700		個人		森本　義彦		2,300

				個人 コジン		中島　康一郎		1,500		個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		0		1000		個人		和泉　義人		2,300

				個人 コジン		西川　朋希		1,500		個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		1,000		-2500		1000		個人		飯島　学		2,200

				個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,000		-100		1000		個人		岩瀬　俊哉		2,200

				個人 コジン		本間　真吾		1,500		個人 コジン		斉藤　順子		1,000		個人 コジン		角谷　正文		1,000		0		1000		個人		岩瀬　良治		2,200

				個人 コジン		森　豊子		1,500		個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		0		200		個人		熊岡　直広		2,200

				個人 コジン		吉野　隆行		1,500		個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		0		1000		個人		角田　俊則		2,200

				個人 コジン		中村　幸造		1,400		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		個人 コジン		田村　玉子		1,000		0		0		個人		高内　功二		2,200

				個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		鹿嶋　覚		1,000		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		0		1000		個人		寺井　史郎		2,200

				個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		武本　誠		1,000		0		700		個人		福井　龍一		2,200

				個人 コジン		櫻井　直人		1,300		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		個人 コジン		谷　則子		1,000		0		1000		個人		内生蔵　晃		2,100

				個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		菅原　渉		1,000		個人 コジン		谷　正文		1,000		0		1000		個人		笠原　徳久		2,100

				個人 コジン		阿部　明央		1,200		個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		中島　周		1,000		0		1000		個人		兜山　真宏		2,100

				個人 コジン		井上　太志		1,200		個人 コジン		角谷　正文		1,000		個人 コジン		中山　啓二		1,000		400		1000		個人		島田　雄大		2,100

				個人 コジン		大桑　一雄		1,200		個人 コジン		設楽　秀幸		1,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		1,000		-3300		1000		個人		津本　智史		2,100

				個人 コジン		柏　紘次		1,200		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		0		0		個人		成田　健一		2,100

				個人 コジン		小西　馨		1,200		個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		日野　洋一		1,000		0		0		個人		橋本　知幸		2,100

				個人 コジン		關口　文一		1,200		個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		0		0		個人		林　淑子		2,100

				個人 コジン		田中　利明		1,200		個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		0		0		個人		原田　康二		2,100

				個人 コジン		高城　瑞江		1,200		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		個人 コジン		古賀　和雄		1,000		1000		1000		個人		山本　清偉		2,100

				個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		0		1000		個人		赤松　伸		2,000

				個人 コジン		中島　慶人		1,200		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		0		0		個人		秋本　一男		2,000

				個人 コジン		馬越　千惠子		1,200		個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		前田　光男		1,000		-300		500		個人		有坂　栄司		2,000

				個人 コジン		井上　義一		1,100		個人 コジン		武本　誠		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		0		1000		個人		井上　隆宏		2,000

				個人 コジン		岩佐　譲		1,100		個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		0		1000		個人		井尻　康之		2,000

				個人 コジン		坂下　範子		1,100		個人 コジン		谷　則子		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		0		0		個人		池本　美紀哉		2,000

				個人 コジン		志水　典二		1,100		個人 コジン		谷　正文		1,000		個人 コジン		安川　容子		1,000		-1000		1000		個人		岩佐　清孝		2,000

				個人 コジン		鈴木　貴幸		1,100		個人 コジン		谷川　史郎		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		0		0		個人		岩本　武泰		2,000

				個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		若井　秀夫		1,000		-2000		-2000		個人		大沼　洋一		2,000

				個人 コジン		中谷　健		1,100		個人 コジン		反保　愛佳		1,000		個人 コジン		若尾　元康		1,000		900		1000		個人		岡野　英次		2,000

				個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		渡部　啓人		1,000		400		1000		個人		沖本　日出男		2,000

				個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		宇津野　祐介		900		900		900		個人		片岡　大輔		2,000

				個人 コジン		三浦　邦俊		1,100		個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		崎野　晃滋		900		900		900		個人		金田　憲始		2,000

				個人 コジン		朝日　健		1,000		個人 コジン		中尾　充宏		1,000		個人 コジン		下村　恵美		900		900		900		個人		神農　尋起		2,000

				個人 コジン		葦澤　正樹		1,000		個人 コジン		中澤　文雄		1,000		個人 コジン		砂田　洋平		900		900		900		個人		川崎　輝雄		2,000

				個人 コジン		足立　三惠		1,000		個人 コジン		中島　周		1,000		個人 コジン		西本　雄真		900		900		900		個人		木ノ内　芳則		2,000

				個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		中嶋　元弘		1,000		個人 コジン		前田　貢		900		900		900		個人		木村　英幸		2,000

				個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		中野　二三男		1,000		個人 コジン		森部　太智		900		900		900		個人		清水　正義		2,000

				個人 コジン		伊藤　隆之		1,000		個人 コジン		中村　真理		1,000		個人 コジン		山上　順子		900		900		900		個人		久保田　伸司		2,000

				個人 コジン		石井　都子		1,000		個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		荻原　治男		900		0		0		個人		黒坂　順一		2,000

				個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		郷家　正義		900		0		0		個人		小川　美和子		2,000

				個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		坪内　憲和		900		0		0		個人		小瀬　仁志		2,000

				個人 コジン		板倉　峰子		1,000		個人 コジン		野沢　有二		1,000		個人 コジン		永岡　陽介		900		700		900		個人		小田　稔周		2,000

				個人 コジン		市村　広国		1,000		個人 コジン		野々村　勝		1,000		個人 コジン		橋本　知幸		900		800		800		個人		小西　裕介		2,000

				個人 コジン		糸井　浩司		1,000		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		個人 コジン		相良　恭子		800		800		800		個人		小林　雪枝		2,000

				個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		岩井　克己		800		800		800		個人		後藤　慶一郎		2,000

				個人 コジン		今村　雄大		1,000		個人 コジン		東　幸功		1,000		個人 コジン		岩本　知己		800		800		800		個人		近藤　隆司		2,000

				個人 コジン		上條　裕二		1,000		個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		内藤　順子		800		800		800		個人		佐藤　正登		2,000

				個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		大西　弘文		800		800		800		個人		酒井　了		2,000

				個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		藤木　彩		1,000		個人 コジン		小林　良晃		800		800		800		個人		澤口　拓見		2,000

				個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		藤原　教浩		1,000		個人 コジン		齋藤　あい		800		800		800		個人		柴田　昌行		2,000

				個人 コジン		植田　信孝		1,000		個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		個人 コジン		中嶋　文彦		800		800		800		個人		城ヶ原　貴通		2,000

				個人 コジン		海老塚　陽子		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		個人 コジン		中屋　朋子		800		800		800		個人		進藤　憲文		2,000

				個人 コジン		梅原　郁男		1,000		個人 コジン		古口　綾子		1,000		個人 コジン		馬場　一彰		800		800		800		個人		末田　治		2,000

				個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		個人 コジン		服部　正純		800		800		800		個人		杉本　徹		2,000

				個人 コジン		大久保　和生		1,000		個人 コジン		細金　徹		1,000		個人 コジン		満島　裕子		800		800		800		個人		田中　優子		2,000

				個人 コジン		大越　良樹		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		片山　勝巳		800		300		800		個人		高橋　草一		2,000

				個人 コジン		大沢　幸夫		1,000		個人 コジン		正清　むつ子		1,000		個人 コジン		小関　満		800		0		0		個人		高橋　周衛		2,000

				個人 コジン		大嶽　幸雄		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		個人 コジン		杉江　以津子		800		0		800		個人		高橋　修		2,000

				個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		個人 コジン		田中　美保子		800		0		800		個人		高橋　駿介		2,000

				個人 コジン		大出　玲子		1,000		個人 コジン		松岡　英之		1,000		個人 コジン		土井　雅之		800		0		-2000		個人		竹内　正行		2,000

				個人 コジン		大中　智代子		1,000		個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		仲宗根　正典		800		-300		-300		個人		竹田　俊幸		2,000

				個人 コジン		大村　香奈子		1,000		個人 コジン		宮永　絵里子		1,000		個人 コジン		松岡　賢治		800		500		800		個人		徳好　成人		2,000

				個人 コジン		大森　秀美		1,000		個人 コジン		村瀬　貴之		1,000		個人 コジン		丸山　幸夫		800		0		0		個人		冨田　康夫		2,000

				個人 コジン		岡田　不可志		1,000		個人 コジン		元樋　俊介		1,000		個人 コジン		水野　旭		800		600		800		個人		永井　敏史		2,000

				個人 コジン		岡本　高宏		1,000		個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		吉田　友彦		800		500		500		個人		野口　信宏		2,000

				個人 コジン		岡村　光敏		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		和田　章宏		800		0		800		個人		畑　宗昭		2,000

				個人 コジン		荻原　清		1,000		個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		阿部　正善		700		700		700		個人		花井　栄治		2,000

				個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		山内　啓介		1,000		個人 コジン		朝倉　勲		700		700		700		個人		畔堂　雅樹		2,000

				個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		山田　正剛		1,000		個人 コジン		片岡　真太郎		700		700		700		個人		日比　秀昭		2,000

				個人 コジン		金城　恵子		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		紀伊　仁司		700		700		700		個人		福岡　慶祐		2,000

				個人 コジン		金田　政雄		1,000		個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		黄地　宏史		700		700		700		個人		藤原　洋之		2,000

				個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		横山　尚平		1,000		個人 コジン		小川　中也		700		700		700		個人		前阪　泰美		2,000

				個人 コジン		神尾　太資		1,000		個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		五島　泰信		700		700		700		個人		前田　貢		2,000

				個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		幸　裕也		700		700		700		個人		宮永　絵里子		2,000

				個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		上田　穂積		900		個人 コジン		中村　由美子		700		700		700		個人		森　一彦		2,000

				個人 コジン		川上　一宏		1,000		個人 コジン		荻原　治男		900		個人 コジン		濱崎　輝彦		700		700		700		個人		山尾　正典		2,000

				個人 コジン		川畑　博信		1,000		個人 コジン		木下　節雄		900		個人 コジン		矢口　眞佐子		700		700		700		個人		山根　章治		2,000

				個人 コジン		川俣　清隆		1,000		個人 コジン		郷家　正義		900		個人 コジン		弓木　寛一		700		700		700		個人		山根　マキ子		2,000

				個人 コジン		木村　慶春		1,000		個人 コジン		田島　常雄		900		個人 コジン		横山　哲		700		700		700		個人		山本　晃		2,000

				個人 コジン		木村　正彦		1,000		個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		和田　明博		700		700		700		個人		山本　祐司		2,000

				個人 コジン		木元　達夫		1,000		個人 コジン		中村　幸造		900		個人 コジン		阿部　敏治		700		-300		700		個人		吉岡　英一郎		2,000

				個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		伊藤　純子		700		0		0		個人		吉田　匡介		2,000

				個人 コジン		北島　正明		1,000		個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		石原　直樹		700		0		0		個人		吉村　直哉		2,000

				個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		山野　一弘		900		個人 コジン		江口　太郎		700		200		400		個人		和田　章宏		2,000

				個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		相場　和裕		800		個人 コジン		大黒　秀樹		700		0		500		個人		渡邊　太門		2,000

				個人 コジン		九十歩　昭博		1,000		個人 コジン		伊藤　孝介		800		個人 コジン		加藤　幸子		700		100		700		個人		渡邊　奈緒子		2,000

				個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		笠原　智大		700		400		700		個人		渡邊　秀和		2,000

				個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		川畑　浩一		800		個人 コジン		許　蛍雪		700		500		600		個人		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000

				個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		木村　敏浩		800		個人 コジン		小松　顕史		700		600		700		個人		天川　美代子		1,900

				個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		出口　昭利		700		0		0		個人		岩崎　泰祐		1,900

				個人 コジン		小泉　隆與		1,000		個人 コジン		笹　令		800		個人 コジン		福島　桐典		700		0		700		個人		小野山　ミスズ		1,900

				個人 コジン		小笠原　勇人		1,000		個人 コジン		杉　喜志盛		800		個人 コジン		渡辺　洋		700		200		700		個人		角田　政信		1,900

				個人 コジン		小林　伸行		1,000		個人 コジン		杉江　以津子		800		個人 コジン		サハノンチャイクン　ブンシリ		600		600		600		個人		高橋　陽一		1,900

				個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		田中　美保子		800		個人 コジン		新井　憲子		600		600		600		個人		武藤　光司		1,900

				個人 コジン		後藤　正春		1,000		個人 コジン		玉井　道裕		800		個人 コジン		粟根　浩一郎		600		600		600		個人		友澤　博		1,900

				個人 コジン		米田　正英		1,000		個人 コジン		土井　雅之		800		個人 コジン		伊藤　健宏		600		600		600		個人		中村　大亮		1,900

				個人 コジン		近見　康広		1,000		個人 コジン		土屋　智広		800		個人 コジン		石井　泰弘		600		600		600		個人		宮崎　浩二		1,900

				個人 コジン		佐野　伊久夫		1,000		個人 コジン		中野　雄太		800		個人 コジン		石成　英樹		600		600		600		個人		渡邊　正治		1,900

				個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		中林　嗣男		800		個人 コジン		梅村　和代		600		600		600		個人		井野　孝紀		1,800

				個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		永松　良平		800		個人 コジン		遠山　大貴		600		600		600		個人		今給黎　孝		1,800

				個人 コジン		佐藤　博		1,000		個人 コジン		松谷　元気		800		個人 コジン		尾崎　宏基		600		600		600		個人		宇野　貞雄		1,800

				個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		太田　正		600		600		600		個人		内田　樹奈		1,800

				個人 コジン		佐々木　博昭		1,000		個人 コジン		三浦　邦俊		800		個人 コジン		大畑　貴裕		600		600		600		個人		神山　理恵		1,800

				個人 コジン		斎藤　テイ		1,000		個人 コジン		三浦　輝美		800		個人 コジン		菊池　謙作		600		600		600		個人		木佐貫　隆雄		1,800

				個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		吉江　謙司		800		個人 コジン		小久保　奈海		600		600		600		個人		中嶋　友敬		1,800

				個人 コジン		阪上　章二		1,000		個人 コジン		和田　章宏		800		個人 コジン		小阪　元成		600		600		600		個人		野口　和徳		1,800

				個人 コジン		桜井　尚史		1,000		個人 コジン		赤山　聡		700		個人 コジン		小島　真		600		600		600		個人		松沼　正		1,800

				個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		伊東　満雄		700		個人 コジン		小山　徹彦		600		600		600		個人		宮本　しのぶ		1,800

				個人 コジン		酒井　安雄		1,000		個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		芝田　隆志		600		600		600		個人		山上　徹		1,800

				個人 コジン		治田　靖夫		1,000		個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		白川　洋之		600		600		600		個人		吉本　健太		1,800

				個人 コジン		峙　英慶		1,000		個人 コジン		植木　是		700		個人 コジン		角田　俊則		600		600		600		個人		浅野　広子		1,700

				個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		出川　拓也		600		600		600		個人		稲場　敏		1,700

				個人 コジン		柴田　勇治		1,000		個人 コジン		大黒　秀樹		700		個人 コジン		鳴戸　栄朗		600		600		600		個人		河又　邦彦		1,700

				個人 コジン		島田　実		1,000		個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		西垣　弘樹		600		600		600		個人		鈴木　利行		1,700

				個人 コジン		諏佐　誠		1,000		個人 コジン		園原　智博		700		個人 コジン		林　克茂		600		600		600		個人		唐澤　知明		1,700

				個人 コジン		菅　紀美江		1,000		個人 コジン		月城　聡之		700		個人 コジン		平田　慶樹		600		600		600		個人		中島　啓		1,700

				個人 コジン		菅井　秀昭		1,000		個人 コジン		土野　康夫		700		個人 コジン		堀川　裕貴		600		600		600		個人		星野　幸喜		1,700

				個人 コジン		杉江　陽一		1,000		個人 コジン		土屋　明美		700		個人 コジン		松井　雅隆		600		600		600		個人		益子　幸雄		1,700

				個人 コジン		杉原　源太郎		1,000		個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		松本　良浩		600		600		600		個人		横地　良子		1,700

				個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		松村　亮三		600		600		600		個人		ＰＥＴＨＴＨＡＷＡＤＵ　ＳＡＮＪＥＥＷＡ　ＰＲＡＢＨＡＴＨＣＨＡＭＩＮＤＡ		1,700

				個人 コジン		関根　聡		1,000		個人 コジン		福島　桐典		700		個人 コジン		丸山　勇		600		600		600		個人		碓氷　正信		1,660

				個人 コジン		関根　多喜恵		1,000		個人 コジン		藤井　清治		700		個人 コジン		相崎　孝行		600		0		0		個人		小川　正治		1,600

				個人 コジン		関根　義三		1,000		個人 コジン		松井　浩		700		個人 コジン		井出　敏明		600		0		200		個人		小野田　優子		1,600

				個人 コジン		千　貴行		1,000		個人 コジン		溝越　祐輔		700		個人 コジン		伊藤　顕二郎		600		300		300		個人		四斗　真宏		1,600

				個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		山地　聰		700		個人 コジン		市河原　啓正		600		0		0		個人		田畑　正太		1,600

				個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		横山　正宏		700		個人 コジン		片岡　修		600		400		400		個人		中村　敦英		1,600

				個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		吉田　幸一		700		個人 コジン		形野　文彦		600		0		600		個人		古田　修平		1,600

				個人 コジン		田邉　和代		1,000		個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		川口　宜人		600		0		0		個人		堀部　英紀		1,600

				個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		赤松　邦男		600		個人 コジン		川畑　浩一		600		-200		600		個人		牧野　耕治		1,600

				個人 コジン		高橋　幸子		1,000		個人 コジン		井出　敏明		600		個人 コジン		螢原　純		600		500		600		個人		淀　雅和		1,600

				個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		小林　節子		600		0		0		個人		溝端　幸司		1,550

				個人 コジン		滝澤　清		1,000		個人 コジン		加藤　幸子		600		個人 コジン		佐藤　優希		600		500		500		個人		天木　稔		1,500

				個人 コジン		竹村　和人		1,000		個人 コジン		形野　文彦		600		個人 コジン		高橋　鉄哉		600		300		600		個人		伊藤　広明		1,500

				個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		武山　美佐子		600		0		600		個人		飯島　せつ子		1,500

				個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		川野　智昭		600		個人 コジン		辻本　貴行		600		100		600		個人		飯伏　信也		1,500

				個人 コジン		谷本　かおり		1,000		個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		能美　佑		600		100		600		個人		川本　昌寛		1,500

				個人 コジン		玉井　政材		1,000		個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		原　陽子		600		300		600		個人		毛塚　茂治		1,500

				個人 コジン		柘植　ひろ江		1,000		個人 コジン		小川　幸雄		600		個人 コジン		日榮　隆広		600		0		600		個人		小松崎　秀岐		1,500

				個人 コジン		塚原　弘康		1,000		個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		福原　兼隆		600		200		600		個人		甲斐　雄一		1,500

				個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		小松　孝		600		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		0		300		個人		柴田　克之		1,500

				個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		佐多　宗		600		個人 コジン		松岡　真代		600		300		600		個人		嶋吉　太朗		1,500

				個人 コジン		寺島　健就		1,000		個人 コジン		齊藤　眞一		600		個人 コジン		横澤　容子		600		100		500		個人		鈴　良一		1,500

				個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		頼岡　詩子		600		0		0		個人		千葉　嵩也		1,500

				個人 コジン		鳥山　誠二		1,000		個人 コジン		品地　惠太		600		個人 コジン		渡部　吉則		600		100		600		個人		茶野　宏		1,500

				個人 コジン		中島　義和		1,000		個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		新井　一弘		500		500		500		個人		中　清司		1,500

				個人 コジン		中村　勝志		1,000		個人 コジン		田中　秀和		600		個人 コジン		池上　登		500		500		500		個人		長井　理奈子		1,500

				個人 コジン		長谷川　幸人		1,000		個人 コジン		高坂　磨希子		600		個人 コジン		泉谷　臣陽		500		500		500		個人		原田　厚		1,500

				個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		武山　美佐子		600		個人 コジン		板野　修一		500		500		500		個人		真田　光明		1,500

				個人 コジン		西岡　正文		1,000		個人 コジン		中山　啓二		600		個人 コジン		内藤　隆徳		500		500		500		個人		松田　直也		1,500

				個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		長内　修		600		個人 コジン		大泉　芳弘		500		500		500		個人		村田　文男		1,500

				個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		長塚　利春		600		個人 コジン		大塚　眞弘		500		500		500		個人		山上　緑		1,500

				個人 コジン		沼尻　享明		1,000		個人 コジン		野上　修作		600		個人 コジン		岡崎　稔		500		500		500		個人		山本　貴也		1,500

				個人 コジン		野村　知生		1,000		個人 コジン		野村　太一		600		個人 コジン		岡本　孝雄		500		500		500		個人		山本　和也		1,500

				個人 コジン		能登　知子		1,000		個人 コジン		浜野　文雄		600		個人 コジン		加藤　俊文		500		500		500		個人		横山　哲		1,500

				個人 コジン		能美　裕一		1,000		個人 コジン		日榮　隆広		600		個人 コジン		加藤　智江		500		500		500		個人		吉田　拓馬		1,500

				個人 コジン		畑中　静子		1,000		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		個人 コジン		霍川　順一		500		500		500		個人		渡邊　タマキ		1,500

				個人 コジン		花島　健士		1,000		個人 コジン		藤光　厚子		600		個人 コジン		勝沼　将人		500		500		500		個人		金子　敦		1,402

				個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		穂坂　弘治		600		個人 コジン		神田　まゆみ		500		500		500		個人		池高　純子		1,400

				個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		松井　直道		600		個人 コジン		川崎　孝弘		500		500		500		個人		金田　由理子		1,400

				個人 コジン		平井　政規		1,000		個人 コジン		松田　真紀子		600		個人 コジン		川崎　吉明		500		500		500		個人		木村　榮二		1,400

				個人 コジン		平石　雅也		1,000		個人 コジン		村上　俊行		600		個人 コジン		北澤　治道		500		500		500		個人		清水田　哲		1,400

				個人 コジン		平田　儒弘		1,000		個人 コジン		八田　卓人		600		個人 コジン		北嶋　克至		500		500		500		個人		小西　均		1,400

				個人 コジン		平野　悦生		1,000		個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		清水　春代		500		500		500		個人		齋藤　太		1,400

				個人 コジン		平原　彩都美		1,000		個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		黒川　嘉裕		500		500		500		個人		塚原　芳輝		1,400

				個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		黒田　健二		500		500		500		個人		中尾　敦		1,400

				個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		個人 コジン		吉村　和平		600		個人 コジン		小池　英臣		500		500		500		個人		中本　涼		1,400

				個人 コジン		藤本　佳子		1,000		個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		小久保　久子		500		500		500		個人		平岩　智宏		1,400

				個人 コジン		藤本　雅和		1,000		個人 コジン		渡部　啓人		600		個人 コジン		小坂　武志		500		500		500		個人		牧　角栄		1,400

				個人 コジン		舟橋　淑惠		1,000		個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		小林　宏		500		500		500		個人		松田　広志		1,400

				個人 コジン		古谷　利彦		1,000		個人 コジン		穴迫　隆光		500		個人 コジン		小林　優之		500		500		500		個人		松原　泰之		1,400

				個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		荒谷　章弘		500		個人 コジン		小原　謙二		500		500		500		個人		横山　正宏		1,400

				個人 コジン		前沢　慈名		1,000		個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		小見野　勇人		500		500		500		個人		島袋　大樹		1,315

				個人 コジン		松井　和雄		1,000		個人 コジン		粟田　剛平		500		個人 コジン		五十嵐　紀之		500		500		500		個人		熊谷　瞬		1,301

				個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		井上　征典		500		個人 コジン		甲斐　啓司		500		500		500		個人		今津　輝彦		1,300

				個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		伊藤　勤		500		個人 コジン		白石　文生		500		500		500		個人		宇津野　祐介		1,300

				個人 コジン		森本　和男		1,000		個人 コジン		飯塚　敦子		500		個人 コジン		杉　達知		500		500		500		個人		大越　勇一		1,300

				個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		石川　訓		500		個人 コジン		鈴木　拓		500		500		500		個人		大野　陽一		1,300

				個人 コジン		矢野　淳		1,000		個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		鈴木　雅巳		500		500		500		個人		門田　隆志		1,300

				個人 コジン		矢吹　健二		1,000		個人 コジン		石田　英和		500		個人 コジン		鈴木　和史		500		500		500		個人		河部　覚		1,300

				個人 コジン		保科　誠助		1,000		個人 コジン		石田　隆三		500		個人 コジン		瀬戸口　翠		500		500		500		個人		熊谷　光		1,300

				個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		関　充夫		500		500		500		個人		黒川　大介		1,300

				個人 コジン		山田　哲		1,000		個人 コジン		石原　友紀		500		個人 コジン		高芝　将勝		500		500		500		個人		佐藤　眞		1,300

				個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		市村　広国		500		個人 コジン		宝井　徳郎		500		500		500		個人		酒井　正人		1,300

				個人 コジン		山本　荘太郎		1,000		個人 コジン		稲端下　洋		500		個人 コジン		竹内　由衣		500		500		500		個人		猿橋　照彦		1,300

				個人 コジン		山本　浩司		1,000		個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		塚本　直樹		500		500		500		個人		首藤　広行		1,300

				個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		氏原　久徳		500		個人 コジン		露本　重治		500		500		500		個人		白神　康一郎		1,300

				個人 コジン		横山　二美男		1,000		個人 コジン		碓氷　正信		500		個人 コジン		戸崎　和彦		500		500		500		個人		鈴木　一毅		1,300

				個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		梅林　正和		500		個人 コジン		豊田　晃		500		500		500		個人		鈴木　和也		1,300

				個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		江口　太郎		500		個人 コジン		鳥海　大明		500		500		500		個人		錢谷　直也		1,300

				個人 コジン		渡部　利助		1,000		個人 コジン		大塚　道宏		500		個人 コジン		中尾　尊		500		500		500		個人		高井　謙二郎		1,300

				個人 コジン		岩田　和久		900		個人 コジン		大松　雄次		500		個人 コジン		中村　誠		500		500		500		個人		中下　信子		1,300

				個人 コジン		荻原　治男		900		個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		長濱　英朗		500		500		500		個人		中村　晃士		1,300

				個人 コジン		神谷　花子		900		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		個人 コジン		成田　素		500		500		500		個人		西沢　弘晃		1,300

				個人 コジン		冠城　公示		900		個人 コジン		奥柿　佐久楽		500		個人 コジン		二宮　紀子		500		500		500		個人		野上　克也		1,300

				個人 コジン		木下　節雄		900		個人 コジン		會沢　辰介		500		個人 コジン		西山　潤		500		500		500		個人		林　克茂		1,300

				個人 コジン		小島　一利		900		個人 コジン		片山　勝巳		500		個人 コジン		橋本　早由利		500		500		500		個人		林　正幸		1,300

				個人 コジン		郷家　正義		900		個人 コジン		勝村　夢		500		個人 コジン		日高　力		500		500		500		個人		町田　茂		1,300

				個人 コジン		茂呂　忠良		900		個人 コジン		川上　敏博		500		個人 コジン		日野　俊宏		500		500		500		個人		松尾　祐子		1,300

				個人 コジン		田中　俊光		900		個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		平倉　一弘		500		500		500		個人		山崎　恒治		1,300

				個人 コジン		辰己　欣広		900		個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		福嶋　まり子		500		500		500		個人		渡邊　かおる		1,300

				個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		福永　憲和		500		500		500		個人		小見野　勇人		1,208

				個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		木村　史絵		500		個人 コジン		藤井　勝		500		500		500		個人		岩本　みずほ		1,200

				個人 コジン		野尻　信義		900		個人 コジン		木村　博光		500		個人 コジン		星谷　孝彦		500		500		500		個人		勝俣　幸子		1,200

				個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		木元　淳一郎		500		個人 コジン		町山　賢司		500		500		500		個人		門脇　大輔		1,200

				個人 コジン		山口　雅也		900		個人 コジン		工藤　健一		500		個人 コジン		三河　哲男		500		500		500		個人		清水　久広		1,200

				個人 コジン		和田　信		900		個人 コジン		工藤　孝嗣		500		個人 コジン		三宅　茂		500		500		500		個人		草薙　喜治		1,200

				個人 コジン		脇　正人		900		個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		満島　隆幸		500		500		500		個人		窪田　友亮		1,200

				個人 コジン		阿部　功男		800		個人 コジン		黒柳　直人		500		個人 コジン		向井　亨		500		500		500		個人		小村　裕		1,200

				個人 コジン		芥川　朋義		800		個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		森國　俊充		500		500		500		個人		佐久間　寛		1,200

				個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		小島　榮一		500		個人 コジン		矢部　芳一		500		500		500		個人		佐藤　兆秀		1,200

				個人 コジン		上田　穂積		800		個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		矢山　士朗		500		500		500		個人		堺　日出美		1,200

				個人 コジン		大石　健		800		個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		保坂　奏希		500		500		500		個人		作山　保之		1,200

				個人 コジン		大谷　善保		800		個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		山口　順子		500		500		500		個人		嶌　道子		1,200

				個人 コジン		會津　富士代		800		個人 コジン		纐纈　保文		500		個人 コジン		湯浦　澄子		500		500		500		個人		田中　陽一		1,200

				個人 コジン		金子　由美子		800		個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		横井　和雄		500		500		500		個人		田原　章裕		1,200

				個人 コジン		金城　千草		800		個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		横田　浩平		500		500		500		個人		田部　達弥		1,200

				個人 コジン		久保　崇子		800		個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		横田　頼雄		500		500		500		個人		武田　和明		1,200

				個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		坂本　知子		500		個人 コジン		吉沢　栄子		500		500		500		個人		中田　章雄		1,200

				個人 コジン		小野　敏勝		800		個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		吉田　亨輔		500		500		500		個人		永田　寿典		1,200

				個人 コジン		坂野　昌人		800		個人 コジン		下山　昇一		500		個人 コジン		朝倉　哲雄		500		300		400		個人		永山　康太		1,200

				個人 コジン		志村　高義		800		個人 コジン		白幡　雅章		500		個人 コジン		粟田　剛平		500		0		500		個人		長　信男		1,200

				個人 コジン		末野　裕之		800		個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		伊東　宏昌		500		300		500		個人		根岸　健一		1,200

				個人 コジン		杉山　敬亮		800		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		個人 コジン		石川　訓		500		0		500		個人		畠中　知之		1,200

				個人 コジン		千葉　嵩也		800		個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		石川　渓一		500		0		0		個人		花井　博道		1,200

				個人 コジン		武谷　勝法		800		個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		石田　隆三		500		0		500		個人		深野木　剛士		1,200

				個人 コジン		寺内　良一		800		個人 コジン		田中　智浩		500		個人 コジン		稲端下　洋		500		0		500		個人		藤川　克也		1,200

				個人 コジン		照山　雄三		800		個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		岩井　敦		500		0		0		個人		藤吉　友子		1,200

				個人 コジン		原山　和芳		800		個人 コジン		高岡　直樹		500		個人 コジン		氏原　久徳		500		0		500		個人		古口　綾子		1,200

				個人 コジン		藤澤　正雄		800		個人 コジン		高橋　みつ子		500		個人 コジン		碓氷　正信		500		0		500		個人		松島　賢治		1,200

				個人 コジン		牧江　重徳		800		個人 コジン		竹田　俊幸		500		個人 コジン		大野　陽一		500		400		400		個人		三浦　康司		1,200

				個人 コジン		町井　健二		800		個人 コジン		竹本　恵子		500		個人 コジン		大橋　智恵子		500		-2400		500		個人		宮川　修		1,200

				個人 コジン		松本　匡美		800		個人 コジン		玉井　志穂		500		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		0		400		個人		森川　裕史		1,200

				個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		辻本　貴行		500		個人 コジン		岡村　政紘		500		300		400		個人		山戸　雅治		1,200

				個人 コジン		三吉　直樹		800		個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		會沢　辰介		500		0		500		個人		西山　潤		1,101

				個人 コジン		山口　裕成		800		個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		川島　百合子		500		0		0		個人		秋野　雅彦		1,100

				個人 コジン		和田　逸子		800		個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		川村　修介		500		300		400		個人		池上　歌苗		1,100

				個人 コジン		渡邉　定康		800		個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		木村　一三		500		0		0		個人		石橋　五月		1,100

				個人 コジン		赤松　邦男		700		個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		木元　淳一郎		500		0		500		個人		石原　猛		1,100

				個人 コジン		伊藤　貴史		700		個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		栗林　眞		500		0		0		個人		内田　博基		1,100

				個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		中谷　健		500		個人 コジン		黒柳　直人		500		0		500		個人		榎本　香織		1,100

				個人 コジン		池岡　久仁夫		700		個人 コジン		中谷　友昭		500		個人 コジン		桑原　優		500		-500		-200		個人		金川　裕樹		1,100

				個人 コジン		石垣　陽子		700		個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		小川　ひろ子		500		0		0		個人		鎌田　幹雄		1,100

				個人 コジン		石田　重利		700		個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		小滝　弘		500		0		0		個人		木下　孝司		1,100

				個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		佐野　美恵子		500		0		0		個人		桐村　弘文		1,100

				個人 コジン		岩田　正樹		700		個人 コジン		永野　由巳		500		個人 コジン		佐復　信夫		500		200		500		個人		工藤　克彦		1,100

				個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		長谷川　典子		500		個人 コジン		佐藤　成将		500		200		200		個人		後藤　憲		1,100

				個人 コジン		大野　真一		700		個人 コジン		西尾　守弘		500		個人 コジン		斎藤　元志		500		0		0		個人		佐藤　健人		1,100

				個人 コジン		大和　良章		700		個人 コジン		西口　サト子		500		個人 コジン		坂本　知子		500		0		500		個人		白井　康浩		1,100

				個人 コジン		加藤　俊樹		700		個人 コジン		西田　孝雄		500		個人 コジン		下山　昇一		500		0		500		個人		鈴木　永		1,100

				個人 コジン		加藤　泰司		700		個人 コジン		西山　和行		500		個人 コジン		菅野　幸夫		500		400		400		個人		鈴木　康浩		1,100

				個人 コジン		會澤　直		700		個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		0		500		個人		田村　一樹		1,100

				個人 コジン		金子　大輝		700		個人 コジン		野島　茂一		500		個人 コジン		田口　章子		500		0		0		個人		二上　浩至		1,100

				個人 コジン		川瀬　敏夫		700		個人 コジン		能美　佑		500		個人 コジン		田邊　忠志		500		0		0		個人		林　幹也		1,100

				個人 コジン		清水　大平		700		個人 コジン		濱口　貴和		500		個人 コジン		高岡　直樹		500		0		500		個人		藤川　義久		1,100

				個人 コジン		桑原　優		700		個人 コジン		原　ゆか		500		個人 コジン		戸谷　憲一		500		0		0		個人		増田　康祐		1,100

				個人 コジン		小松　美恵子		700		個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		中谷　健		500		0		-2600		個人		三井　修次		1,100

				個人 コジン		佐藤　厚子		700		個人 コジン		樋口　和江		500		個人 コジン		中原　晋		500		0		0		個人		満島　隆幸		1,100

				個人 コジン		鹿田　能昭		700		個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		中村　幸子		500		-3500		500		個人		宮川　裕司		1,100

				個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		福井　毅		500		個人 コジン		中村　豊		500		0		0		個人		山田　哲也		1,100

				個人 コジン		篠田　隼人		700		個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		永野　由巳		500		0		400		個人		吉田　昌泰		1,100

				個人 コジン		鈴木　寛治		700		個人 コジン		藤原　洋之		500		個人 コジン		野村　太一		500		-100		500		個人		紙田　春夫		1,006

				個人 コジン		鈴木　和宏		700		個人 コジン		摩嶋　竜生		500		個人 コジン		橋口　知一		500		200		200		個人		富樫　俊文		1,001

				個人 コジン		檀浦　直子		700		個人 コジン		松田　大		500		個人 コジン		原口　峯子		500		200		200		個人		青木　和夫		1,000

				個人 コジン		土田　賢司		700		個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		原沢　恵美子		500		0		0		個人		赤岡　昌朋		1,000

				個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		深瀬　雄之		500		200		500		個人		赤松　健		1,000

				個人 コジン		直江　貴司		700		個人 コジン		水越　満		500		個人 コジン		松岡　拓郎		500		200		500		個人		浅田　久子		1,000

				個人 コジン		中村　隆司		700		個人 コジン		満塩　博起		500		個人 コジン		松田　大		500		0		500		個人		浅野　大		1,000

				個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		宮永　浩明		500		個人 コジン		松村　麻也		500		0		0		個人		浅野　修一		1,000

				個人 コジン		野村　道浩		700		個人 コジン		村田　幹雄		500		個人 コジン		松村　凡夫		500		0		0		個人		新藤　正人		1,000

				個人 コジン		林　常雄		700		個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		三島　浩一		500		400		500		個人		井上　武士		1,000

				個人 コジン		藤井　清治		700		個人 コジン		守屋　充郎		500		個人 コジン		元樋　俊介		500		-500		0		個人		井原　伸介		1,000

				個人 コジン		松村　直樹		700		個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		山内　啓介		500		-500		500		個人		井藤　雄基		1,000

				個人 コジン		三浦　輝美		700		個人 コジン		山神　健司		500		個人 コジン		山下　智弘		500		0		0		個人		井村　沙紀		1,000

				個人 コジン		元嶋　浩		700		個人 コジン		山嵜　雄一郎		500		個人 コジン		山本　太郎		500		0		0		個人		伊藤　有司		1,000

				個人 コジン		矢田　春治		700		個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		山本　友貴		500		200		500		個人		伊藤　健宏		1,000

				個人 コジン		保阪　隆幸		700		個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		横川　忠重		500		0		0		個人		伊豆川　達也		1,000

				個人 コジン		吉江　謙司		700		個人 コジン		山田　裕介		500		個人 コジン		横山　孝良		500		0		500		個人		池田　樹吏		1,000

				個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		吉田　明由		500		300		300		個人		池田　智子		1,000

				個人 コジン		井上　英明		600		個人 コジン		山本　繁義		500		個人 コジン		吉村　和平		500		-100		300		個人		石井　邦子		1,000

				個人 コジン		井上　喜弘		600		個人 コジン		山本　荘太郎		500		個人 コジン		和田　享		500		-22100		400		個人		石川　訓		1,000

				個人 コジン		伊東　正		600		個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		阿知波　壽夫		400		400		400		個人		石川　崇		1,000

				個人 コジン		石井　正人		600		個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		浅海　篤		400		400		400		個人		石坂　なみ江		1,000

				個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		朝倉　智恵子		400		400		400		個人		石田　博之		1,000

				個人 コジン		上原　陽一		600		個人 コジン		横澤　容子		500		個人 コジン		宇野　勝利		400		400		400		個人		石塚　徳一		1,000

				個人 コジン		植木　是		600		個人 コジン		横山　孝良		500		個人 コジン		臼井　正浩		400		400		400		個人		石原　俊一		1,000

				個人 コジン		荻原　長雄		600		個人 コジン		吉田　雄太郎		500		個人 コジン		内野　敏剛		400		400		400		個人		磯野　正美		1,000

				個人 コジン		梶谷　修滋		600		個人 コジン		渡部　貞良		500		個人 コジン		梅本　誠二		400		400		400		個人		板野　順一		1,000

				個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		渡部　吉則		500		個人 コジン		大井田　佳夫		400		400		400		個人		市野　修一		1,000

				個人 コジン		川崎　裕司		600		個人 コジン		渡辺　正基		500		個人 コジン		大賀　秀敏		400		400		400		個人		稲田　実		1,000

				個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		渡辺　裕士		500		個人 コジン		大水　由香里		400		400		400		個人		稲餅　幸和		1,000

				個人 コジン		河本　淳司		600		個人 コジン		渡辺　洋		500		個人 コジン		岡崎　裕史		400		400		400		個人		今井　康太		1,000

				個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		赤丸　祐介		400		個人 コジン		鬼塚　大樹		400		400		400		個人		今込　信二		1,000

				個人 コジン		久保田　俊明		600		個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		神長　孝至		400		400		400		個人		岩瀬　一馬		1,000

				個人 コジン		雲林院　和彦		600		個人 コジン		秋吉　賢		400		個人 コジン		木村　ミヨ		400		400		400		個人		宇江城　昌弘		1,000

				個人 コジン		小澤　正吾		600		個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		邱　琳		400		400		400		個人		宇多　範子		1,000

				個人 コジン		小島　廣教		600		個人 コジン		荒川　渉		400		個人 コジン		栗原　隆		400		400		400		個人		上城　貴士		1,000

				個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		荒島　史朗		400		個人 コジン		黒田　英利		400		400		400		個人		上野　健治		1,000

				個人 コジン		佐野　和宏		600		個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		小濱　新次郎		400		400		400		個人		上渕　哲史		1,000

				個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		生水　利明		400		個人 コジン		小堀　泰隆		400		400		400		個人		上村　博子		1,000

				個人 コジン		鹿島　承志		600		個人 コジン		石川　健二		400		個人 コジン		宗像　潤		400		400		400		個人		臼田　優樹		1,000

				個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		田山　祐子		400		400		400		個人		内藤　薫志		1,000

				個人 コジン		田村　敏一		600		個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		高木　勝弘		400		400		400		個人		打田　保貴		1,000

				個人 コジン		譚　玉麗		600		個人 コジン		宇田川　明男		400		個人 コジン		高橋　仁		400		400		400		個人		海老原　順		1,000

				個人 コジン		冨森　孝		600		個人 コジン		植田　信孝		400		個人 コジン		武田　隼人		400		400		400		個人		尾崎　英外		1,000

				個人 コジン		野島　茂一		600		個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		中村　朗江		400		400		400		個人		大川原　誠		1,000

				個人 コジン		浜西　英章		600		個人 コジン		浦田　修		400		個人 コジン		成冨　寛子		400		400		400		個人		太田　直樹		1,000

				個人 コジン		樋口　工		600		個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		西海持　雅隆		400		400		400		個人		太谷　周治		1,000

				個人 コジン		福島　陽介		600		個人 コジン		太田　仁志		400		個人 コジン		林　幹也		400		400		400		個人		大塚　拓海		1,000

				個人 コジン		藤田　昭宏		600		個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		林田　秀子		400		400		400		個人		大成　博昭		1,000

				個人 コジン		藤本　正義		600		個人 コジン		大橋　明夫		400		個人 コジン		干川　雄大		400		400		400		個人		大野　修		1,000

				個人 コジン		朴　吉洙		600		個人 コジン		岡内　左和子		400		個人 コジン		松田　イク子		400		400		400		個人		大野　知子		1,000

				個人 コジン		町井　桂子		600		個人 コジン		岡部　保		400		個人 コジン		松本　雪夫		400		400		400		個人		大矢　元		1,000

				個人 コジン		松本　政之		600		個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		村田　常良		400		400		400		個人		岡田　康夫		1,000

				個人 コジン		三宅　英樹		600		個人 コジン		神　敏治		400		個人 コジン		目黒　友隆		400		400		400		個人		岡野　好晴		1,000

				個人 コジン		水野　裕明		600		個人 コジン		川崎　剛		400		個人 コジン		山岸　薫		400		400		400		個人		岡本　高宏		1,000

				個人 コジン		光安　真二		600		個人 コジン		川野　祥平		400		個人 コジン		山田　健太郎		400		400		400		個人		沖汐　和彦		1,000

				個人 コジン		森永　陽子		600		個人 コジン		河又　世津子		400		個人 コジン		山本　奈緒		400		400		400		個人		奥田　充昭		1,000

				個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		木下　敬介		400		個人 コジン		渡邊　聡		400		400		400		個人		奥山　秀朗		1,000

				個人 コジン		山本　訓央		600		個人 コジン		清原　紀子		400		個人 コジン		渡辺　多英		400		400		400		個人		加藤　光枝		1,000

				個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		清水　早苗		400		個人 コジン		渡辺　文世		400		400		400		個人		笠井　高士		1,000

				個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		渡辺　良太		400		400		400		個人		梶原　徹		1,000

				個人 コジン		吉村　栄一		600		個人 コジン		久世　義之		400		個人 コジン		秋森　大		400		0		0		個人		片男浪　健太郎		1,000

				個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		小西　里子		400		個人 コジン		秋吉　賢		400		0		400		個人		片山　良子		1,000

				個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		小林　勝美		400		個人 コジン		新井　賢一		400		-100		-100		個人		勝見　星空		1,000

				個人 コジン		相場　将央		500		個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		市川　英一		400		0		0		個人		金　毅		1,000

				個人 コジン		青山　あきえ		500		個人 コジン		佐藤　重信		400		個人 コジン		浦田　修		400		0		300		個人		金田　卓也		1,000

				個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		岡島　文子		400		-1000		0		個人		神戸　謙二		1,000

				個人 コジン		有本　輝行		500		個人 コジン		坂井　善信		400		個人 コジン		神　敏治		400		0		300		個人		亀井　智裕		1,000

				個人 コジン		伊東　満雄		500		個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		久保　しず		400		200		400		個人		川上　直朗		1,000

				個人 コジン		飯田　生如		500		個人 コジン		澁谷　美咲		400		個人 コジン		楠　亜希		400		200		200		個人		川上　實		1,000

				個人 コジン		生井　栄治		500		個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		小西　里子		400		0		0		個人		川崎　吉明		1,000

				個人 コジン		池上　純		500		個人 コジン		臺　英史		400		個人 コジン		小畑　実穂		400		200		200		個人		川瀬　学		1,000

				個人 コジン		池ケ谷　勝久		500		個人 コジン		高橋　慎一		400		個人 コジン		小林　勝美		400		0		0		個人		川村　龍介		1,000

				個人 コジン		池田　憲彦		500		個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		武井　智彦		400		0		0		個人		河本　千秋		1,000

				個人 コジン		石井　和一		500		個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		武村　文勝		400		0		0		個人		木村　井彌		1,000

				個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		辰己　欣広		400		個人 コジン		辰己　欣広		400		0		-500		個人		木村　学		1,000

				個人 コジン		石川　栄		500		個人 コジン		寺井　和美		400		個人 コジン		徳久　健一		400		0		0		個人		木村　直幸		1,000

				個人 コジン		石橋　英樹		500		個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		豊島　保博		400		200		400		個人		木村　吉信		1,000

				個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		豊島　知二		400		個人 コジン		藤井　英樹		400		0		400		個人		菊井　隆		1,000

				個人 コジン		石山　佳子		500		個人 コジン		中村　在樹		400		個人 コジン		三浦　康司		400		200		400		個人		岸田　正明		1,000

				個人 コジン		石渡　雄次		500		個人 コジン		福原　兼隆		400		個人 コジン		箕輪　勝康		400		0		-100		個人		岸本　晃和		1,000

				個人 コジン		磯部　達司		500		個人 コジン		藤井　英樹		400		個人 コジン		山際　勉		400		200		200		個人		北島　邦男		1,000

				個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		藤井　友洋		400		個人 コジン		山田　幸雄		400		0		0		個人		久世　忠志		1,000

				個人 コジン		岩田　信夫		500		個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		山田　博		400		0		0		個人		熊野　滋子		1,000

				個人 コジン		海瀬　亮		500		個人 コジン		前原　利彦		400		個人 コジン		横山　尚平		400		-600		300		個人		黒川　嘉裕		1,000

				個人 コジン		大久保　栄吾		500		個人 コジン		箕輪　勝康		400		個人 コジン		横山　藤雄		400		0		0		個人		小坂　武志		1,000

				個人 コジン		大久保　章文		500		個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		吉田　幸一		400		-300		300		個人		小坂　俊陽		1,000

				個人 コジン		大久保　忠重		500		個人 コジン		村上　雄一郎		400		個人 コジン		渡辺　一義		400		0		0		個人		小島　八郎		1,000

				個人 コジン		大塚　知子		500		個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		朝川　雅晴		300		300		300		個人		小坪　幸一		1,000

				個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		井上　翔志郎		300		300		300		個人		小沼　滋紀		1,000

				個人 コジン		大矢　基博		500		個人 コジン		矢野　市郎		400		個人 コジン		井上　拓也		300		300		300		個人		小野　嘉彦		1,000

				個人 コジン		岡　智紀		500		個人 コジン		安田　信司		400		個人 コジン		生咲　拓二		300		300		300		個人		小野　貴弘		1,000

				個人 コジン		岡内　左和子		500		個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		石井　雄二		300		300		300		個人		小野　幸市		1,000

				個人 コジン		荻野　彰		500		個人 コジン		柳川　龍一		400		個人 コジン		石橋　英治		300		300		300		個人		小花　和枝		1,000

				個人 コジン		乙川　佳子		500		個人 コジン		山片　賢一		400		個人 コジン		岩元　健二		300		300		300		個人		小林　睦		1,000

				個人 コジン		加藤　淳一		500		個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		尹　祥律		300		300		300		個人		小山　浩一		1,000

				個人 コジン		片柳　恵子		500		個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		鵜尾　元太		300		300		300		個人		児玉　喜代子		1,000

				個人 コジン		金子　太		500		個人 コジン		山田　妙子		400		個人 コジン		江口　保		300		300		300		個人		後藤　義彰		1,000

				個人 コジン		樺澤　義秀		500		個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		遠藤　健		300		300		300		個人		後藤　亘		1,000

				個人 コジン		神谷　貴義		500		個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		大川原　誠		300		300		300		個人		米津　幸夫		1,000

				個人 コジン		川上　雅幸		500		個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		大室　昌夫		300		300		300		個人		近藤　久子		1,000

				個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		岡澤　延昌		300		300		300		個人		近藤　千花		1,000

				個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		リュウ　エキコウ		400		個人 コジン		岡田　親夫		300		300		300		個人		佐野　篤史		1,000

				個人 コジン		河合　恒一		500		個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		岡田　佐智子		300		300		300		個人		佐藤　強		1,000

				個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		折原　正訓		300		300		300		個人		佐藤　幸毅		1,000

				個人 コジン		木村　修次		500		個人 コジン		秋山　泰之		300		個人 コジン		柿崎　夏世		300		300		300		個人		佐藤　美直子		1,000

				個人 コジン		岸田　恭一		500		個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		金平　孝夫		300		300		300		個人		佐藤　陵		1,000

				個人 コジン		岸本　弘子		500		個人 コジン		浅沼　重光		300		個人 コジン		川口　圭介		300		300		300		個人		佐々木　陽司		1,000

				個人 コジン		北川　きよみ		500		個人 コジン		浅野　喜美子		300		個人 コジン		河野　高伸		300		300		300		個人		齋藤　利江		1,000

				個人 コジン		北村　栄治		500		個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		黄　清海		300		300		300		個人		齊藤　智之		1,000

				個人 コジン		久世　義之		500		個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		清　寛子		300		300		300		個人		齊藤　博仁		1,000

				個人 コジン		草ケ谷　徹		500		個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		清水　弘子		300		300		300		個人		坂上　輝樹		1,000

				個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		小川　敦史		300		300		300		個人		咲間　勇気		1,000

				個人 コジン		栗原　栄		500		個人 コジン		綾部　力		300		個人 コジン		小久保　操		300		300		300		個人		笹渕　久夫		1,000

				個人 コジン		小泉　保雄		500		個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		小林　數江		300		300		300		個人		澤　恒雄		1,000

				個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		小林　栄子		300		300		300		個人		澤田　幸代		1,000

				個人 コジン		小坂　孟		500		個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		小林　慎士		300		300		300		個人		重本　容延		1,000

				個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		小八木　康正		300		300		300		個人		篠田　孝彦		1,000

				個人 コジン		小松　孝安		500		個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		児嶋　広		300		300		300		個人		芝本　洋平		1,000

				個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		佐野　憲作		300		300		300		個人		柴垣　雅俊		1,000

				個人 コジン		五月女　美穂		500		個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		佐藤　昭		300		300		300		個人		嶋田　大輔		1,000

				個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		佐藤　和夫		300		300		300		個人		島田　峰子		1,000

				個人 コジン		後藤　憲		500		個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		佐々木　美菜		300		0		0		個人		下山　大輔		1,000

				個人 コジン		甲斐　郁		500		個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		坂下　達生		300		300		300		個人		菅野　隆浩		1,000

				個人 コジン		駒場　有治		500		個人 コジン		伊藤　敏裕		300		個人 コジン		柴山　則文		300		300		300		個人		杉山　茂		1,000

				個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		白川　淳		300		300		300		個人		鈴木　潤輔		1,000

				個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		白鳥　健太郎		300		300		300		個人		鈴木　浩二		1,000

				個人 コジン		佐藤　剛		500		個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		杉浦　秀子		300		300		300		個人		鈴木　正秀		1,000

				個人 コジン		佐藤　浩		500		個人 コジン		池田　匡		300		個人 コジン		鈴木　篤		300		300		300		個人		角谷　正文		1,000

				個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		池光　裕貴		300		個人 コジン		鈴木　賢二		300		300		300		個人		祖父江　典泰		1,000

				個人 コジン		坂川　義彦		500		個人 コジン		石川　雅也		300		個人 コジン		鈴木　理史		300		300		300		個人		田所　昇		1,000

				個人 コジン		坂本　恒雄		500		個人 コジン		石川　裕之		300		個人 コジン		関谷　博昭		300		300		300		個人		田中　秀樹		1,000

				個人 コジン		志賀　利人		500		個人 コジン		石田　喜美恵		300		個人 コジン		千葉　聡子		300		300		300		個人		田中　政則		1,000

				個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		石田　裕紀子		300		個人 コジン		千葉　陽子		300		300		300		個人		田中　光浩		1,000

				個人 コジン		下里　良夫		500		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		田村　万利子		300		300		300		個人		高井　求		1,000

				個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		田村　光		300		300		300		個人		高木　信彰		1,000

				個人 コジン		鈴木　奈穂子		500		個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		瀧川　わか		300		300		300		個人		高木　務		1,000

				個人 コジン		鈴村　吉博		500		個人 コジン		宇佐見　定之		300		個人 コジン		滝口　勇大		300		300		300		個人		高島　英司		1,000

				個人 コジン		角田　昌博		500		個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		瀧澤　京子		300		300		300		個人		高杉　俊和		1,000

				個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		谷口　恵一		300		300		300		個人		高田　元		1,000

				個人 コジン		関　伸一		500		個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		勅使河原　喬		300		300		300		個人		高武　勇司		1,000

				個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		内田　光則		300		個人 コジン		手嶋　信行		300		300		300		個人		高梨　雄一		1,000

				個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		照島　貴瑛		300		300		300		個人		高橋　克聡		1,000

				個人 コジン		田村　昌義		500		個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		徳永　悦		300		300		300		個人		高橋　功次		1,000

				個人 コジン		高橋　多惠子		500		個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		寅田　修		300		300		300		個人		高橋　将則		1,000

				個人 コジン		高柳　秀和		500		個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		長塚　義尚		300		300		300		個人		高橋　誠		1,000

				個人 コジン		檀浦　充		500		個人 コジン		大柄　富義		300		個人 コジン		西村　貴史		300		300		300		個人		高山　博行		1,000

				個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		韮塚　秀夫		300		300		300		個人		瀧倉　啓仁		1,000

				個人 コジン		坪井　悟		500		個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		野崎　和夫		300		300		300		個人		竹内　甲司		1,000

				個人 コジン		坪内　正三郎		500		個人 コジン		大曽根　博人		300		個人 コジン		野田　敏也		300		300		300		個人		竹蓋　厚彦		1,000

				個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		野田　悠平		300		300		300		個人		辻村　健一		1,000

				個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		馬淵　利直		300		300		300		個人		辻村　敏明		1,000

				個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		秦　純一		300		300		300		個人		土生　敏彦		1,000

				個人 コジン		時田　宗明		500		個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		濱比嘉　満		300		300		300		個人		土屋　雅義		1,000

				個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		大友　康博		300		個人 コジン		林　美樹子		300		300		300		個人		寺下　昌宏		1,000

				個人 コジン		徳田　豊昭		500		個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		東　孝子		300		300		300		個人		寺田　郁也		1,000

				個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		大橋　慶子		300		個人 コジン		深沢　優子		300		300		300		個人		照井　宏俊		1,000

				個人 コジン		中尾　克也		500		個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		藤本　和樹		300		300		300		個人		唐澤　菜々子		1,000

				個人 コジン		中岡　重貴		500		個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		古澤　伸承		300		300		300		個人		鳥海　洋子		1,000

				個人 コジン		中川　裕史		500		個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		堀内　拓		300		300		300		個人		中島　弘雅		1,000

				個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		堀越　長榮		300		300		300		個人		中谷　将吾		1,000

				個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		毎田　結香		300		300		300		個人		中村　心咲		1,000

				個人 コジン		中村　勝		500		個人 コジン		岡野　信生		300		個人 コジン		牧野　吉朗		300		300		300		個人		永瀬　融		1,000

				個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		松本　哲周		300		300		300		個人		長岡　大輔		1,000

				個人 コジン		中村　百合子		500		個人 コジン		奥野　真丞		300		個人 コジン		松本　和久		300		300		300		個人		長田　真奈美		1,000

				個人 コジン		中山　邦高		500		個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		丸尾　正一		300		300		300		個人		長沼　孝一朗		1,000

				個人 コジン		中山　まき子		500		個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		丸山　太三		300		300		300		個人		長沼　春雄		1,000

				個人 コジン		永柳　陽		500		個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		三木　健		300		300		300		個人		長野　剛		1,000

				個人 コジン		長内　修		500		個人 コジン		影山　恵		300		個人 コジン		三野　朝海		300		300		300		個人		二瓶　將行		1,000

				個人 コジン		長谷川　雄一		500		個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		水本　真輝		300		300		300		個人		二山　邦夫		1,000

				個人 コジン		成岡　純康		500		個人 コジン		笠原　智大		300		個人 コジン		村上　邦博		300		300		300		個人		西海持　雅隆		1,000

				個人 コジン		成田　徳夫		500		個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		村田　淳一郎		300		300		300		個人		西川　誠明		1,000

				個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		矢ノ目　秀利		300		300		300		個人		西田　岳士		1,000

				個人 コジン		野田　康司		500		個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		柳本　五郎		300		300		300		個人		西村　公佑		1,000

				個人 コジン		野本　史範		500		個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		山口　正明		300		300		300		個人		西山　晃		1,000

				個人 コジン		羽生　明男		500		個人 コジン		金森　万里子		300		個人 コジン		山崎　善隆		300		300		300		個人		馬場　航太郎		1,000

				個人 コジン		萩中　政貴		500		個人 コジン		亀田　圭介		300		個人 コジン		山田　政臣		300		300		300		個人		橋本　雅晶		1,000

				個人 コジン		鳩貝　淑子		500		個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		誉田　喜之		300		300		300		個人		畑中　巧		1,000

				個人 コジン		林　勝宣		500		個人 コジン		川畑　誠		300		個人 コジン		横山　つや子		300		300		300		個人		花田　啓陽		1,000

				個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		木村　英孝		300		個人 コジン		吉岡　照夫		300		300		300		個人		濱田　真弘		1,000

				個人 コジン		平岩　真悟		500		個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		吉田　隆		300		300		300		個人		早川　直希		1,000

				個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		好川　智也		300		300		300		個人		早川　正一郎		1,000

				個人 コジン		福留　京子		500		個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		渡辺　誠		300		300		300		個人		林　信宏		1,000

				個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		相浦　弘美		300		0		0		個人		林　秀彦		1,000

				個人 コジン		古泉　隆央		500		個人 コジン		久保　賢治		300		個人 コジン		青崎　健		300		0		0		個人		原口　次夫		1,000

				個人 コジン		細貝　孝秀		500		個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		朝川　炯徹		300		0		0		個人		伴　元貴		1,000

				個人 コジン		前田　政雄		500		個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		朝川　千春		300		0		0		個人		日野　哲耶		1,000

				個人 コジン		前田　光男		500		個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		朝川　充		300		0		0		個人		日野　洋一		1,000

				個人 コジン		正田　和子		500		個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		天野　二三男		300		0		0		個人		日比野　行輝		1,000

				個人 コジン		枡田　勇		500		個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		綾部　力		300		0		300		個人		樋川　富夫		1,000

				個人 コジン		増山　晃		500		個人 コジン		窪田　裕之		300		個人 コジン		荒井　十四巳		300		0		0		個人		樋口　拓也		1,000

				個人 コジン		松永　貴治		500		個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		新井　宗太郎		300		0		0		個人		東　司		1,000

				個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		新井　秀幸		300		0		0		個人		東野　豊		1,000

				個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		池田　匡		300		0		0		個人		平野　裕章		1,000

				個人 コジン		丸山　いく子		500		個人 コジン		小井土　利行		300		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		0		0		個人		平松　基生		1,000

				個人 コジン		丸山　光洋		500		個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		岩附　英史		300		0		0		個人		福島　宏司		1,000

				個人 コジン		三吉　由利佳		500		個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		植田　芳文		300		0		0		個人		藤井　慶太郎		1,000

				個人 コジン		南川　正次		500		個人 コジン		小峯　真実		300		個人 コジン		臼田　美佳		300		0		0		個人		藤原　正士		1,000

				個人 コジン		箕輪　勝康		500		個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		内野　昭子		300		0		0		個人		舟澤　宏		1,000

				個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		枝川　竹俊		300		0		0		個人		古賀　寛和		1,000

				個人 コジン		元樋　俊介		500		個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		王　東		300		0		0		個人		古賀　節子		1,000

				個人 コジン		矢野　市郎		500		個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		大柄　富義		300		0		300		個人		古賀　和雄		1,000

				個人 コジン		安井　研二		500		個人 コジン		佐武　永悟		300		個人 コジン		大川　正廣		300		0		0		個人		古口　基		1,000

				個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		大曽根　博人		300		0		100		個人		古澤　純一		1,000

				個人 コジン		保浦　泉		500		個人 コジン		佐伯　謙太郎		300		個人 コジン		大田　武士		300		0		0		個人		古田　晴彦		1,000

				個人 コジン		山岡　信治		500		個人 コジン		佐復　信夫		300		個人 コジン		大谷　一郎		300		-700		-700		個人		堀内　淳		1,000

				個人 コジン		山片　賢一		500		個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		大谷　将晴		300		0		0		個人		堀田　健二		1,000

				個人 コジン		山口　昇子		500		個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		大富　文江		300		0		0		個人		堀田　和信		1,000

				個人 コジン		山崎　明美		500		個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		大原　謙一郎		300		0		0		個人		本田　正光		1,000

				個人 コジン		山下　剛司		500		個人 コジン		佐藤　法子		300		個人 コジン		大原　芳枝		300		0		0		個人		本村　千恵		1,000

				個人 コジン		山下　誠		500		個人 コジン		佐藤　真衣		300		個人 コジン		大藤　達男		300		0		0		個人		本山　明		1,000

				個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		岡村　和子		300		200		200		個人		前田　英之		1,000

				個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		笠井　重一		300		0		0		個人		槇野　智之		1,000

				個人 コジン		山田　泰正		500		個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		笠原　靖人		300		200		200		個人		鱒渕　彰夫		1,000

				個人 コジン		山野　素伸		500		個人 コジン		齊藤　勝正		300		個人 コジン		柏崎　佳世		300		0		0		個人		松井　金次郎		1,000

				個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		梶　政広		300		0		0		個人		松浦　要蔵		1,000

				個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		斉藤　政治		300		個人 コジン		門川　章吾		300		0		0		個人		松崎　晃久		1,000

				個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		門川　美穂		300		0		0		個人		松田　美香		1,000

				個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		金沢　詢一		300		200		200		個人		松本　祐		1,000

				個人 コジン		横山　雅美		500		個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		金森　万里子		300		0		300		個人		松村　進一郎		1,000

				個人 コジン		吉村　広次		500		個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		亀田　圭介		300		0		300		個人		松山　忠統		1,000

				個人 コジン		渡辺　博之		500		個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		川上　哲也		300		0		0		個人		松山　弘太郎		1,000

				個人 コジン		雲龍寺		500		個人 コジン		椎名　信夫		300		個人 コジン		川野　祥平		300		-100		100		個人		丸山　恭生		1,000

				個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		川畑　誠		300		0		300		個人		丸山　勇		1,000

				個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		七宮　弘子		300		個人 コジン		北川　誠彦		300		0		0		個人		三井　拓也		1,000

				個人 コジン		新家　元章		400		個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		清水　俊貴		300		0		0		個人		三浦　拓郎		1,000

				個人 コジン		井土　賢一		400		個人 コジン		柴田　あかり		300		個人 コジン		清水　肇		300		0		0		個人		三岡　相明		1,000

				個人 コジン		井出　敏明		400		個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		久家　恵介		300		-100		-100		個人		水戸　圭市郎		1,000

				個人 コジン		伊藤　邦秀		400		個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		久保　茂子		300		0		0		個人		峯岸　春貴		1,000

				個人 コジン		伊藤　眞喜夫		400		個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		久保　信雄		300		0		0		個人		箕浦　政道		1,000

				個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		久我　年企		300		0		0		個人		宮田　輝		1,000

				個人 コジン		石井　ミサ子		400		個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		草野　芳枝		300		0		0		個人		村上　裕樹		1,000

				個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		黒須　智		300		0		0		個人		村川　健一		1,000

				個人 コジン		石部　光夫		400		個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		0		0		個人		村松　敦子		1,000

				個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		小井土　利行		300		0		200		個人		望月　一彦		1,000

				個人 コジン		市原　康守		400		個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		小林　淳一		300		0		0		個人		森井　貴寛		1,000

				個人 コジン		岩瀬　弘勝		400		個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		後藤　敏文		300		0		0		個人		森川　悟		1,000

				個人 コジン		宇井　利行		400		個人 コジン		鈴木　悦子		300		個人 コジン		佐野　徳也		300		0		0		個人		八木　稔		1,000

				個人 コジン		上嶋　健		400		個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		佐藤　栄一		300		0		0		個人		八木岡　孝治		1,000

				個人 コジン		内田　康司		400		個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		佐藤　真衣		300		0		300		個人		矢野　博之		1,000

				個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		鈴木　豊		300		個人 コジン		佐々木　静代		300		0		0		個人		安川　容子		1,000

				個人 コジン		打越　光		400		個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		斉藤　政治		300		0		200		個人		安田　豊彦		1,000

				個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		坂本　照行		300		100		300		個人		安藤　規正		1,000

				個人 コジン		尾崎　洋一		400		個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		櫻井　克彦		300		0		0		個人		安藤　秀樹		1,000

				個人 コジン		王　暁麗		400		個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		笹川　美子		300		100		100		個人		保科　武志		1,000

				個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		椎名　信夫		300		0		300		個人		柳澤　のり子		1,000

				個人 コジン		大野　克紀		400		個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		鈴木　悦子		300		0		300		個人		柳橋　邦彦		1,000

				個人 コジン		大野　保彦		400		個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		鈴木　誠		300		0		0		個人		山上　眞		1,000

				個人 コジン		岡　史子		400		個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		瀬下　康子		300		100		300		個人		山岸　裕樹		1,000

				個人 コジン		岡島　文子		400		個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		瀬畑　元子		300		0		0		個人		山口　明美		1,000

				個人 コジン		岡村　克章		400		個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		田之上　圭克		300		0		0		個人		山後　清香		1,000

				個人 コジン		加藤　英雄		400		個人 コジン		高野　淳一		300		個人 コジン		田中　幸子		300		0		0		個人		山田　勝子		1,000

				個人 コジン		加藤　正二		400		個人 コジン		高橋　健一		300		個人 コジン		田中　利幸		300		0		0		個人		山田　好郎		1,000

				個人 コジン		加辺　幸二		400		個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		田中　宏樹		300		0		0		個人		山地　聰		1,000

				個人 コジン		鍵和田　正二		400		個人 コジン		高橋　鉄哉		300		個人 コジン		田村　謙		300		0		0		個人		山名　良親		1,000

				個人 コジン		門田　将大		400		個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		高島　佳子		300		0		0		個人		山本　文代		1,000

				個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		高本　幸夫		300		個人 コジン		高瀬　晋三		300		200		300		個人		山本　和慶		1,000

				個人 コジン		柄澤　浩志		400		個人 コジン		高村　勇治		300		個人 コジン		高橋　昭雄		300		0		0		個人		湯本　泰弘		1,000

				個人 コジン		川崎　義満		400		個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		高橋　雅昭		300		0		0		個人		横尾　秀樹		1,000

				個人 コジン		川島　一翔		400		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		高安　博之		300		0		0		個人		横藤田　久		1,000

				個人 コジン		君島　佳明		400		個人 コジン		瀧澤　信		300		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		0		0		個人		吉井　利仁		1,000

				個人 コジン		清田　高志		400		個人 コジン		竹内　一志		300		個人 コジン		瀧澤　信		300		0		300		個人		吉田　昭博		1,000

				個人 コジン		清田　秀彦		400		個人 コジン		竹内　宙仁		300		個人 コジン		竹内　やよい		300		0		0		個人		吉田　知生		1,000

				個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		竹田　恵里		300		100		0		個人		和田　明博		1,000

				個人 コジン		桑原　久		400		個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		武藤　英子		300		0		0		個人		和田　穣		1,000

				個人 コジン		小久保　俊江		400		個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		谷口　毅		300		0		0		個人		和田　由紀男		1,000

				個人 コジン		小西　里子		400		個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		丹羽　理栄		300		0		0		個人		渡邉　俊雄		1,000

				個人 コジン		小浜　英士		400		個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		津坂　宗孝		300		0		0		個人		渡邊　浩二		1,000

				個人 コジン		小林　勝美		400		個人 コジン		民部　重喜		300		個人 コジン		辻原　典子		300		0		300		個人		ウォルシュ　香織		1,000

				個人 コジン		小松　孝		400		個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		辻本　達寛		300		0		0		個人		相田　進		900

				個人 コジン		児子　義政		400		個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		寺川　和仁		300		0		0		個人		赤澤　映子		900

				個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		寺島　良太		300		0		0		個人		伊藤　淳史		900

				個人 コジン		佐久間　潤哉		400		個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		照山　雄三		300		-1000		-500		個人		磯村　優太		900

				個人 コジン		佐藤　勇治		400		個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		富田　博幸		300		0		0		個人		稲垣　聡		900

				個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		辻　泰崇		300		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		0		0		個人		梅本　富喜		900

				個人 コジン		齊藤　眞一		400		個人 コジン		辻原　典子		300		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		0		0		個人		浦川　浩		900

				個人 コジン		榊原　和彦		400		個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		0		0		個人		江里　拓真		900

				個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		中嶋　圭輔		300		200		200		個人		岡田　真理子		900

				個人 コジン		柴田　大輔		400		個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		中田　智		300		0		0		個人		加藤　桂子		900

				個人 コジン		渋谷　博		400		個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		中西　清隆		300		0		0		個人		戎谷　亨		900

				個人 コジン		下桶　佑知		400		個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		永田　美香		300		0		0		個人		鍵田　好久		900

				個人 コジン		杉　喜志盛		400		個人 コジン		富安　敏彦		300		個人 コジン		永田　裕人		300		0		0		個人		影浦　あかり		900

				個人 コジン		杉本　武士		400		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		仲村　則俊		300		0		0		個人		川田　祐生		900

				個人 コジン		鈴木　幸子		400		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		長谷川　英雄		300		0		0		個人		河村　幸治		900

				個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		長谷川　信昭		300		0		0		個人		木下　節雄		900

				個人 コジン		田代　英行		400		個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		長谷川　正治		300		0		0		個人		木村　洋平		900

				個人 コジン		田中　秀和		400		個人 コジン		中島　隆哉		300		個人 コジン		難波　公司		300		0		0		個人		清野　聡		900

				個人 コジン		田中　宏直		400		個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		西尾　守弘		300		-200		300		個人		楠　亜希		900

				個人 コジン		田村　史織		400		個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		西川　正		300		0		0		個人		小林　栄貴		900

				個人 コジン		田村　和子		400		個人 コジン		永井　文華		300		個人 コジン		西村　仁志		300		0		0		個人		後藤　修光		900

				個人 コジン		高田　幸一		400		個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		布留川　昭		300		0		0		個人		笹倉　敦		900

				個人 コジン		高橋　一生		400		個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		野澤　雅彦		300		0		0		個人		塩崎　裕功		900

				個人 コジン		高橋　雄一郎		400		個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		橋本　一仁		300		0		0		個人		鈴　幸一		900

				個人 コジン		高橋　伸明		400		個人 コジン		永森　豪		300		個人 コジン		橋本　淳樹		300		0		0		個人		鈴木　敏行		900

				個人 コジン		高橋　陽一		400		個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		早川　康子		300		0		300		個人		関口　裕太		900

				個人 コジン		高見　みどり		400		個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		林　義明		300		0		0		個人		田澤　光己		900

				個人 コジン		竹内　美輪子		400		個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		原　智康		300		100		300		個人		田中　郷平		900

				個人 コジン		竹内　和幸		400		個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		平野　礼一		300		0		0		個人		田中　慎也		900

				個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		平本　淳一		300		0		300		個人		田中　義弘		900

				個人 コジン		武田　淳		400		個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		笛吹　一徳		300		0		300		個人		多田　通広		900

				個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		長幡　勝		300		個人 コジン		福井　徳司		300		0		0		個人		高橋　享		900

				個人 コジン		谷崎　秀人		400		個人 コジン		成瀬　寛充		300		個人 コジン		福崎　幸子		300		0		0		個人		寺島　広子		900

				個人 コジン		土野　康夫		400		個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		藤尾　直樹		300		0		0		個人		徳山　敬夫		900

				個人 コジン		筒井　俊行		400		個人 コジン		二村　元康		300		個人 コジン		藤本　友一		300		0		0		個人		中澤　真一		900

				個人 コジン		徳　誠吉		400		個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		細川　和真		300		0		0		個人		中島　あゆみ		900

				個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		細谷　英司		300		0		0		個人		長嶺　繁		900

				個人 コジン		中井　房枝		400		個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		眞鍋　仁		300		0		0		個人		西　真人		900

				個人 コジン		中嶋　映二		400		個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		前川　和哉		300		0		200		個人		袴田　茂人		900

				個人 コジン		長島　健二		400		個人 コジン		根岸　勝也		300		個人 コジン		前原　紅也		300		0		0		個人		萩原　義信		900

				個人 コジン		並河　武男		400		個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		卷島　純一朗		300		0		200		個人		林田　英士		900

				個人 コジン		西岡　春美		400		個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		松枝　剛		300		0		0		個人		真栄城　勇人		900

				個人 コジン		西出　紀男		400		個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		松本　信一		300		0		0		個人		南雲　龍祐		900

				個人 コジン		西本　勝成		400		個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		松本　裕人		300		0		0		個人		村瀬　隼人		900

				個人 コジン		西村　栄二		400		個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		0		0		個人		村田　浩二		900

				個人 コジン		馬上　喜裕		400		個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		松山　亮		300		0		0		個人		山上　順子		900

				個人 コジン		馬場　裕隆		400		個人 コジン		橋本　泰広		300		個人 コジン		三浦　隆		300		0		0		個人		山根　毅		900

				個人 コジン		橋本　輝國		400		個人 コジン		早川　康子		300		個人 コジン		三木　敏孝		300		0		0		個人		吉田　貞夫		900

				個人 コジン		早島　正述		400		個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		三宅　茂仁		300		0		0		個人		吉田　光良		900

				個人 コジン		原　幸子		400		個人 コジン		原　陽子		300		個人 コジン		三宅　宮子		300		0		0		個人		吉村　晋也		900

				個人 コジン		髭　裕介		400		個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		水谷　昌代		300		0		200		個人		鷲見　俊幸		900

				個人 コジン		平尾　信行		400		個人 コジン		人見　由美子		300		個人 コジン		水谷　松治		300		0		0		個人		ウォン　ケイチョイ		900

				個人 コジン		苻川　太三		400		個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		満田　慎也		300		200		300		個人		河本　篤思		801

				個人 コジン		藤田　隆規		400		個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		村上　登志男		300		0		0		個人		岸本　正之		801

				個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		平本　淳一		300		個人 コジン		村橋　真美		300		0		0		個人		芥川　浩之		800

				個人 コジン		本田　慎一		400		個人 コジン		笛吹　一徳		300		個人 コジン		森田　征幸		300		0		0		個人		浅川　貴久		800

				個人 コジン		前田　佳宏		400		個人 コジン		深瀬　雄之		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		0		0		個人		井上　翔志郎		800

				個人 コジン		前田　智哉		400		個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		矢作　浩		300		-100		-100		個人		伊波　広貴		800

				個人 コジン		松嶋　進		400		個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		安川　満		300		0		0		個人		伊藤　哲也		800

				個人 コジン		茗荷　昭男		400		個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		安部　久光		300		0		0		個人		家田　和典		800

				個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		藤川　敏弘		300		個人 コジン		安藤　徹		300		0		0		個人		石田　貴子		800

				個人 コジン		村瀬　守		400		個人 コジン		藤田　武志		300		個人 コジン		保田　浩二		300		0		300		個人		磯野　敏弘		800

				個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		山上　俊之		300		0		0		個人		一明　秀樹		800

				個人 コジン		八塚　国博		400		個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		山岸　益男		300		0		0		個人		今給黎　愛梨		800

				個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		藤本　正義		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		0		0		個人		今給黎　惠		800

				個人 コジン		安川　一彦		400		個人 コジン		船戸　武司		300		個人 コジン		山口　友幸		300		0		0		個人		今給黎　梨圭		800

				個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		法常　哲也		300		個人 コジン		山口　信廣		300		0		0		個人		上田　正志		800

				個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		0		0		個人		上野　寿夫		800

				個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		横田　素彦		300		100		100		個人		海勢頭　聖		800

				個人 コジン		山野　一弘		400		個人 コジン		本田　慎一		300		個人 コジン		吉川　順子		300		100		100		個人		江藤　弘		800

				個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		本多　秀一郎		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		0		0		個人		大村　武史		800

				個人 コジン		横地　高		400		個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		吉田　博樹		300		200		300		個人		大山　康秀		800

				個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		前川　和哉		300		個人 コジン		吉田　和久		300		0		0		個人		岡村　侑己		800

				個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		前田　豊孝		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		0		0		個人		押田　徹		800

				個人 コジン		吉野　和夫		400		個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		脇本　裕夫		300		100		100		個人		加藤　房雄		800

				個人 コジン		劉　科一		400		個人 コジン		牧田　直之		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		0		300		個人		加藤　優子		800

				個人 コジン		若杉　栄三		400		個人 コジン		卷島　純一朗		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		0		0		個人		片山　勝巳		800

				個人 コジン		若林　正己		400		個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		西本　正徳		225		225		225		個人		金子　雅実		800

				個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		中司　美枝子		207		207		207		個人		鎌田　紘幸		800

				個人 コジン		渡辺　温子		400		個人 コジン		松岡　賢治		300		個人 コジン		青島　翼		200		200		200		個人		川野　大地		800

				個人 コジン		渡辺　憲		400		個人 コジン		松岡　拓郎		300		個人 コジン		青柳　敬		200		200		200		個人		菊池　隆介		800

				個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		松岡　真代		300		個人 コジン		赤阪　吉男		200		200		200		個人		北角　匡		800

				個人 コジン		青木　淑明		300		個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		赤路　直次		200		200		200		個人		清家　優		800

				個人 コジン		青木　雅彦		300		個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		朝倉　敏景		200		200		200		個人		黒田　英利		800

				個人 コジン		青木　洋一		300		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		網中　敏幸		200		200		200		個人		小池　信祐		800

				個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		荒巻　真一		200		200		200		個人		小川　浩司		800

				個人 コジン		秋月　太与子		300		個人 コジン		三明　昌子		300		個人 コジン		新井　三雄		200		200		200		個人		小出　幸司		800

				個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		三上　義廣		300		個人 コジン		有年　克浩		200		200		200		個人		小林　優之		800

				個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		井上　寛		200		200		200		個人		小椋　靖司		800

				個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		井上　剛彦		200		200		200		個人		米田　憲明		800

				個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		三木　宏之		300		個人 コジン		井波　久直		200		200		200		個人		佐藤　明雄		800

				個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		井俣　恭彦		200		200		200		個人		佐々木　真弓		800

				個人 コジン		天春　立兵		300		個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		生駒　敏博		200		200		200		個人		崔　勝準		800

				個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		池田　俊治		200		200		200		個人		阪本　雄一郎		800

				個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		水谷　昌代		300		個人 コジン		石井　康信		200		200		200		個人		榊原　敏彦		800

				個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		石崎　和久		200		200		200		個人		周　賢偉		800

				個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		今井　みち		200		200		200		個人		白神　圭介		800

				個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		村上　千代子		300		個人 コジン		岩田　淳治		200		200		200		個人		須藤　榮治		800

				個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		岩田　直也		200		200		200		個人		杉本　美香		800

				個人 コジン		有馬　正浩		300		個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		岩本　陽子		200		200		200		個人		杉本　光		800

				個人 コジン		井上　幹雄		300		個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		宇田　紘助		200		200		200		個人		田中　秀明		800

				個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		鵜之家　輔		200		200		200		個人		田畑　円		800

				個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		内山　雅夫		200		200		200		個人		田畑　由香理		800

				個人 コジン		伊藤　明		300		個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		瓜生　竜也		200		200		200		個人		田村　万利子		800

				個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		榎　善紀		200		200		200		個人		高野　浩二		800

				個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		太田　優里		200		200		200		個人		高橋　憲一		800

				個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		大宅　宏季		200		200		200		個人		富井　良仁		800

				個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		大庭　伸夫		200		200		200		個人		中島　博司		800

				個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		大溝　純		200		200		200		個人		中谷　八千代		800

				個人 コジン		池上　和宏		300		個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		大籔　久志		200		200		200		個人		中村　英敏		800

				個人 コジン		池田　匡		300		個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		大脇　輝久		200		200		200		個人		中村　正子		800

				個人 コジン		石井　康信		300		個人 コジン		保田　浩二		300		個人 コジン		岡　尚美		200		200		200		個人		中村　元昭		800

				個人 コジン		石川　雅也		300		個人 コジン		山上　俊之		300		個人 コジン		岡崎　貴子		200		200		200		個人		中村　由美子		800

				個人 コジン		石川　裕之		300		個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		岡野　英次		200		200		200		個人		西田　順子		800

				個人 コジン		石島　弘章		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		加藤　志郎		200		200		200		個人		西ノ平　幸司		800

				個人 コジン		石田　喜美恵		300		個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		加藤　純朗		200		200		200		個人		ノエ　冬子		800

				個人 コジン		石田　裕紀子		300		個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		加藤　正道		200		200		200		個人		馬場　一彰		800

				個人 コジン		石屋　浩一		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		柿本　英生		200		200		200		個人		畑　一義		800

				個人 コジン		磯貝　幸一		300		個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		柏木　慶子		200		200		200		個人		浜渕　久志		800

				個人 コジン		一森　聡		300		個人 コジン		山本　友貴		300		個人 コジン		椛島　和男		200		200		200		個人		早川　晋		800

				個人 コジン		市川　龍太		300		個人 コジン		山本　昇		300		個人 コジン		鎌田　亮		200		200		200		個人		早野　悠貴		800

				個人 コジン		稲垣　喜代志		300		個人 コジン		山本　美佳		300		個人 コジン		川口　哲史		200		200		200		個人		林　俊宏		800

				個人 コジン		稲毛　秀夫		300		個人 コジン		山室　哲也		300		個人 コジン		菊地　健太郎		200		200		200		個人		林　正史		800

				個人 コジン		稲野　友泉		300		個人 コジン		横江　英子		300		個人 コジン		菊地　敏記		200		200		200		個人		藤井　正彦		800

				個人 コジン		稲葉　輝彦		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		北山　晃		200		200		200		個人		藤岡　和重		800

				個人 コジン		稲葉　洋之		300		個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		北山　竜太		200		200		200		個人		藤川　博		800

				個人 コジン		今田　善之		300		個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		桑原　和幸		200		200		200		個人		牧　さくら		800

				個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		小川　嘉明		200		200		200		個人		増原　茂雄		800

				個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		小川　勤		200		200		200		個人		松田　泰幸		800

				個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		個人 コジン		小暮　茂美		200		200		200		個人		松本　雄樹		800

				個人 コジン		岩本　加津江		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		小暮　宙史		200		200		200		個人		松元　隆		800

				個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		石川　和則		240		個人 コジン		小林　剛		200		200		200		個人		三田　信		800

				個人 コジン		上原　敦子		300		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		小林　史郎		200		200		200		個人		三戸　一徳		800

				個人 コジン		上村　希織		300		個人 コジン		赤尾　尚志		200		個人 コジン		五明　基泰		200		200		200		個人		満島　裕子		800

				個人 コジン		植木　健司		300		個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		合田　玉恵		200		200		200		個人		宮沢　康夫		800

				個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		米田　勇太		200		200		200		個人		村井　悠太		800

				個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		近藤　慶英		200		200		200		個人		八木　史生		800

				個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		近藤　博明		200		200		200		個人		安藤　文彦		800

				個人 コジン		内藤　良祐		300		個人 コジン		浅原　義智		200		個人 コジン		佐藤　厚志		200		200		200		個人		横山　一朗		800

				個人 コジン		梅田　直人		300		個人 コジン		朝倉　哲雄		200		個人 コジン		齋川　友也		200		200		200		個人		和田　真悟		800

				個人 コジン		江口　太郎		300		個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		阪本　雄一郎		200		200		200		個人		渡邉　公司		800

				個人 コジン		榎本　賢二		300		個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		笹川　邦宏		200		200		200		個人		渡邊　晃全		800

				個人 コジン		榎本　忠		300		個人 コジン		新井　智明		200		個人 コジン		雑賀　久夫		200		200		200		個人		渡辺　隆広		800

				個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		茂泉　行哉		200		200		200		個人		Ｈｅｒａｔｈ　Ｄｈａｎａｎｊａｙａ　Ｓａｍａｎｔｈａ		800

				個人 コジン		及川　敏		300		個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		柴田　浩司		200		200		200		個人		池田　浩和		750

				個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		末松　伸也		200		200		200		個人		阿部　紘樹		700

				個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		井上　暁登		200		個人 コジン		鈴木　輝昭		200		200		200		個人		阿部　正善		700

				個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		井上　麻衣子		200		個人 コジン		鈴木　俊毅		200		200		200		個人		青山　和彰		700

				個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		鈴木　亮平		200		200		200		個人		浅井　省吾		700

				個人 コジン		太田　雄也		300		個人 コジン		井上　直彦		200		個人 コジン		関　洋介		200		200		200		個人		浅野　正成		700

				個人 コジン		太田　孝		300		個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		千田　糸味		200		200		200		個人		新里　陽子		700

				個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		伊東　宏昌		200		個人 コジン		田口　靖子		200		200		200		個人		新保　晃		700

				個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		田鹿　公一		200		200		200		個人		飯島　規文		700

				個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		田代　久榮		200		200		200		個人		泉　明貴		700

				個人 コジン		大塚　章広		300		個人 コジン		飯田　大地		200		個人 コジン		田宮　淳		200		200		200		個人		上川　大輔		700

				個人 コジン		大塚　和男		300		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		個人 コジン		高木　宣行		200		200		200		個人		上田　智子		700

				個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		高橋　賢也		200		200		200		個人		上野　一平		700

				個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		池田　克広		200		個人 コジン		高松　明彦		200		200		200		個人		牛山　崇		700

				個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		高見　篤司		200		200		200		個人		内田　拓哉		700

				個人 コジン		大原　錫哲		300		個人 コジン		石田　恭嗣		200		個人 コジン		辰巳　雄一		200		200		200		個人		梅原　利香子		700

				個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		谷口　宏行		200		200		200		個人		大久保　貴代子		700

				個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		段林　孝信		200		200		200		個人		大黒　秀樹		700

				個人 コジン		大堀　宏		300		個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		寺林　亮		200		200		200		個人		大野　愛		700

				個人 コジン		大村　睦		300		個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		戸川　千鶴		200		200		200		個人		大野　倫太郎		700

				個人 コジン		大森　孝敏		300		個人 コジン		石原　朗		200		個人 コジン		友寄　聡子		200		200		200		個人		大野　和恵		700

				個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		石部　光夫		200		個人 コジン		中嶋　里紗		200		200		200		個人		恩田　靖		700

				個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		中嶋　敏司		200		200		200		個人		加藤　由広		700

				個人 コジン		岡村　明		300		個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		中出　徹		200		200		200		個人		垣内　駿吾		700

				個人 コジン		沖本　真季		300		個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		中丸　達也		200		200		200		個人		片貝　律菜		700

				個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		一見　治		200		個人 コジン		中村　愛弓		200		200		200		個人		叶屋　公敬		700

				個人 コジン		奥野　雅明		300		個人 コジン		市田　次夫		200		個人 コジン		中村　淳		200		200		200		個人		川口　仁		700

				個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		今田　善之		200		個人 コジン		中村　友彦		200		200		200		個人		河合　康廣		700

				個人 コジン		加藤　則夫		300		個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		永山　榮一		200		200		200		個人		喜田　輝幸		700

				個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		長井　悠佑		200		200		200		個人		菊池　謙作		700

				個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		長命　勇士		200		200		200		個人		菊地　信行		700

				個人 コジン		嘉村　信子		300		個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		西野　洋		200		200		200		個人		郡　泉		700

				個人 コジン		垣内　勇		300		個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		根木　正次		200		200		200		個人		小笠原　裕己		700

				個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		野口　一幸		200		200		200		個人		五島　泰信		700

				個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		岩田　和明		200		個人 コジン		原島　良平		200		200		200		個人		越智　彦至		700

				個人 コジン		柏谷　忍		300		個人 コジン		上垣　小百合		200		個人 コジン		半田　浩之		200		200		200		個人		駒井　大輔		700

				個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		上野　裕子		200		個人 コジン		日西　成二		200		200		200		個人		齊藤　眞一		700

				個人 コジン		片岸　俊		300		個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		樋口　浩輔		200		200		200		個人		桜木　裕次		700

				個人 コジン		片倉　照彦		300		個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		深川　耕次		200		200		200		個人		白井　文		700

				個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		上吉川　健一		200		個人 コジン		福島　祥太		200		200		200		個人		白井　みわ		700

				個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		福永　栄一		200		200		200		個人		鈴木　将鷹		700

				個人 コジン		金子　敦子		300		個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		藤田　護		200		200		200		個人		鈴木　友馨		700

				個人 コジン		金子　佳弘		300		個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		藤野　智弘		200		200		200		個人		鈴木　良		700

				個人 コジン		金田　耕市		300		個人 コジン		内藤　昇允		200		個人 コジン		藤原　誠		200		200		200		個人		高木　俊宏		700

				個人 コジン		神田　長之		300		個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		舟木　淳次		200		200		200		個人		高野　宣和		700

				個人 コジン		神戸　信行		300		個人 コジン		梅田　直人		200		個人 コジン		兵藤　誠		200		200		200		個人		高橋　平		700

				個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		細川　雄太		200		200		200		個人		高橋　正明		700

				個人 コジン		川上　裕子		300		個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		細川　浩嗣		200		200		200		個人		高橋　祐司		700

				個人 コジン		川島　繁		300		個人 コジン		江渡　大悟		200		個人 コジン		細野　千佳子		200		200		200		個人		滝沢　知孝		700

				個人 コジン		河口　正一		300		個人 コジン		榎本　忠		200		個人 コジン		堀川　久人		200		200		200		個人		竹内　由衣		700

				個人 コジン		木皿　直久		300		個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		堀田　敬之		200		200		200		個人		武山　美佐子		700

				個人 コジン		木村　進		300		個人 コジン		遠藤　弘貴		200		個人 コジン		前田　貴志		200		200		200		個人		谷郷　貴志		700

				個人 コジン		喜多　勇雄		300		個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		前野　貴弘		200		200		200		個人		土井　雅之		700

				個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		及川　敏		200		個人 コジン		舛岡　靖司		200		200		200		個人		土谷　陽平		700

				個人 コジン		北野　浩		300		個人 コジン		王　暁麗		200		個人 コジン		松村　きみ		200		200		200		個人		出口　昭利		700

				個人 コジン		北林　雅枝		300		個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		松元　貴樹		200		200		200		個人		堂園　隆博		700

				個人 コジン		北山　知孝		300		個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		丸尾　幸則		200		200		200		個人		中島　純一郎		700

				個人 コジン		清水　海斗		300		個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		三木　海斗		200		200		200		個人		長谷川　京子		700

				個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		三木　祐一朗		200		200		200		個人		西垣　弘樹		700

				個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		三宅　謙一郎		200		200		200		個人		野田　悠平		700

				個人 コジン		清水　亮平		300		個人 コジン		太田　雄也		200		個人 コジン		水野　廣秋		200		200		200		個人		ハイシマ　ダイジロウ		700

				個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		太田　孝		200		個人 コジン		村木　聡		200		200		200		個人		畠山　利彦		700

				個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		大塚　健		200		個人 コジン		孟　芸菁		200		200		200		個人		浜名　直樹		700

				個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		大西　恒子		200		個人 コジン		森田　啓文		200		200		200		個人		林田　康寿		700

				個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		森本　昌清		200		200		200		個人		原　慶子		700

				個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		大原　隆		200		個人 コジン		森山　強		200		200		200		個人		原田　保		700

				個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		八木　直子		200		200		200		個人		日野　将之		700

				個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		大山　雅穂		200		個人 コジン		矢郷　竜平		200		200		200		個人		平井　佑典		700

				個人 コジン		倉本　剛		300		個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		安田　和男		200		200		200		個人		平岡　拓男		700

				個人 コジン		栗山　幹夫		300		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		安宅　幸之助		200		200		200		個人		廣川　敏幸		700

				個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		山岸　花凛		200		200		200		個人		福島　桐典		700

				個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		岡田　邦夫		200		個人 コジン		山崎　雄一		200		200		200		個人		福田　充紀		700

				個人 コジン		欅田　均		300		個人 コジン		岡本　隆之		200		個人 コジン		山崎　良喜		200		200		200		個人		藤井　丈典		700

				個人 コジン		小池　祐一		300		個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		山本　太寛		200		200		200		個人		藤川　茂樹		700

				個人 コジン		小川　雅大		300		個人 コジン		岡村　政紘		200		個人 コジン		山本　公洋		200		200		200		個人		藤田　一郎		700

				個人 コジン		小倉　良平		300		個人 コジン		御法川　裕介		200		個人 コジン		柚賀　勝昭		200		200		200		個人		星野　真資		700

				個人 コジン		小澤　直斗		300		個人 コジン		加門　敏弘		200		個人 コジン		横尾　進		200		200		200		個人		松井　昭太郎		700

				個人 コジン		小澤　義廣		300		個人 コジン		加藤　英明		200		個人 コジン		横川　忠弘		200		200		200		個人		松元　清貴		700

				個人 コジン		小園　弘美		300		個人 コジン		加藤　辰巳		200		個人 コジン		吉田　剛		200		200		200		個人		丸山　稔正		700

				個人 コジン		小田　妙子		300		個人 コジン		加藤　美佳		200		個人 コジン		吉田　智暁		200		200		200		個人		三浦　早月		700

				個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		吉山　容正		200		200		200		個人		峯芝　毅史		700

				個人 コジン		小林　一行		300		個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		依田　勝		200		200		200		個人		宮本　早百合		700

				個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		笠井　威		200		個人 コジン		両瀬　浩		200		200		200		個人		森本　隆夫		700

				個人 コジン		小林　優樹		300		個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		脇　治		200		200		200		個人		矢山　士朗		700

				個人 コジン		小牧　大介		300		個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		渡辺　英喜		200		200		200		個人		安形　隆男		700

				個人 コジン		小松　千春		300		個人 コジン		片岡　康子		200		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		0		0		個人		山崎　茂		700

				個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		秋原　紀子		200		100		200		個人		山崎　成倫		700

				個人 コジン		五島　吏津子		300		個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		秋森　大		200		0		0		個人		弓取　裕明		700

				個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		金田　耕市		200		個人 コジン		浅原　義智		200		0		200		個人		横山　和哉		700

				個人 コジン		五藤　誠		300		個人 コジン		金森　泰洋		200		個人 コジン		浅間　祐一		200		100		200		個人		吉沢　栄子		700

				個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		朝原　秀太		200		-1500		200		個人		吉田　桃花		700

				個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		軽込　隆士		200		個人 コジン		新倉　英男		200		0		0		個人		吉田　裕一		700

				個人 コジン		越川　敏治		300		個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		新野　栄一		200		0		0		個人		吉村　藍佳		700

				個人 コジン		近藤　守		300		個人 コジン		川北　亨		200		個人 コジン		有賀　朝一		200		-100		-100		個人		輪田　充哉		700

				個人 コジン		佐多　宗		300		個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		有福　誠和		200		0		0		個人		塚越　慧		606

				個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		井上　暁登		200		0		200		個人		井上　遊		600

				個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		川野　俊		200		個人 コジン		井上　麻衣子		200		0		200		個人		伊達　貴子		600

				個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		川向　元次		200		個人 コジン		井上　将志		200		0		0		個人		伊藤　顕二郎		600

				個人 コジン		佐藤　重信		300		個人 コジン		川村　修介		200		個人 コジン		伊藤　誠子		200		0		0		個人		石上　弘光		600

				個人 コジン		佐藤　章		300		個人 コジン		河合　一将		200		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		0		100		個人		石坂　幸樹		600

				個人 コジン		佐藤　敏和		300		個人 コジン		河野　紀子		200		個人 コジン		石田　恭嗣		200		0		200		個人		石橋　五月		600

				個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		河原　純一		200		個人 コジン		石田　裕紀子		200		-100		-100		個人		板野　修一		600

				個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		河村　賢		200		個人 コジン		石塚　剛史		200		0		0		個人		一関　元		600

				個人 コジン		佐々木　真光		300		個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		石原　真		200		0		0		個人		市河原　啓正		600

				個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		磯田　聡		200		0		0		個人		稲垣　友成		600

				個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		木村　修次		200		個人 コジン		一見　治		200		0		200		個人		今田　清		600

				個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		木村　進		200		個人 コジン		今田　善之		200		0		-100		個人		岩元　裕也		600

				個人 コジン		齋藤　守		300		個人 コジン		氣仙　英明		200		個人 コジン		今村　勲		200		0		0		個人		宇都宮　祐二		600

				個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		入江　太郎		200		0		0		個人		上戸　芳信		600

				個人 コジン		坂　江美		300		個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		岩崎　雅之		200		0		0		個人		上野　宏之		600

				個人 コジン		坂井　恵介		300		個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		宇田川　明男		200		-200		0		個人		内藤　滋之		600

				個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		北郷　起示江		200		個人 コジン		上野　裕子		200		0		200		個人		内藤　隆徳		600

				個人 コジン		坂部　晃一		300		個人 コジン		北村　弘昭		200		個人 コジン		内田　明生		200		0		0		個人		大石　諒太		600

				個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		清水　眞		200		個人 コジン		内田　光則		200		-100		200		個人		大川　洋平		600

				個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		許　蛍雪		200		個人 コジン		漆原　由美		200		0		0		個人		大河原　一博		600

				個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		切明　貴宏		200		個人 コジン		遠藤　幸治		200		0		0		個人		大城　章実		600

				個人 コジン		志田　洋暁		300		個人 コジン		久保　しず		200		個人 コジン		王　芳		200		0		0		個人		大宅　宏季		600

				個人 コジン		椎野　朋之		300		個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		大川　祥央		200		0		0		個人		大西　賢司		600

				個人 コジン		鹿瀬　公生		300		個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		大澤　幸也		200		100		100		個人		大原　卓		600

				個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		倉橋　正憲		200		個人 コジン		大嶋　洋平		200		0		0		個人		岡本　孝雄		600

				個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		栗林　茂		200		個人 コジン		大西　恒子		200		0		200		個人		荻原　輝久		600

				個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		栗原　寛典		200		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		0		0		個人		形野　文彦		600

				個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		黒田　龍		200		個人 コジン		岡本　昌弘		200		0		0		個人		勝　正広		600

				個人 コジン		渋木　博信		300		個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		加藤　渉		200		-100		-100		個人		勝元　榮一		600

				個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		小泉　幸秀		200		個人 コジン		掛札　政宏		200		0		0		個人		門脇　啓介		600

				個人 コジン		白橋　昭夫		300		個人 コジン		小川　庸子		200		個人 コジン		笠井　威		200		0		200		個人		金　亜耶		600

				個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		小田　隆信		200		個人 コジン		梶本　卓司		200		0		0		個人		金城　巌		600

				個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		小田島　公之		200		個人 コジン		川上　明		200		0		0		個人		金取　孝一		600

				個人 コジン		須藤　治		300		個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		川口　宏		200		0		0		個人		鎌尾　義明		600

				個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		小野　嘉彦		200		個人 コジン		川角　高久		200		0		0		個人		神田　正明		600

				個人 コジン		菅沼　寛二		300		個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		河合　一将		200		0		200		個人		川井　仁一		600

				個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		河野　紀子		200		0		200		個人		川島　大典		600

				個人 コジン		杉田　年男		300		個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		木下　敬介		200		-200		0		個人		川原田　将人		600

				個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		木下　勇人		200		0		0		個人		木村　直樹		600

				個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		木野　耕一		200		0		0		個人		木山　裕登		600

				個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		小松　祐介		200		個人 コジン		氣仙　英明		200		0		200		個人		菊地原　末代		600

				個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		喜田　茂		200		0		0		個人		北浜　昌幸		600

				個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		北大路　永典		200		0		0		個人		北村　玲恩		600

				個人 コジン		鈴木　隆		300		個人 コジン		後藤　純平		200		個人 コジン		北村　隆幸		200		100		100		個人		工藤　祐一		600

				個人 コジン		鈴木　司		300		個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		切明　貴宏		200		0		100		個人		桑原　秀次		600

				個人 コジン		鈴木　哲也		300		個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		久保　賢治		200		-100		200		個人		桑原　裕		600

				個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		佐野　光敬		200		個人 コジン		玖村　孝博		200		100		100		個人		小久保　奈海		600

				個人 コジン		住田　兼良		300		個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		葛原　崇子		200		0		0		個人		小坂　和智		600

				個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		窪田　裕之		200		-100		200		個人		小菅　章稔		600

				個人 コジン		関川　昭二		300		個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		倉知　宏治		200		100		200		個人		小野　健		600

				個人 コジン		関根　隆行		300		個人 コジン		佐藤　恵子		200		個人 コジン		栗林　茂		200		0		200		個人		小野　保		600

				個人 コジン		千田　俊介		300		個人 コジン		佐藤　楓莉		200		個人 コジン		小島　榮一		200		-300		200		個人		小野　靖明		600

				個人 コジン		千葉　光夫		300		個人 コジン		佐藤　智也		200		個人 コジン		小田島　公之		200		0		200		個人		小林　節子		600

				個人 コジン		曽田　俊之		300		個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		小林　敬司		200		100		100		個人		小森　龍二		600

				個人 コジン		曽田　春枝		300		個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		小林　茂		200		0		0		個人		米丸　敏彦		600

				個人 コジン		曽根　俊祐		300		個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		小松　孝		200		-400		-200		個人		佐立　敬昭		600

				個人 コジン		田上　博		300		個人 コジン		佐々木　健介		200		個人 コジン		小村　由樹子		200		0		0		個人		佐野　成雅		600

				個人 コジン		田口　拓也		300		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		甲斐　民子		200		0		0		個人		佐藤　誠		600

				個人 コジン		田口　宏明		300		個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		佐久間　照哉		200		100		200		個人		佐藤　優希		600

				個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		佐藤　恵子		200		0		100		個人		澤田　克栄		600

				個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		齋藤　敦子		200		個人 コジン		佐藤　功		200		100		100		個人		静　好洋		600

				個人 コジン		田中　京子		300		個人 コジン		齋藤　富昭		200		個人 コジン		佐々木　寛		200		0		0		個人		芝田　隆志		600

				個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		0		0		個人		嶋田　浩佳		600

				個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		坂本　紳之介		200		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		0		0		個人		下地　和帆		600

				個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		坂本　知子		200		個人 コジン		齋藤　敦子		200		0		200		個人		末光　宣文		600

				個人 コジン		田中　雅晴		300		個人 コジン		坂本　照行		200		個人 コジン		齊藤　好美		200		0		0		個人		杉村　敦子		600

				個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		櫻井　綾		200		-100		-100		個人		鈴木　悟		600

				個人 コジン		田光　康宏		300		個人 コジン		榊原　心		200		個人 コジン		塩川　和子		200		0		0		個人		鈴木　哲也		600

				個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		柴田　浩徳		200		0		0		個人		曽根　一郎		600

				個人 コジン		高倉　康		300		個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		白澤　悦子		200		0		0		個人		田頭　伸直		600

				個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		澤田　加代子		200		個人 コジン		須藤　嘉一		200		0		200		個人		田中　克		600

				個人 コジン		高田　宗典		300		個人 コジン		志賀　隆啓		200		個人 コジン		諏澤　俊二		200		0		0		個人		田中　裕二		600

				個人 コジン		高田　宏		300		個人 コジン		志水　正治		200		個人 コジン		杉本　健		200		-100		-100		個人		田沼　秀行		600

				個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		杉山　勝行		200		0		0		個人		高橋　豪一		600

				個人 コジン		高橋　秀明		300		個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		杉山　裕一		200		0		0		個人		高橋　徹夫		600

				個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		鹿島　承志		200		個人 コジン		鈴木　啓子		200		0		0		個人		高橋　遼磨		600

				個人 コジン		高森　一修		300		個人 コジン		篠崎　晴喜		200		個人 コジン		関口　一郎		200		0		100		個人		武田　圭樹		600

				個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		千田　寛子		200		0		200		個人		武田　眞幸		600

				個人 コジン		瀧川　紀男		300		個人 コジン		嶌田　健治		200		個人 コジン		田口　富彦		200		0		200		個人		辰巳　佳子		600

				個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		島村　美樹		200		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		0		0		個人		辰見　陽雪		600

				個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		田中　久雄		200		0		200		個人		谷井　晃慶		600

				個人 コジン		竹田　恵里		300		個人 コジン		城福　宏吉		200		個人 コジン		田端　伸行		200		0		0		個人		谷上　元康		600

				個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		須藤　嘉一		200		個人 コジン		田邊　陽一		200		0		0		個人		玉井　悦子		600

				個人 コジン		武富　涼		300		個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		高野　淳一		200		-100		100		個人		玉邑　光		600

				個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		高橋　一幸		200		0		100		個人		手塚　里惠		600

				個人 コジン		武本　誠		300		個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		高橋　毅		200		0		200		個人		寺門　真里		600

				個人 コジン		立山　忠夫		300		個人 コジン		杉浦　進		200		個人 コジン		高橋　寿文		200		0		0		個人		寺部　佳孝		600

				個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		高村　喬		200		0		0		個人		都丸　靖直		600

				個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		瀧脇　宏		200		100		200		個人		當眞　嗣興		600

				個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		竹内　一志		200		-100		200		個人		冨岡　亘		600

				個人 コジン		陳　登		300		個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		武富　秀俊		200		0		0		個人		冨田　紘一郎		600

				個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		立松　亨倫		200		0		100		個人		冨増　諭史		600

				個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		駿見　千尋		200		個人 コジン		舘野　哲夫		200		0		0		個人		友近　威志		600

				個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		瀬下　康子		200		個人 コジン		谷本　達哉		200		200		200		個人		中丸　達也		600

				個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		関口　一郎		200		個人 コジン		谷本　知子		200		0		0		個人		中村　充広		600

				個人 コジン		塚田　正夫		300		個人 コジン		千田　英樹		200		個人 コジン		谷本　義男		200		0		0		個人		長谷川　富明		600

				個人 コジン		塚本　とり		300		個人 コジン		千田　寛子		200		個人 コジン		対馬　健貴		200		0		200		個人		長谷川　直紀		600

				個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		曽宮　秀和		200		個人 コジン		土屋　大助		200		100		200		個人		長谷川　美佐子		600

				個人 コジン		土口　裕		300		個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		鶴田　幸		200		0		0		個人		鳴戸　栄朗		600

				個人 コジン		土屋　嘉久		300		個人 コジン		田口　富彦		200		個人 コジン		出口　広美		200		100		200		個人		西澤　憲彦		600

				個人 コジン		常本　悟		300		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		寺井　和美		200		-200		200		個人		西田　和貴		600

				個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		戸川　潤一		200		0		0		個人		西村　英昭		600

				個人 コジン		寺島　一代		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		戸城　秀樹		200		-900		200		個人		西村　薫		600

				個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		等々力　文夫		200		0		0		個人		橋本　良夫		600

				個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		飛田　翔		200		100		100		個人		初見　俊宣		600

				個人 コジン		徳永　由紀		300		個人 コジン		田畑　由香理		200		個人 コジン		富永　尚晃		200		0		0		個人		原田　高宏		600

				個人 コジン		徳山　京一郎		300		個人 コジン		田原　紀美子		200		個人 コジン		豊田　昇		200		0		0		個人		日榮　隆広		600

				個人 コジン		年末　仁信		300		個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		鳥居　光子		200		0		0		個人		平井　真弓		600

				個人 コジン		栃尾　保		300		個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		中嶋　紀子		200		0		0		個人		廣瀬　光		600

				個人 コジン		冨士野　正		300		個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		中森　典雄		200		0		0		個人		廣田　紀人		600

				個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		高橋　一幸		200		個人 コジン		中山　茂夫		200		0		0		個人		廣中　久記		600

				個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		高橋　毅		200		個人 コジン		中山　由紀子		200		0		0		個人		福島　恵理		600

				個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		永田　加壽子		200		0		0		個人		福田　真平		600

				個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		高橋　千珠		200		個人 コジン		永田　優		200		0		0		個人		福本　有紀		600

				個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		永野　春海		200		0		0		個人		藤江　康之		600

				個人 コジン		中川　整司		300		個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		0		200		個人		藤原　一郎		600

				個人 コジン		中澤　那世留		300		個人 コジン		竹内　満里子		200		個人 コジン		難波　佳奈		200		0		0		個人		藤本　忠幸		600

				個人 コジン		中嶋　龍也		300		個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		西田　友紀		200		0		0		個人		藤村　昭子		600

				個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		竹田　恵里		200		個人 コジン		西林　真		200		0		0		個人		舟川　佳佑		600

				個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		竹中　康史		200		個人 コジン		西槙　康博		200		0		0		個人		冬木　裕		600

				個人 コジン		中根　久徳		300		個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		野口　政夫		200		0		200		個人		堀内　哲夫		600

				個人 コジン		中野　二三男		300		個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		橋爪　孝		200		0		200		個人		堀越　秀昭		600

				個人 コジン		中野　正章		300		個人 コジン		武本　直美		200		個人 コジン		橋本　サチ子		200		0		0		個人		堀田　綾乃		600

				個人 コジン		中村　道子		300		個人 コジン		立石　将仁		200		個人 コジン		畠中　克洋		200		0		200		個人		前田　眞千		600

				個人 コジン		中村　由里香		300		個人 コジン		立野　眞純		200		個人 コジン		浜口　真吾		200		100		200		個人		幕内　梨恵		600

				個人 コジン		中山　貞雄		300		個人 コジン		立松　亨倫		200		個人 コジン		浜田　普史		200		100		200		個人		松井　香織		600

				個人 コジン		中山　滋		300		個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		林　政樹		200		0		0		個人		松田　秀次		600

				個人 コジン		永井　敦		300		個人 コジン		谷崎　秀人		200		個人 コジン		伴　貞俊		200		100		100		個人		松田　真由美		600

				個人 コジン		永石　明		300		個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		東　寛		200		0		200		個人		丸山　法昭		600

				個人 コジン		永嶋　達矢		300		個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		東　孝		200		0		0		個人		三上　雄司		600

				個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		玉木　有一		200		個人 コジン		服部　治光		200		0		200		個人		三木　保博		600

				個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		副島　澄子		200		0		0		個人		三坂　康博		600

				個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		対馬　健貴		200		個人 コジン		福島　江里子		200		0		0		個人		三村　安信		600

				個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		土井　英邦		200		個人 コジン		福田　勝		200		0		200		個人		水戸　進		600

				個人 コジン		長　彩華		300		個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		福原　大介		200		0		0		個人		満田　慎也		600

				個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		土橋　隆之		200		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		0		0		個人		宮崎　安登		600

				個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		土肥　健一郎		200		個人 コジン		藤田　雅弘		200		0		200		個人		村田　衛		600

				個人 コジン		長尾　重司		300		個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		藤原　教浩		200		-800		200		個人		望月　保彦		600

				個人 コジン		長島　豊美		300		個人 コジン		寺窪　幸雄		200		個人 コジン		藤原　正也		200		0		0		個人		森田　賢		600

				個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		本間　道郎		200		0		0		個人		薮原　孝雄		600

				個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		松井　憲司		200		0		0		個人		山岡　和男		600

				個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		0		0		個人		山形　呈太		600

				個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		松田　敏弘		200		0		0		個人		山崎　稜介		600

				個人 コジン		荷方　惣一朗		300		個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		松野　雅人		200		0		200		個人		山下　数馬		600

				個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		時庭　真衣		200		個人 コジン		松原　勉		200		100		200		個人		山本　直樹		600

				個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		三次　庸義		200		0		200		個人		横松　秀夫		600

				個人 コジン		西村　勝浩		300		個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		水越　正信		200		0		0		個人		吉村　静佳		600

				個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		豊嶋　史哲		200		個人 コジン		水谷　和子		200		0		200		個人		吉村　ひろみ		600

				個人 コジン		西村　雅彦		300		個人 コジン		豊島　保博		200		個人 コジン		宮野　秀基		200		0		0		個人		頼岡　詩子		600

				個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		村松　又太郎		200		0		200		個人		李　睿棟		600

				個人 コジン		根田　知明		300		個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		森　秀雄		200		0		0		個人		和田　充史		600

				個人 コジン		根田　和明		300		個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		森　盛茂		200		0		0		個人		渡部　博文		600

				個人 コジン		野崎　慎平		300		個人 コジン		中井　隆行		200		個人 コジン		森下　みか		200		0		100		個人		渡辺　雅之		600

				個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		中井　房枝		200		個人 コジン		森田　富夫		200		0		100		個人		黒川　正弘		501

				個人 コジン		野間口　俊之		300		個人 コジン		中岡　重貴		200		個人 コジン		森本　博海		200		0		100		個人		阿部　和也		500

				個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		中川　泰祐		200		個人 コジン		八重樫　久		200		0		0		個人		青木　義幸		500

				個人 コジン		野呂　健次郎		300		個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		安藤　一徳		200		0		200		個人		青柳　幸蔵		500

				個人 コジン		野々村　勝		300		個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		安藤　寛幸		200		0		0		個人		赤木　哲郎		500

				個人 コジン		能登谷　康子		300		個人 コジン		中谷　光男		200		個人 コジン		柳川　龍一		200		-200		-100		個人		浅沼　慎太朗		500

				個人 コジン		信長　努		300		個人 コジン		中西　啓太		200		個人 コジン		柳原　大輔		200		0		0		個人		天野　憲作		500

				個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		山岸　勝彦		200		0		200		個人		荒川　真		500

				個人 コジン		馬場　祐介		300		個人 コジン		中本　富士彌		200		個人 コジン		山下　賢二郎		200		0		200		個人		荒木　哲也		500

				個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		中本　吉弥		200		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		0		0		個人		新谷　恭英		500

				個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		吉岡　知紘		200		0		0		個人		新美　順康		500

				個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		吉竹　郁文		200		0		200		個人		粟田　剛平		500

				個人 コジン		浜野　文雄		300		個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		吉松　央夫		200		0		0		個人		井上　雄大		500

				個人 コジン		早野　重子		300		個人 コジン		中山　正太郎		200		個人 コジン		吉村　元成		200		0		0		個人		井上　修二		500

				個人 コジン		早野　好雄		300		個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		劉　憲明		200		0		100		個人		井川　一真		500

				個人 コジン		林　美緒		300		個人 コジン		永井　更沙		200		個人 コジン		和泉　直子		200		0		0		個人		伊藤　正騎		500

				個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		永岡　陽介		200		個人 コジン		和田　浩之		200		0		0		個人		伊藤　源基		500

				個人 コジン		原　龍夫		300		個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		中山　健二郎		120		0		120		個人		猪俣　為久		500

				個人 コジン		原　豊		300		個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		佐久間　信行		103		103		103		個人		石井　信廣		500

				個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		ハク　キン		100		100		100		個人		石田　英和		500

				個人 コジン		原田　育英		300		個人 コジン		永山　恒誉		200		個人 コジン		阿部　繁樹		100		100		100		個人		石田　隆三		500

				個人 コジン		原田　擴靖		300		個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		阿部　龍太郎		100		100		100		個人		石田　卓也		500

				個人 コジン		原田　裕一		300		個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		相沢　悠仁		100		100		100		個人		石山　嘉英		500

				個人 コジン		張　堅		300		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		個人 コジン		相本　美保子		100		100		100		個人		逸見　高明		500

				個人 コジン		春藤　啓文		300		個人 コジン		楢原　慶		200		個人 コジン		青木　伸治		100		100		100		個人		稲葉　希		500

				個人 コジン		東出　博美		300		個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		青木　稔		100		100		100		個人		稲葉　博隆		500

				個人 コジン		東藤　一司		300		個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		青柳　秀悟		100		100		100		個人		犬塚　良輔		500

				個人 コジン		疋嶋　春雄		300		個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		赤石　泰之		100		100		100		個人		今井　弘子		500

				個人 コジン		姫野　勇人		300		個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		浅井　泰雅		100		100		100		個人		岩田　外美		500

				個人 コジン		平井　陳幸		300		個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		浅野　聡宏		100		100		100		個人		岩竹　大吾		500

				個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		足立　美紀子		100		100		100		個人		宇田　唯人		500

				個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		西畑　公貴		200		個人 コジン		綾木　誠		100		100		100		個人		上野　勝洋		500

				個人 コジン		深谷　敏彦		300		個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		荒井　和雄		100		100		100		個人		上別府　洋平		500

				個人 コジン		福井　毅		300		個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		荒木　健治		100		100		100		個人		植木　浩司		500

				個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		野口　政夫		200		個人 コジン		荒木　雅夫		100		100		100		個人		浮田　大輔		500

				個人 コジン		福井　和男		300		個人 コジン		野澤　孝		200		個人 コジン		荒谷　紀子		100		100		100		個人		浦田　修		500

				個人 コジン		福岡　正淑		300		個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		新井　功		100		100		100		個人		瓜生　竜也		500

				個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		橋爪　孝		200		個人 コジン		新保　大祐		100		100		100		個人		尾形　一典		500

				個人 コジン		福永　貴寛		300		個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		新山　寛治		100		100		100		個人		大河内　つゆ子		500

				個人 コジン		藤浦　仁恵		300		個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		有木　信也		100		100		100		個人		大熊　祐介		500

				個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		畠中　克洋		200		個人 コジン		有馬　亨		100		100		100		個人		大黒　真里子		500

				個人 コジン		藤門　龍児		300		個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		淡路　紀世子		100		100		100		個人		大澤　好美		500

				個人 コジン		藤田　克也		300		個人 コジン		原　大輔		200		個人 コジン		井上　貴友		100		100		100		個人		大谷　舞		500

				個人 コジン		藤田　肇		300		個人 コジン		原　智康		200		個人 コジン		井上　研一		100		100		100		個人		大野　徹		500

				個人 コジン		藤沼　一夫		300		個人 コジン		春名　尊文		200		個人 コジン		井上　静香		100		100		100		個人		大野　洋		500

				個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		井上　俊介		100		100		100		個人		大森　壮晃		500

				個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		東　寛		200		個人 コジン		井上　法子		100		100		100		個人		大山　裕美		500

				個人 コジン		藤本　良一		300		個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		井部　洋		100		100		100		個人		岡　拓弥		500

				個人 コジン		藤光　厚子		300		個人 コジン		広瀬　有来		200		個人 コジン		伊佐　和貴		100		100		100		個人		岡田　之秀		500

				個人 コジン		古川　陽輝		300		個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		伊部　鉄雄		100		100		100		個人		岡村　国博		500

				個人 コジン		古田　克仁		300		個人 コジン		服部　治光		200		個人 コジン		伊藤　貴敏		100		100		100		個人		岡村　伸樹		500

				個人 コジン		古野　雅敏		300		個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		伊藤　誠		100		100		100		個人		奥田　京子		500

				個人 コジン		古山　末波		300		個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		伊藤　敏幸		100		100		100		個人		加賀美　香織		500

				個人 コジン		穂坂　弘治		300		個人 コジン		福田　勝		200		個人 コジン		伊藤　弘己		100		100		100		個人		加藤　泉		500

				個人 コジン		星川　義明		300		個人 コジン		福田　淳一		200		個人 コジン		伊藤　和廣		100		100		100		個人		加藤　太一		500

				個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		猪名川　正彦		100		100		100		個人		加藤　敬介		500

				個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		飯塚　規文		100		100		100		個人		加藤　哲也		500

				個人 コジン		堀内　法子		300		個人 コジン		藤田　雅弘		200		個人 コジン		池崎　裕介		100		100		100		個人		加藤　徳義		500

				個人 コジン		堀川　卓洋		300		個人 コジン		藤原　正也		200		個人 コジン		池田　嘉宏		100		100		100		個人		加藤　俊文		500

				個人 コジン		堀口　裕美		300		個人 コジン		藤本　哲朗		200		個人 コジン		池田　歩美		100		100		100		個人		加藤　博之		500

				個人 コジン		本田　岳昭		300		個人 コジン		船戸　繁代		200		個人 コジン		石井　照己		100		100		100		個人		加藤　美智子		500

				個人 コジン		本多　直哉		300		個人 コジン		古園　淳一		200		個人 コジン		石黒　慶一		100		100		100		個人		影山　啓五		500

				個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		古林　智		200		個人 コジン		石本　隆志		100		100		100		個人		風間　凌		500

				個人 コジン		前川　治		300		個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		市川　正巳		100		100		100		個人		片岡　真太郎		500

				個人 コジン		前川　晶代		300		個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		市川　昌博		100		100		100		個人		片倉　静子		500

				個人 コジン		前田　幸博		300		個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		市川　雅也		100		100		100		個人		勝又　雄一		500

				個人 コジン		前田　仁		300		個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		稲垣　利陽		100		100		100		個人		勝又　勇		500

				個人 コジン		前田　宣明		300		個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		稲田　昌彦		100		100		100		個人		金澤　峰子		500

				個人 コジン		前田　建		300		個人 コジン		前田　泰志		200		個人 コジン		稲田　怜		100		100		100		個人		金澤　良夫		500

				個人 コジン		前田　雅仁		300		個人 コジン		前原　正一		200		個人 コジン		稲葉　強		100		100		100		個人		金城　恵		500

				個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		稲本　周平		100		100		100		個人		兼子　啓		500

				個人 コジン		牧野　久晴		300		個人 コジン		増田　和久		200		個人 コジン		今井　理枝		100		100		100		個人		榧木　浩二		500

				個人 コジン		牧野　夏実		300		個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		今村　健一		100		100		100		個人		川上　秀樹		500

				個人 コジン		正　典克		300		個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		今村　徹也		100		100		100		個人		川神　智		500

				個人 コジン		益田　充教		300		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		岩井　啓		100		100		100		個人		川村　修介		500

				個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		松澤　博志		200		個人 コジン		岩本　直也		100		100		100		個人		河野　高伸		500

				個人 コジン		増田　和也		300		個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		岩村　菊江		100		100		100		個人		河本　則吉		500

				個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		松野　雅人		200		個人 コジン		上久保　豊		100		100		100		個人		木下　真実		500

				個人 コジン		松倉　光希		300		個人 コジン		松本　明男		200		個人 コジン		上田　尚志		100		100		100		個人		木村　一三		500

				個人 コジン		松下　浩二		300		個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		上田　和彦		100		100		100		個人		木村　友樹		500

				個人 コジン		松田　辰江		300		個人 コジン		三上　郁子		200		個人 コジン		上地　謙司		100		100		100		個人		紀伊　仁司		500

				個人 コジン		松原　花子		300		個人 コジン		三浦　康司		200		個人 コジン		上野　遵一		100		100		100		個人		北川　和哉		500

				個人 コジン		松原　炳吾		300		個人 コジン		三次　庸義		200		個人 コジン		上山　栄二		100		100		100		個人		北島　君子		500

				個人 コジン		松本　一彦		300		個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		植野　純吾		100		100		100		個人		邱　琳		500

				個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		水谷　和子		200		個人 コジン		牛田　叡		100		100		100		個人		清水　克彦		500

				個人 コジン		松本　昌裕		300		個人 コジン		水野　旭		200		個人 コジン		牛田　恭子		100		100		100		個人		清水　淳		500

				個人 コジン		松本　佑次		300		個人 コジン		南雲　義弘		200		個人 コジン		臼井　幸代		100		100		100		個人		桐本　貴啓		500

				個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		宮内　優		200		個人 コジン		内山　明		100		100		100		個人		久保田　彰		500

				個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		内山　香奈子		100		100		100		個人		久保田　泰弘		500

				個人 コジン		松村　城司		300		個人 コジン		村上　知行		200		個人 コジン		内山　隼人		100		100		100		個人		楠井　大地		500

				個人 コジン		松森　篤史		300		個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		梅野　孝雄		100		100		100		個人		窪田　徹		500

				個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		村松　又太郎		200		個人 コジン		梅宮　政俊		100		100		100		個人		窪田　博之		500

				個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		遠藤　佳代子		100		100		100		個人		隈部　征男		500

				個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		遠藤　悟		100		100		100		個人		熊谷　慶國		500

				個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		尾崎　啓一郎		100		100		100		個人		栗尾　正光		500

				個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		尾関　丈二		100		100		100		個人		栗原　恵		500

				個人 コジン		三塚　健次郎		300		個人 コジン		森岡　純子		200		個人 コジン		尾田　道徳		100		100		100		個人		車　昌鎬		500

				個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		森下　みか		200		個人 コジン		大内　裕基		100		100		100		個人		車谷　太佑		500

				個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		森田　富夫		200		個人 コジン		大木　茂		100		100		100		個人		黒田　極		500

				個人 コジン		水野　登美子		300		個人 コジン		森本　博海		200		個人 コジン		大京寺　淳		100		100		100		個人		黒部　智弘		500

				個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		大國　宏		100		100		100		個人		桑山　聡志		500

				個人 コジン		宮田　俊之		300		個人 コジン		安田　智子		200		個人 コジン		大隅　悠司		100		100		100		個人		小久保　久子		500

				個人 コジン		向井　隆		300		個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		大塚　利夫		100		100		100		個人		小島　安子		500

				個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		安藤　一徳		200		個人 コジン		大坪　督政		100		100		100		個人		小島　律志		500

				個人 コジン		村上　政明		300		個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		大西　眞博		100		100		100		個人		小野　康二		500

				個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		安藤　正純		200		個人 コジン		大橋　義彦		100		100		100		個人		小野島　洋樹		500

				個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		柳田　泰明		200		個人 コジン		大平　勇輝		100		100		100		個人		小畠　保		500

				個人 コジン		持田　昌己		300		個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		大村　隆浩		100		100		100		個人		小林　勝		500

				個人 コジン		望月　順朝		300		個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		大森　敏之		100		100		100		個人		小林　茂		500

				個人 コジン		森　洋明		300		個人 コジン		山岸　勝彦		200		個人 コジン		大山　あおい		100		100		100		個人		小林　宏		500

				個人 コジン		森下　健一		300		個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		岡　貴志		100		100		100		個人		小林　宏隆		500

				個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		岡　卓史		100		100		100		個人		小林　真希		500

				個人 コジン		森田　直文		300		個人 コジン		山口　政房		200		個人 コジン		岡　真梨恵		100		100		100		個人		小林　美穂		500

				個人 コジン		諸星　戍		300		個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		岡　芳雄		100		100		100		個人		小原　謙二		500

				個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		山崎　恵子		200		個人 コジン		岡崎　俊二		100		100		100		個人		小平　純一		500

				個人 コジン		八木澤　繁		300		個人 コジン		山下　賢二郎		200		個人 コジン		岡崎　昇		100		100		100		個人		五十嵐　紀之		500

				個人 コジン		八木橋　進		300		個人 コジン		山下　理起夫		200		個人 コジン		岡田　知子		100		100		100		個人		駒場　好夫		500

				個人 コジン		八田　幸雄		300		個人 コジン		山田　才治		200		個人 コジン		岡田　美秀子		100		100		100		個人		米川　博則		500

				個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		岡田　康		100		100		100		個人		近藤　英子		500

				個人 コジン		八野　聖子		300		個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		岡部　修也		100		100		100		個人		近藤　春子		500

				個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		岡部　理枝子		100		100		100		個人		近藤　正和		500

				個人 コジン		箭野　朝土		300		個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		岡村　慎也		100		100		100		個人		佐貫　真弓		500

				個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		荻野　宏司		100		100		100		個人		佐久間　務		500

				個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		奥脇　保秋		100		100		100		個人		佐野　美恵子		500

				個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		鬼頭　一善		100		100		100		個人		佐藤　伸也		500

				個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		温井　みち代		100		100		100		個人		佐藤　秀		500

				個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		加瀬　宏		100		100		100		個人		佐々木　雅大		500

				個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		吉竹　郁文		200		個人 コジン		加納　大暉		100		100		100		個人		齊木　公一		500

				個人 コジン		柳川　龍一		300		個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		加藤　亜津子		100		100		100		個人		齋藤　拓也		500

				個人 コジン		柳澤　隆治		300		個人 コジン		吉村　俊一		200		個人 コジン		加藤　剛		100		100		100		個人		坂部　啓太		500

				個人 コジン		柳原　直臣		300		個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		加藤　仙太郎		100		100		100		個人		坂本　隆		500

				個人 コジン		山上　俊之		300		個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		加藤　月江		100		100		100		個人		坂本　唯規子		500

				個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		劉　憲明		200		個人 コジン		會田　カツ子		100		100		100		個人		坂本　めぐみ		500

				個人 コジン		山口　明也		300		個人 コジン		和泉　誠		200		個人 コジン		柿崎　赳		100		100		100		個人		櫻井　健		500

				個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		篭橋　努		100		100		100		個人		酒井　克希		500

				個人 コジン		山口　佐代子		300		個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		笠原　嘉人		100		100		100		個人		酒井　信吾		500

				個人 コジン		山口　知広		300		個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		笠松　祐紀		100		100		100		個人		笹倉　圭太		500

				個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		柏崎　雄一		100		100		100		個人		沢田　和雪		500

				個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		柏崎　愼悟		100		100		100		個人		志田　扶		500

				個人 コジン		山口　弘城		300		個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		柏葉　洋子		100		100		100		個人		塩沢　史		500

				個人 コジン		山嵜　雄一郎		300		個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		梶原　敏博		100		100		100		個人		塩田　博人		500

				個人 コジン		山下　廣		300		個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		片野　秀司		100		100		100		個人		茂木　拓真		500

				個人 コジン		山下　泰弘		300		個人 コジン		渡邊　憲		200		個人 コジン		門脇　心平		100		100		100		個人		篠原　永紀		500

				個人 コジン		山田　一正		300		個人 コジン		中山　健二郎		120		個人 コジン		門脇　亮太		100		100		100		個人		芝岡　峻光		500

				個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		金子　喜則		100		100		100		個人		柴田　基之		500

				個人 コジン		山田　尚史		300		個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		金子　功		100		100		100		個人		柴田　晃宏		500

				個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		神川　千絵		100		100		100		個人		柴田　誠		500

				個人 コジン		山中　清司		300		個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		神凉　知昭		100		100		100		個人		嶋　優介		500

				個人 コジン		山西　健一		300		個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		亀井　章年		100		100		100		個人		島崎　克彦		500

				個人 コジン		山根　省二		300		個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		川口　貴文		100		100		100		個人		島津　寿一		500

				個人 コジン		山本　勇		300		個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		川田　亜友子		100		100		100		個人		白石　文生		500

				個人 コジン		山室　哲也		300		個人 コジン		青木　滋		100		個人 コジン		川西　知子		100		100		100		個人		白鳥　範子		500

				個人 コジン		山脇　武典		300		個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		川村　俊彦		100		100		100		個人		菅野　敦子		500

				個人 コジン		油谷　幸子		300		個人 コジン		青木　洋一		100		個人 コジン		河瀬　豊		100		100		100		個人		菅野　雄介		500

				個人 コジン		與那覇　奏蘭		300		個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		乾　隼人		100		100		100		個人		菅野　幸夫		500

				個人 コジン		横江　勇司		300		個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		寒河江　康文		100		100		100		個人		杉江　以津子		500

				個人 コジン		横田　英		300		個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		木村　太		100		100		100		個人		杉尾　健二		500

				個人 コジン		横山　正宏		300		個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		枳穀　美佐子		100		100		100		個人		杉尾　洋呑		500

				個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		赤木　房江		100		個人 コジン		喜多　剛		100		100		100		個人		鈴木　敦夫		500

				個人 コジン		吉田　雄太郎		300		個人 コジン		赤坂　利一		100		個人 コジン		儀間　光夫		100		100		100		個人		鈴木　啓義		500

				個人 コジン		吉田　国男		300		個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		菊井　昭子		100		100		100		個人		鈴木　富夫		500

				個人 コジン		吉田　純子		300		個人 コジン		秋岡　裕		100		個人 コジン		菊田　鈴子		100		100		100		個人		鈴木　眞有美		500

				個人 コジン		吉田　友紀		300		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		菊田　宗平		100		100		100		個人		鈴木　美砂		500

				個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		秋馬　宗則		100		個人 コジン		菊地原　末代		100		100		100		個人		鈴木　芳賢		500

				個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		秋原　紀子		100		個人 コジン		北林　勝義		100		100		100		個人		関　功太		500

				個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		北原　くるみ		100		100		100		個人		関口　知樹		500

				個人 コジン		和田　学士		300		個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		北村　進一		100		100		100		個人		善田　佳子		500

				個人 コジン		渡引　文男		300		個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		喬　新		100		100		100		個人		田中　里美		500

				個人 コジン		渡部　昭子		300		個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		切明　智美		100		100		100		個人		田邊　基樹		500

				個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		浅間　祐一		100		個人 コジン		工藤　文		100		100		100		個人		田村　明彦		500

				個人 コジン		渡邉　大輔		300		個人 コジン		浅見　俊雄		100		個人 コジン		工藤　玲司		100		100		100		個人		田村　千尋		500

				個人 コジン		渡邉　茂喜		300		個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		楠　時恵		100		100		100		個人		高貝　昌弘		500

				個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		國繁　治史		100		100		100		個人		高木　真一郎		500

				個人 コジン		渡邊　亮太		300		個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		熊谷　瞬		100		100		100		個人		高瀬　知史		500

				個人 コジン		石井　祐子		250		個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		蔵薗　俊明		100		100		100		個人		高橋　一花		500

				個人 コジン		阿蘇　豊		200		個人 コジン		足立　守		100		個人 コジン		栗岡　久雄		100		100		100		個人		高橋　克典		500

				個人 コジン		阿部　宏史		200		個人 コジン		味藤　浩		100		個人 コジン		栗本　規昭		100		100		100		個人		高橋　誠		500

				個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		黒木　洋一		100		100		100		個人		高屋　満		500

				個人 コジン		赤尾　文男		200		個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		黒須　博道		100		100		100		個人		高山　慎一郎		500

				個人 コジン		赤澤　真一		200		個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		黒田　幸浩		100		100		100		個人		竹尾　佳智		500

				個人 コジン		赤星　慶子		200		個人 コジン		網野　陽介		100		個人 コジン		黒沼　史宜		100		100		100		個人		竹澤　尚美		500

				個人 コジン		秋田　昇		200		個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		黒豆　昭彦		100		100		100		個人		武山　健太郎		500

				個人 コジン		秋月　勝治		200		個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		桑名　佳明		100		100		100		個人		谷上　元康		500

				個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		荒木　満		100		個人 コジン		桑原　正史		100		100		100		個人		谷川　範享		500

				個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		荒谷　太郎		100		個人 コジン		桑山　敦司		100		100		100		個人		津留崎　亨		500

				個人 コジン		淺賀　晴美		200		個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		鍬　拓晃		100		100		100		個人		塚本　直樹		500

				個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		新井　眞智子		100		個人 コジン		郡　美雄		100		100		100		個人		辻　真		500

				個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		新田　美奈		100		個人 コジン		毛利　司		100		100		100		個人		辻本　誠		500

				個人 コジン		浅野　幸枝		200		個人 コジン		新谷　将央		100		個人 コジン		剣持　麻紀		100		100		100		個人		土井　正之		500

				個人 コジン		足立　勇樹		200		個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		小泉　治徳		100		100		100		個人		土方　芳生		500

				個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		小泉　俊次		100		100		100		個人		常田　康夫		500

				個人 コジン		天間　忠信		200		個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		小島　亜沙美		100		100		100		個人		常保　徳也		500

				個人 コジン		荒川　渉		200		個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		小城　智寿		100		100		100		個人		鶴田　きく		500

				個人 コジン		荒木　正明		200		個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		小菅　直人		100		100		100		個人		鶴留　大輔		500

				個人 コジン		荒木　美衣		200		個人 コジン		井上　明		100		個人 コジン		小菅　正吾		100		100		100		個人		寺内　実		500

				個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		井上　郁		100		個人 コジン		小瀧　歩		100		100		100		個人		寺澤　則行		500

				個人 コジン		荒谷　啓太郎		200		個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		小西　祥且		100		100		100		個人		寺島　はる子		500

				個人 コジン		新井　勉		200		個人 コジン		井上　礁		100		個人 コジン		小西　秀彦		100		100		100		個人		寺山　卓朗		500

				個人 コジン		新川　修		200		個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		小野　圭亮		100		100		100		個人		堂本　篤史		500

				個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		個人 コジン		小野　広之		100		100		100		個人		徳山　博士		500

				個人 コジン		新谷　文雄		200		個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		小野　勇		100		100		100		個人		富樫　竜一		500

				個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		小林　大介		100		100		100		個人		名城　政保		500

				個人 コジン		新美　和孝		200		個人 コジン		伊達　喬哉		100		個人 コジン		小林　直樹		100		100		100		個人		中尾　拓也		500

				個人 コジン		有賀　克吉		200		個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		小林　玲子		100		100		100		個人		中切　幸子		500

				個人 コジン		有坂　敏弘		200		個人 コジン		伊部　厚子		100		個人 コジン		小原　文男		100		100		100		個人		中里　孝		500

				個人 コジン		有薗　憲一		200		個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		小森　実		100		100		100		個人		中澤　和英		500

				個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		小柳　峯夫		100		100		100		個人		中島　志彦		500

				個人 コジン		井上　凱雄		200		個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		小山　尊路		100		100		100		個人		中嶋　晋一		500

				個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		小山　信宏		100		100		100		個人		中島　實		500

				個人 コジン		井上　洋子		200		個人 コジン		伊藤　博文		100		個人 コジン		小和田　幹雄		100		100		100		個人		中西　洋子		500

				個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		伊藤　隼		100		個人 コジン		五十嵐　晴香		100		100		100		個人		中根　大偉輝		500

				個人 コジン		伊澤　勝喜		200		個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		五十川　良仁		100		100		100		個人		中村　誠		500

				個人 コジン		伊澤　勇気		200		個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		五所　栄太郎		100		100		100		個人		中村　知佳子		500

				個人 コジン		伊藤　克巳		200		個人 コジン		伊藤　光枝		100		個人 コジン		後藤　教之		100		100		100		個人		中村　豊		500

				個人 コジン		伊藤　彰一		200		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		甲斐　健一郎		100		100		100		個人		中森　健		500

				個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		伊藤　良直		100		個人 コジン		合田　美帆		100		100		100		個人		永井　三夫		500

				個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		越智　邦男		100		100		100		個人		永野　由巳		500

				個人 コジン		伊藤　岳文		200		個人 コジン		居垣　梢		100		個人 コジン		米谷　俊彦		100		100		100		個人		長尾　伸二		500

				個人 コジン		伊藤　敏裕		200		個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		米村　浩司		100		100		100		個人		長谷川　繁雄		500

				個人 コジン		伊藤　暢洋		200		個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		近藤　雄助		100		100		100		個人		長濱　英朗		500

				個人 コジン		伊藤　弘子		200		個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		佐久間　和子		100		100		100		個人		長峰　妙子		500

				個人 コジン		飯島　慶太郎		200		個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		佐藤　修		100		100		100		個人		波多野　信也		500

				個人 コジン		飯塚　兆弘		200		個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		佐藤　直喜		100		100		100		個人		成井　薫		500

				個人 コジン		飯塚　義澄		200		個人 コジン		飯塚　兆弘		100		個人 コジン		佐藤　道子		100		0		0		個人		成田　素		500

				個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		佐用　裕一		100		100		100		個人		縄稚　尚子		500

				個人 コジン		生水　利明		200		個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		佐々　寛太		100		100		100		個人		縄村　隆弘		500

				個人 コジン		石井　寿彦		200		個人 コジン		池　強志		100		個人 コジン		佐々木　歩		100		100		100		個人		西　美保		500

				個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		齊藤　禎夫		100		100		100		個人		西浦　義博		500

				個人 コジン		石川　健二		200		個人 コジン		池上　和宏		100		個人 コジン		坂口　順一		100		100		100		個人		西尾　攝子		500

				個人 コジン		石田　新三		200		個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		坂下　時生		100		100		100		個人		西川　直宏		500

				個人 コジン		石田　徳男		200		個人 コジン		池田　秋比古		100		個人 コジン		坂本　貴史		100		100		100		個人		西之園　洋佑		500

				個人 コジン		石田　利明		200		個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		坂本　君枝		100		100		100		個人		西田　憲生		500

				個人 コジン		石田　泰裕		200		個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		境　翔太		100		100		100		個人		西田　孝雄		500

				個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		池田　幸広		100		個人 コジン		榊　正明		100		100		100		個人		西田　庸平		500

				個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		池田　昌広		100		個人 コジン		崎田　千佳子		100		100		100		個人		西袋　剛史		500

				個人 コジン		石塚　治		200		個人 コジン		池長　秀享		100		個人 コジン		崎山　英博		100		100		100		個人		西村　亜子		500

				個人 コジン		石橋　征洋		200		個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		櫻井　典之		100		100		100		個人		西村　正人		500

				個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		酒井　史彦		100		100		100		個人		野崎　一文		500

				個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		酒上　肇		100		100		100		個人		野村　心		500

				個人 コジン		石丸　嘉昭		200		個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		笹野　智裕		100		100		100		個人		乗上　真智子		500

				個人 コジン		石山　洋一		200		個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		笹部　豊		100		100		100		個人		馬瀬　礼子		500

				個人 コジン		泉口　信一		200		個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		澤田　純子		100		100		100		個人		萩原　純輝		500

				個人 コジン		磯崎　邦彦		200		個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		讃野　等		100		100		100		個人		橋口　雅		500

				個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		四ノ原　弘一郎		100		100		100		個人		橋本　貴志		500

				個人 コジン		礒部　猛也		200		個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		塩野谷　茂		100		100		100		個人		橋本　早由利		500

				個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		塩野谷　宣子		100		100		100		個人		橋本　浩晃		500

				個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		鹿島　鴻		100		100		100		個人		浜田　忠志		500

				個人 コジン		市川　人		200		個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		柴田　晃宏		100		100		100		個人		林　精応		500

				個人 コジン		市川　芳伸		200		個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		島田　一彦		100		100		100		個人		原　幸弘		500

				個人 コジン		市丸　隆二郎		200		個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		島田　尚典		100		100		100		個人		原口　峯子		500

				個人 コジン		今川　裕章		200		個人 コジン		石田　浩		100		個人 コジン		島本　健		100		100		100		個人		日野　智仁		500

				個人 コジン		今田　忠夫		200		個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		嶋村　幸治		100		100		100		個人		日比野　豊		500

				個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		下窪　健二		100		100		100		個人		樋口　徳男		500

				個人 コジン		今野　幸男		200		個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		下郷　祐司		100		100		100		個人		樋ケ　文子		500

				個人 コジン		今野　聡一郎		200		個人 コジン		石橋　征洋		100		個人 コジン		下野　靖洋		100		100		100		個人		東　孝子		500

				個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		周　賢偉		100		100		100		個人		人見　敦		500

				個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		白石　武		100		100		100		個人		平井　佑典		500

				個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		石原　正教		100		個人 コジン		白鳥　久美子		100		100		100		個人		平尾　大樹		500

				個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		白濱　美津恵		100		100		100		個人		平田　慶樹		500

				個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		石本　朱里		100		個人 コジン		須藤　浩明		100		100		100		個人		平野　正造		500

				個人 コジン		岩渕　満		200		個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		菅野　晋也		100		100		100		個人		平林　和美		500

				個人 コジン		因幡　一磯		200		個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		杉本　勝馬		100		100		100		個人		深尾　典久		500

				個人 コジン		宇田川　明男		200		個人 コジン		石森　英実		100		個人 コジン		杉本　匡弘		100		100		100		個人		服部　文一		500

				個人 コジン		宇都宮　喬		200		個人 コジン		石山　宣則		100		個人 コジン		杉山　登志郎		100		100		100		個人		福嶋　まり子		500

				個人 コジン		上田　幸子		200		個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		助川　恵子		100		100		100		個人		藤井　愛子		500

				個人 コジン		上田　三明		200		個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		鈴木　勝利		100		100		100		個人		藤井　英樹		500

				個人 コジン		上野　知美		200		個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		鈴木　久美子		100		100		100		個人		藤田　定巳		500

				個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		鈴木　健		100		100		100		個人		藤沼　豊壽		500

				個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		鈴木　聡史		100		100		100		個人		藤原　秀明		500

				個人 コジン		植木　俊樹		200		個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		鈴木　宏治		100		100		100		個人		舟橋　敏雄		500

				個人 コジン		植田　賢二		200		個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		鈴木　裕明		100		100		100		個人		古川　朝巳		500

				個人 コジン		植田　貞子		200		個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		砂邉　松司		100		100		100		個人		古川　和朗		500

				個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		瀬瀬　考平		100		100		100		個人		古沢　則夫		500

				個人 コジン		臼井　大介		200		個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		関　朋子		100		100		100		個人		古谷　昌喜		500

				個人 コジン		臼井　昭稔		200		個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		関　美知夫		100		100		100		個人		別宮　直貴		500

				個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		関野　武良		100		100		100		個人		朴　春禹		500

				個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		仙波　務		100		100		100		個人		堀　真通		500

				個人 コジン		内田　厚子		200		個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		曽我部　幹男		100		100		100		個人		堀内　理津子		500

				個人 コジン		内田　信一		200		個人 コジン		糸谷　みどり		100		個人 コジン		田口　麻里		100		100		100		個人		本城　邦晃		500

				個人 コジン		内藤　勝政		200		個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		田中　英明		100		100		100		個人		本田　烈		500

				個人 コジン		内藤　寛之		200		個人 コジン		稲葉　義治		100		個人 コジン		田中　静代		100		100		100		個人		本橋　由利香		500

				個人 コジン		内堀　明彦		200		個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		田中　努		100		100		100		個人		本藤　将也		500

				個人 コジン		内山　愛二		200		個人 コジン		犬飼　芳子		100		個人 コジン		田中　博史		100		100		100		個人		真部　誠司		500

				個人 コジン		内山　明		200		個人 コジン		犬飼　和浩		100		個人 コジン		田中　秀明		100		100		100		個人		前田　卓也		500

				個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		田中　秀一		100		100		100		個人		前橋　康裕		500

				個人 コジン		梅木　英雄		200		個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		田中　正國		100		100		100		個人		牧野　吉朗		500

				個人 コジン		占部　正義		200		個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		田中　美穂子		100		100		100		個人		正岡　研二		500

				個人 コジン		浦壁　伸子		200		個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		田場　盛徳		100		100		100		個人		町山　賢司		500

				個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		田畑　克敏		100		100		100		個人		松井　宏樹		500

				個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		田町　一真		100		100		100		個人		松井　優汰		500

				個人 コジン		遠地　謙介		200		個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		田村　誠		100		100		100		個人		松岡　聰江		500

				個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		高木　美和子		100		100		100		個人		松岡　拓郎		500

				個人 コジン		遠藤　繁和		200		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		高久　政勝		100		100		100		個人		松岡　利彦		500

				個人 コジン		遠藤　建		200		個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		高須　雅規		100		100		100		個人		松下　隆行		500

				個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		今村　明治		100		個人 コジン		高塚　肇		100		100		100		個人		松田　京人		500

				個人 コジン		尾身　正司		200		個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		高橋　英		100		100		100		個人		松田　圭介		500

				個人 コジン		及川　茂		200		個人 コジン		巖　良明		100		個人 コジン		高橋　勝則		100		100		100		個人		松本　圭祐		500

				個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		高橋　宜行		100		100		100		個人		松村　麻也		500

				個人 コジン		大井　強		200		個人 コジン		岩井　昌弘		100		個人 コジン		高橋　繁基		100		100		100		個人		松村　治徳		500

				個人 コジン		大石　勲		200		個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		高橋　渉		100		100		100		個人		松村　典亮		500

				個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		岩木　清則		100		個人 コジン		高橋　博文		100		100		100		個人		丸尾　晃一		500

				個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		高橋　文雄		100		100		100		個人		三上　智		500

				個人 コジン		大黒　秀樹		200		個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		高橋　優美		100		100		100		個人		三浦　直樹		500

				個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		岩永　力		100		個人 コジン		高橋　律雄		100		100		100		個人		三ヶ尻　勇太		500

				個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		岩鼻　康之		100		個人 コジン		高橋　和行		100		100		100		個人		三島　浩一		500

				個人 コジン		大曽根　博人		200		個人 コジン		岩見谷　章子		100		個人 コジン		高見　敏之		100		100		100		個人		三宅　唯夫		500

				個人 コジン		太田　仁志		200		個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		高柳　祥一		100		100		100		個人		三好　佐代子		500

				個人 コジン		太田　夕美恵		200		個人 コジン		宇井　利行		100		個人 コジン		高山　智也		100		100		100		個人		水島　暖菜		500

				個人 コジン		大竹　一郎		200		個人 コジン		宇貝　俊昭		100		個人 コジン		滝沢　文弥		100		100		100		個人		水野　智之		500

				個人 コジン		大津　洋人		200		個人 コジン		宇川　佳希		100		個人 コジン		竹内　弘樹		100		100		100		個人		水野　浩幸		500

				個人 コジン		大塚　桂		200		個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		武内　博隆		100		100		100		個人		水本　達也		500

				個人 コジン		大塚　哲雄		200		個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		武田　聖美		100		100		100		個人		南　進		500

				個人 コジン		大塚　祐司		200		個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		只隈　鎮		100		100		100		個人		宮田　祥司		500

				個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		辰巳　雪路		100		100		100		個人		宮永　雄也		500

				個人 コジン		大林　力		200		個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		龍口　正		100		100		100		個人		宮永　駿也		500

				個人 コジン		大東　弘志		200		個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		棚橋　正人		100		100		100		個人		宮原　慶介		500

				個人 コジン		大室　昌夫		200		個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		谷本　正己		100		100		100		個人		宮脇　悠矢		500

				個人 コジン		大森　貴志		200		個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		谷本　康典		100		100		100		個人		向井　亨		500

				個人 コジン		大屋　博義		200		個人 コジン		上田　雅弘		100		個人 コジン		玉井　俊一		100		100		100		個人		森　眞由美		500

				個人 コジン		大藪　勲		200		個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		玉田　理絵		100		100		100		個人		森國　俊充		500

				個人 コジン		大山　健二		200		個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		反保　雅貴		100		100		100		個人		森本　昌清		500

				個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		地村　誠		100		100		100		個人		諸墨　伸一		500

				個人 コジン		岡　英則		200		個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		趙　娜		100		100		100		個人		八木巻　俊治		500

				個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		津田　誠		100		100		100		個人		八島　宣征		500

				個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		上山　享介		100		個人 コジン		塚田　浩二		100		100		100		個人		矢袋　文朗		500

				個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		塚原　桂子		100		100		100		個人		安藤　翔子		500

				個人 コジン		岡部　光男		200		個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		辻　雄希		100		100		100		個人		安藤　洋		500

				個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		辻　修		100		100		100		個人		保津　真人		500

				個人 コジン		岡棟　建二郎		200		個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		土居　壽之		100		100		100		個人		柳本　五郎		500

				個人 コジン		奥澤　崇人		200		個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		土居　靖範		100		100		100		個人		山川　潔		500

				個人 コジン		奥野　光博		200		個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		土古　将輝		100		100		100		個人		山口　武		500

				個人 コジン		カワタ　イトコ		200		個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		土屋　智子		100		100		100		個人		山口　朋子		500

				個人 コジン		加藤　修一		200		個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		手塚　勲		100		100		100		個人		山崎　公義		500

				個人 コジン		加藤　正美		200		個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		寺澤　里菜		100		100		100		個人		山崎　雪風		500

				個人 コジン		加藤　光雄		200		個人 コジン		内田　厚子		100		個人 コジン		寺田　智浩		100		100		100		個人		山崎　陽子		500

				個人 コジン		加藤　洋子		200		個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		戸田　未帆		100		100		100		個人		山下　淳		500

				個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		唐澤　弘成		100		100		100		個人		山下　智弘		500

				個人 コジン		柿本　英生		200		個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		唐津　靖司		100		100		100		個人		山下　雅也		500

				個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		堂崎　幸伸		100		100		100		個人		山田　恵子		500

				個人 コジン		影山　恵		200		個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		徳嵩　孝大		100		100		100		個人		山田　信三		500

				個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		利根川　惇		100		100		100		個人		山田　妙子		500

				個人 コジン		粕谷　洋二		200		個人 コジン		内田　和隆		100		個人 コジン		飛高　雄二		100		100		100		個人		山中　和樹		500

				個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		飛松　裕子		100		0		0		個人		山本　悦二		500

				個人 コジン		片野　雄司		200		個人 コジン		内藤　勝政		100		個人 コジン		冨永　将嗣		100		100		100		個人		山本　幸司		500

				個人 コジン		片山　乃韻		200		個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		豊枡　正英		100		100		100		個人		山本　甫		500

				個人 コジン		片山　信二		200		個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		名越　幸基		100		100		100		個人		行木　孝雄		500

				個人 コジン		片山　元司		200		個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		中尾　輝男		100		100		100		個人		指宿　彭存		500

				個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		中島　功		100		100		100		個人		横井　和雄		500

				個人 コジン		金子　信男		200		個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		中島　哲		100		100		100		個人		横川　崇史		500

				個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		梅村　雄士		100		個人 コジン		中島　浩		100		100		100		個人		横塚　清和		500

				個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		梅森　文彰		100		個人 コジン		中条　ひろみ		100		100		100		個人		吉田　勝重		500

				個人 コジン		神行　国博		200		個人 コジン		江海　雄介		100		個人 コジン		中田　恵		100		100		100		個人		吉田　泰彦		500

				個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		中村　光男		100		100		100		個人		吉田　和寿		500

				個人 コジン		川上　英明		200		個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		中村　優菜		100		100		100		個人		吉塚　弘		500

				個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		永井　亘		100		100		100		個人		吉村　隆幸		500

				個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		榎本　涼		100		個人 コジン		永岡　弘		100		100		100		個人		吉良　雄二		500

				個人 コジン		川野　祥平		200		個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		永島　涼		100		100		100		個人		李　撼宇		500

				個人 コジン		川本　武司		200		個人 コジン		遠地　謙介		100		個人 コジン		永田　恭子		100		100		100		個人		和田　育子		500

				個人 コジン		川村　國治		200		個人 コジン		遠藤　健二		100		個人 コジン		永野　美千子		100		100		100		個人		和田　享		500

				個人 コジン		河田　美枝		200		個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		仲　昇		100		100		100		個人		和田　雅浩		500

				個人 コジン		河野　良介		200		個人 コジン		遠藤　勇策		100		個人 コジン		長井　義		100		100		100		個人		鷲田　真一		500

				個人 コジン		河原　寛志		200		個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		長田　一浩		100		100		100		個人		渡部　啓人		500

				個人 コジン		河又　世津子		200		個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		長友　昌弘		100		100		100		個人		渡部　吉則		500

				個人 コジン		乾　吉伸		200		個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		長野　篤史		100		100		100		個人		渡辺　一哉		500

				個人 コジン		寒川　裕之		200		個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		波山　明		100		100		100		個人		渡辺　清孝		500

				個人 コジン		木下　英介		200		個人 コジン		尾崎　文信		100		個人 コジン		西岡　かず江		100		100		100		個人		渡邉　隆		500

				個人 コジン		木下　大輔		200		個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		西島　正人		100		100		100		個人		渡邉　幹男		500

				個人 コジン		木下　貴文		200		個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		西田　秀夫		100		100		100		個人		渡辺　裕士		500

				個人 コジン		木下　敬介		200		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		西林　晃信		100		100		100		個人		渡辺　良馬		500

				個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		尾藤　悦代		100		個人 コジン		西林　はるみ		100		100		100		個人		ＺＨＡＮＧ　ＸＩＮＲＵＩ		500

				個人 コジン		木塚　伸一郎		200		個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		西村　創		100		100		100		個人		フィリップ　厚子		500

				個人 コジン		木戸　一夫		200		個人 コジン		緒方　研哉		100		個人 コジン		西森　有紀		100		100		100		個人		登嶋　勇		465

				個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		織田　智子		100		個人 コジン		西山　晃		100		100		100		個人		白根　暁		410

				個人 コジン		木村　晃一		200		個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		西山　真吾		100		100		100		個人		隅田　成		410

				個人 コジン		木村　博光		200		個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		根来　和昭		100		100		100		個人		赤坂　神		400

				個人 コジン		木村　元俊		200		個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		根本　祐輔		100		100		100		個人		秋本　祐子		400

				個人 コジン		木村　陽一		200		個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		野本　直子		100		100		100		個人		秋吉　賢		400

				個人 コジン		紀　正敬		200		個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		野本　雪子		100		100		100		個人		浅尾　正幸		400

				個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		野間　憲吾		100		100		100		個人		浅野　幸二郎		400

				個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		箱石　潤		100		100		100		個人		浅野　博昭		400

				個人 コジン		岸間　美佐子		200		個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		橋田　昌道		100		100		100		個人		新開　直子		400

				個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		橋本　拓也		100		100		100		個人		在原　憲		400

				個人 コジン		北川　勝也		200		個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		畑澤　清司		100		100		100		個人		井上　俊		400

				個人 コジン		北田　直久		200		個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		畠山　良		100		100		100		個人		井上　弘		400

				個人 コジン		清成　哲朗		200		個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		花田　賢介		100		100		100		個人		井上　正則		400

				個人 コジン		清水　記代子		200		個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		濱地　みら		100		100		100		個人		井上　康子		400

				個人 コジン		清水　昭二		200		個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		林　英治		100		100		100		個人		井上　好夫		400

				個人 コジン		久冨　昭子		200		個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		林　美知雄		100		100		100		個人		井上　芳則		400

				個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		原　章		100		100		100		個人		井村　澄季		400

				個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		伴野　雅樹		100		100		100		個人		伊藤　大貴		400

				個人 コジン		楠　伸輔		200		個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		日下　幸		100		100		100		個人		伊藤　朋子		400

				個人 コジン		栗田　勳		200		個人 コジン		太田　祥平		100		個人 コジン		日比野　慎二		100		100		100		個人		飯村　啓治		400

				個人 コジン		黒木　惠子		200		個人 コジン		大田　たかね		100		個人 コジン		東方　優次郎		100		100		100		個人		家泉　恵		400

				個人 コジン		黒瀬　研二		200		個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		東山　繁		100		100		100		個人		池田　宗一郎		400

				個人 コジン		桑原　惠子		200		個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		人見　隆行		100		100		100		個人		石井　太郎		400

				個人 コジン		桑原　政彦		200		個人 コジン		大滝　修		100		個人 コジン		平　耕志郎		100		100		100		個人		石井　小枝		400

				個人 コジン		毛塚　光浩		200		個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		平井　健一		100		100		100		個人		石井　泰弘		400

				個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		平井　拓夫		100		100		100		個人		石見　誠子		400

				個人 コジン		小泉　隆雄		200		個人 コジン		大谷　和之		100		個人 コジン		平岡　るみ		100		100		100		個人		市澤　和枝		400

				個人 コジン		小笠原　寛治		200		個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		平葉　啓介		100		100		100		個人		市場　雅也		400

				個人 コジン		小笠原　透		200		個人 コジン		大戸　孝雄		100		個人 コジン		廣川　満哉		100		100		100		個人		稲垣　友里		400

				個人 コジン		小島　京太郎		200		個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		広瀬　美香		100		100		100		個人		稲垣　豊		400

				個人 コジン		小島　誠		200		個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		深谷　哲生		100		100		100		個人		稲川　友里香		400

				個人 コジン		小園　智寛		200		個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		服部　幸男		100		100		100		個人		稲川　泰裕		400

				個人 コジン		小田　奉文		200		個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		福井　篤		100		100		100		個人		稲葉　正蘭		400

				個人 コジン		小高　晃		200		個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		福岡　正洋		100		100		100		個人		今井　貴仁		400

				個人 コジン		小谷　京子		200		個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		福寿　健一		100		100		100		個人		今岡　正一		400

				個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		大橋　孝子		100		個人 コジン		福壽　弘子		100		100		100		個人		今久留主　健		400

				個人 コジン		小西　敏治		200		個人 コジン		大橋　隆一		100		個人 コジン		福田　岳彦		100		100		100		個人		岩崎　誠		400

				個人 コジン		小西　康之		200		個人 コジン		大橋　亘		100		個人 コジン		福田　和弘		100		100		100		個人		宇垣　純平		400

				個人 コジン		小沼　智恵子		200		個人 コジン		大峯　茂		100		個人 コジン		福本　浩平		100		100		100		個人		鵜之家　輔		400

				個人 コジン		小野寺　貴幸		200		個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		藤井　浩司		100		100		100		個人		上田　壽		400

				個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		大村　弘文		100		個人 コジン		藤井　保浩		100		100		100		個人		上田　康正		400

				個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		大村　睦		100		個人 コジン		藤原　哲嗣		100		100		100		個人		上原　顕		400

				個人 コジン		小林　祥衣		200		個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		藤間　孝三		100		100		100		個人		植松　秋彦		400

				個人 コジン		小林　武司		200		個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		藤村　昌稔		100		100		100		個人		内田　一城		400

				個人 コジン		小林　秀行		200		個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		舟橋　智史		100		100		100		個人		織野　さき		400

				個人 コジン		小林　正明		200		個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		古賀　清隆		100		100		100		個人		及川　浩		400

				個人 コジン		小林　正太郎		200		個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		古沢　英人		100		100		100		個人		大久保　出		400

				個人 コジン		小林　正平		200		個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		古澤　正樹		100		100		100		個人		大竹　康平		400

				個人 コジン		小林　優子		200		個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		古城　洋子		100		100		100		個人		大津　達也		400

				個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		古谷　ありさ		100		100		100		個人		大槻　太郎		400

				個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		兵頭　真理子		100		100		100		個人		大野　智章		400

				個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		蛇見　拓斗		100		100		100		個人		大場　裕也		400

				個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		穂坂　信司		100		100		100		個人		大畑　貴裕		400

				個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		細井　啓視		100		100		100		個人		大藤　祥平		400

				個人 コジン		小山　要次		200		個人 コジン		岡田　美沙子		100		個人 コジン		細川　拓		100		100		100		個人		大路　進		400

				個人 コジン		五島　剛洋		200		個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		細田　亜希		100		100		100		個人		岡田　光一		400

				個人 コジン		五十嵐　環		200		個人 コジン		岡本　明博		100		個人 コジン		細田　麻菜		100		100		100		個人		岡本　真規子		400

				個人 コジン		五十嵐　亮太		200		個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		堀川　裕樹		100		100		100		個人		岡村　愼一		400

				個人 コジン		児玉　陽子		200		個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		堀口　佑		100		100		100		個人		加賀谷　諒		400

				個人 コジン		呉　強		200		個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		本間　圭一		100		100		100		個人		加藤　愛子		400

				個人 コジン		後藤　秀司		200		個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		本間　文代		100		100		100		個人		加藤　正博		400

				個人 コジン		胡内　春輝		200		個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		眞木　玉代		100		100		100		個人		香村　篤史		400

				個人 コジン		甲斐　琢磨		200		個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		前川　敏郎		100		100		100		個人		掛札　貴行		400

				個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		奥野　浩之		100		個人 コジン		前田　成彦		100		100		100		個人		笠原　智大		400

				個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		蒔苗　友紀		100		100		100		個人		柏崎　公美		400

				個人 コジン		米澤　仁士		200		個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		正木　秀男		100		100		100		個人		梶原　敏弘		400

				個人 コジン		是清　八重子		200		個人 コジン		奥村　雅代		100		個人 コジン		桝谷　知行		100		100		100		個人		片岡　祐治		400

				個人 コジン		近藤　一成		200		個人 コジン		桶作　敏之		100		個人 コジン		増井　真紀		100		100		100		個人		金子　憲司		400

				個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		増元　由紀		100		100		100		個人		金田　敏彦		400

				個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		松石　佳織		100		100		100		個人		金森　康晴		400

				個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		松川　純平		100		100		100		個人		神谷　美雪		400

				個人 コジン		佐藤　誠		200		個人 コジン		乙部　真悟		100		個人 コジン		松田　弘和		100		100		100		個人		神鳥　亜希子		400

				個人 コジン		佐藤　隆		200		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		松竹　一三		100		100		100		個人		川口　力		400

				個人 コジン		佐藤　隆裕		200		個人 コジン		カワタ　イトコ		100		個人 コジン		松原　亜美		100		100		100		個人		川合　大造		400

				個人 コジン		佐藤　文之		200		個人 コジン		カワニシ　ユミコ		100		個人 コジン		松原　英恵		100		100		100		個人		川路　宏美		400

				個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		松原　未菜		100		100		100		個人		河野　恭介		400

				個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		加嶌　敬子		100		個人 コジン		松本　大		100		100		100		個人		河村　陽介		400

				個人 コジン		佐藤　遼三郎		200		個人 コジン		加藤　英雄		100		個人 コジン		松本　怜奈		100		100		100		個人		木川田　修		400

				個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		松村　実		100		100		100		個人		菊地　成朝		400

				個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		三井　龍史		100		100		100		個人		絹田　龍一		400

				個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		三井寺　麻衣		100		100		100		個人		久野　和広		400

				個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		三上　祐希		100		100		100		個人		久保井　裕貴		400

				個人 コジン		斉藤　孝子		200		個人 コジン		加藤　修		100		個人 コジン		三村　尚		100		100		100		個人		久保木　達郎		400

				個人 コジン		斉藤　俊博		200		個人 コジン		加藤　千家子		100		個人 コジン		三村　多香子		100		100		100		個人		久保田　茂樹		400

				個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		加藤　聡		100		個人 コジン		三好　敦史		100		100		100		個人		久保田　創		400

				個人 コジン		坂上　裕樹		200		個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		美濃　かおり		100		100		100		個人		楜澤　圭亮		400

				個人 コジン		阪中　通男		200		個人 コジン		加藤　泰司		100		個人 コジン		道祖　博		100		100		100		個人		黒崎　俊		400

				個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		加藤　由樹		100		個人 コジン		満塩　耕史		100		100		100		個人		桑原　優		400

				個人 コジン		櫻井　賢一		200		個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		南條　瞳		100		100		100		個人		小泉　潤		400

				個人 コジン		酒井　明彦		200		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		宮崎　正子		100		100		100		個人		小笠原　翔		400

				個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		宮澤　舞子		100		100		100		個人		小川　晃正		400

				個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		宮島　優子		100		100		100		個人		小口　茜		400

				個人 コジン		定方　重明		200		個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		宮本　飛鳥		100		100		100		個人		小田　直美		400

				個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		向瀬　直美		100		100		100		個人		小林　由美		400

				個人 コジン		汐満　八郎		200		個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		村上　剛		100		100		100		個人		小山　真吾		400

				個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		村上　和也		100		100		100		個人		小山　泰子		400

				個人 コジン		塩塚　理恵		200		個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		村瀬　尚之		100		100		100		個人		児嶋　義幸		400

				個人 コジン		塩野　寿子		200		個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		元橋　美香		100		100		100		個人		後藤　哲		400

				個人 コジン		塩原　宏治		200		個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		森内　浩二		100		100		100		個人		後藤　智子		400

				個人 コジン		鹿嶋　覚		200		個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		森下　幸実		100		100		100		個人		粉川　直樹		400

				個人 コジン		篠木　賢一		200		個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		森田　孝子		100		100		100		個人		近藤　大也		400

				個人 コジン		篠田　雄一		200		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		森本　英徳		100		100		100		個人		佐野　幸代		400

				個人 コジン		篠塚　源明		200		個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		諸星　照夫		100		100		100		個人		佐野　徳也		400

				個人 コジン		篠原　貴代		200		個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		八野　聖子		100		100		100		個人		佐藤　拓馬		400

				個人 コジン		柴田　あかり		200		個人 コジン		風間　三千代		100		個人 コジン		矢作　晃		100		100		100		個人		佐藤　正明		400

				個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		矢立　実		100		100		100		個人		佐藤　悠香		400

				個人 コジン		島野　直敏		200		個人 コジン		片野　雄司		100		個人 コジン		安居　大輔		100		100		100		個人		佐藤　涼子		400

				個人 コジン		嶋村　奏子		200		個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		安田　宙夫		100		100		100		個人		佐々木　正二		400

				個人 コジン		下　理也		200		個人 コジン		片山　恒		100		個人 コジン		安達　重治		100		100		100		個人		齋藤　実咲		400

				個人 コジン		下田　秀之		200		個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		安藤　聡		100		100		100		個人		坂田　幸恵		400

				個人 コジン		情野　長一		200		個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		保田　幸子		100		100		100		個人		坂田　隆俊		400

				個人 コジン		白井　寿一		200		個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		柳原　朋英		100		100		100		個人		坂手　元		400

				個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		形野　元彦		100		個人 コジン		柳本　順子		100		100		100		個人		定方　映士		400

				個人 コジン		須藤　正敏		200		個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		山岡　裕介		100		100		100		個人		志賀　弘元		400

				個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		叶　貴寿		100		個人 コジン		山岸　晃司		100		100		100		個人		四宮　幹代		400

				個人 コジン		末房　正徳		200		個人 コジン		叶田　幸久		100		個人 コジン		山岸　瑞江		100		100		100		個人		七瀬　望		400

				個人 コジン		末吉　幸徳		200		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		山口　一男		100		100		100		個人		篠塚　将志		400

				個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		山口　佳朗		100		100		100		個人		柴田　将志		400

				個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		山口　現		100		100		100		個人		白石　邦子		400

				個人 コジン		杉田　克彦		200		個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		山口　淳一		100		100		100		個人		菅原　敦		400

				個人 コジン		杉田　達哉		200		個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		山口　信男		100		100		100		個人		杉浦　秀子		400

				個人 コジン		杉本　辰夫		200		個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		山口　由加		100		100		100		個人		杉浦　優一		400

				個人 コジン		杉本　陽子		200		個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		山口　和人		100		100		100		個人		鈴　恵		400

				個人 コジン		杉山　嘉一		200		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		山崎　哲		100		100		100		個人		鈴木　慶作		400

				個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		山田　将大		100		100		100		個人		鈴木　彗之		400

				個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		山田　美世子		100		100		100		個人		住江　昭啓		400

				個人 コジン		助川　恵子		200		個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		山梨　靖行		100		100		100		個人		瀬島　徹		400

				個人 コジン		鈴木　明		200		個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		山根　勲		100		100		100		個人		田崎　隆宣		400

				個人 コジン		鈴木　英一郎		200		個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		山野井　健		100		100		100		個人		田島　和子		400

				個人 コジン		鈴木　勝己		200		個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		山本　知史		100		100		100		個人		田頭　巖		400

				個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		山本　哲也		100		100		100		個人		田中　麻里奈		400

				個人 コジン		鈴木　健		200		個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		山本　雅史		100		100		100		個人		田中　敦子		400

				個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		山本　美香		100		100		100		個人		田中　裕明		400

				個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		山本　芳暢		100		100		100		個人		高木　香織		400

				個人 コジン		鈴木　豊		200		個人 コジン		金谷　晃子		100		個人 コジン		湯浅　克行		100		100		100		個人		高島　圭太		400

				個人 コジン		鈴木　三樹男		200		個人 コジン		金谷　吉政		100		個人 コジン		雪本　徹		100		100		100		個人		高橋　昌弘		400

				個人 コジン		鈴木　光男		200		個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		横山　木美代		100		100		100		個人		高橋　類		400

				個人 コジン		鈴木　和史		200		個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		横山　元気		100		100		100		個人		高橋　礼子		400

				個人 コジン		砂崎　紅美		200		個人 コジン		兼田　充		100		個人 コジン		吉岡　照子		100		100		100		個人		滝内　一博		400

				個人 コジン		角谷　文彦		200		個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		吉川　忠久		100		100		100		個人		竹内　真弓		400

				個人 コジン		瀬見　幸男		200		個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		吉川　正男		100		100		100		個人		竹内　正義		400

				個人 コジン		芹澤　圭美		200		個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		吉川　裕二		100		100		100		個人		竹葉　晴美		400

				個人 コジン		曽根　護		200		個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		吉田　大三		100		100		100		個人		竹本　大祐		400

				個人 コジン		曽原　凌		200		個人 コジン		神行　国博		100		個人 コジン		吉田　貴博		100		100		100		個人		立石　奨		400

				個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		吉田　長次		100		100		100		個人		橘　雅司		400

				個人 コジン		田井　秀明		200		個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		吉田　博俊		100		100		100		個人		玉造　誠		400

				個人 コジン		田上　鮎		200		個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		吉田　美佳		100		100		100		個人		檀浦　孝信		400

				個人 コジン		田浦　實		200		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		吉田　亮		100		100		100		個人		塚田　智道		400

				個人 コジン		田口　修司		200		個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		吉村　誠一		100		100		100		個人		辻　祐次		400

				個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		良知　秀久		100		100		100		個人		辻森　貴大		400

				個人 コジン		田下　謙二		200		個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		李　睿棟		100		100		100		個人		坪島　悦子		400

				個人 コジン		田宗　道弘		200		個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		脇本　真吾		100		100		100		個人		積田　太樹		400

				個人 コジン		田所　礼子		200		個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		渡部　勝		100		100		100		個人		手塚　俊樹		400

				個人 コジン		田中　恵崇		200		個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		渡辺　明		100		100		100		個人		寺本　収		400

				個人 コジン		田中　寿史		200		個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		渡邉　利幸		100		100		100		個人		寺村　行雄		400

				個人 コジン		田中　武彦		200		個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		阿部　要子		100		0		0		個人		唐澤　弘成		400

				個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		阿部　俊彦		100		0		0		個人		陶山　強		400

				個人 コジン		田中　由美子		200		個人 コジン		川島　秀一		100		個人 コジン		相川　智弘		100		0		0		個人		徳久　健一		400

				個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		川田　敦士		100		個人 コジン		相園　泰寛		100		0		0		個人		栃尾　義文		400

				個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		相場　光男		100		0		0		個人		友光　正明		400

				個人 コジン		田村　大輔		200		個人 コジン		川原　忠彦		100		個人 コジン		青木　滋		100		0		100		個人		豊島　保博		400

				個人 コジン		田村　喬		200		個人 コジン		川本　成子		100		個人 コジン		青木　康将		100		0		0		個人		豊田　雄也		400

				個人 コジン		田村　寿朗		200		個人 コジン		川本　真司		100		個人 コジン		青田　義雄		100		0		0		個人		中川　美代子		400

				個人 コジン		田村　義行		200		個人 コジン		川又　さおり		100		個人 コジン		青野　みどり		100		0		0		個人		中島　聡		400

				個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		青山　敬		100		0		0		個人		中島　博文		400

				個人 コジン		高尾　博子		200		個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		0		0		個人		中田　恵子		400

				個人 コジン		高尾　ゆかり		200		個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		秋山　誠		100		0		0		個人		中司　正実		400

				個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		秋山　卓也		100		0		0		個人		中野　壽喚		400

				個人 コジン		高木　康夫		200		個人 コジン		河田　美枝		100		個人 コジン		秋山　丈		100		0		0		個人		中野　史彦		400

				個人 コジン		高田　武久		200		個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		麻野　由布子		100		0		0		個人		中野　亮		400

				個人 コジン		高野　操		200		個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		芦野　義弘		100		0		0		個人		中橋　稔		400

				個人 コジン		高野　敏行		200		個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		味藤　浩		100		0		100		個人		中林　栄治		400

				個人 コジン		高橋　一寿		200		個人 コジン		河野　眞理子		100		個人 コジン		天野　健		100		0		0		個人		中村　正樹		400

				個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		河野　由雅		100		個人 コジン		網代　眞佐子		100		0		0		個人		中村　美澄		400

				個人 コジン		高橋　直也		200		個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		網野　陽介		100		0		100		個人		中山　誠二		400

				個人 コジン		高橋　亮		200		個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		荒木　道宏		100		0		0		個人		永井　美紀		400

				個人 コジン		高畑　諭		200		個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		荒谷　章弘		100		-400		0		個人		永岡　弘		400

				個人 コジン		高林　辰男		200		個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		新堀　光夫		100		-200		-200		個人		永宗　洋		400

				個人 コジン		高原　宏貴		200		個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		嵐　洋史		100		0		0		個人		長岡　祐美子		400

				個人 コジン		高比良　智仁		200		個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		有留　四郎		100		0		0		個人		長門　衣里		400

				個人 コジン		高松　一茂		200		個人 コジン		木暮　真二		100		個人 コジン		粟野　猛		100		0		0		個人		長嶋　良子		400

				個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		木下　英介		100		個人 コジン		井上　礁		100		0		100		個人		波田　文子		400

				個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		井上　征典		100		-400		100		個人		成田　景子		400

				個人 コジン		瀧本　拓之		200		個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		井上　和彦		100		0		0		個人		鳴海　雅文		400

				個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		木野　隆史		100		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		0		100		個人		西浦　裕介		400

				個人 コジン		竹田　俊幸		200		個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		井出　亜紀子		100		0		0		個人		野村　治樹		400

				個人 コジン		竹原　広一		200		個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		伊藤　けい子		100		0		0		個人		橋本　幸大		400

				個人 コジン		竹山　潤		200		個人 コジン		木村　晃一		100		個人 コジン		伊藤　慎一		100		0		0		個人		濱田　真輝		400

				個人 コジン		武内　英則		200		個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		伊藤　隼		100		0		100		個人		濱中　義久		400

				個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		木村　成暁		100		個人 コジン		伊藤　正		100		0		0		個人		早川　義人		400

				個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		伊藤　美香		100		0		0		個人		林　久子		400

				個人 コジン		辰己　由紀子		200		個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		0		0		個人		林　倹一		400

				個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		飯岡　広子		100		0		0		個人		林　誠		400

				個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		飯田　由香		100		0		0		個人		林　晴良		400

				個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		菊池　淳		100		個人 コジン		飯田　和久		100		0		0		個人		春藤　明		400

				個人 コジン		玉井　淑子		200		個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		飯塚　隆子		100		0		0		個人		平尾　弘巳		400

				個人 コジン		玉垣　航		200		個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		飯山　貴弘		100		-100		-100		個人		平野　進一郎		400

				個人 コジン		勅使川原　強		200		個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		飯山　剛大		100		0		0		個人		広瀬　航志		400

				個人 コジン		津志田　功司		200		個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		池　強志		100		0		100		個人		深尾　進		400

				個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		池上　和宏		100		0		-200		個人		深町　匠		400

				個人 コジン		柘植　和夫		200		個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		池田　秋比古		100		0		100		個人		服部　和浩		400

				個人 コジン		塚島　順一		200		個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		池田　一昭		100		0		0		個人		福長　淳		400

				個人 コジン		佃　誠治		200		個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		池田　貴臣		100		0		0		個人		藤　朝子		400

				個人 コジン		辻　智也		200		個人 コジン		北浦　裕輝		100		個人 コジン		池長　秀享		100		0		100		個人		藤井　康生		400

				個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		石井　恵美		100		0		0		個人		藤嶋　正人		400

				個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		石井　久光		100		0		0		個人		藤田　昌隆		400

				個人 コジン		出口　信行		200		個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		石川　学		100		0		0		個人		藤原　雅美		400

				個人 コジン		寺田　尊紀		200		個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		石川　眞		100		0		0		個人		渕上　栄治		400

				個人 コジン		照屋　大規		200		個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		石川　諭		100		0		0		個人		古川　雅裕		400

				個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		石川　優希		100		0		0		個人		古村　茂樹		400

				個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		石川　和代		100		0		0		個人		星野　宏充		400

				個人 コジン		戸田　真一		200		個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		石黒　雅隆		100		0		0		個人		本位田　華代		400

				個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		北村　留美		100		個人 コジン		石坂　明義		100		0		0		個人		真栄田　真司		400

				個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		石澤　美佳子		100		0		0		個人		前島　康介		400

				個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		石田　浩		100		0		100		個人		前田　和也		400

				個人 コジン		時重　弘		200		個人 コジン		君嶋　祐司		100		個人 コジン		石塚　郁夫		100		0		0		個人		牧　江里		400

				個人 コジン		冨田　由美		200		個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		石原　寛巳		100		0		0		個人		増田　重城		400

				個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		石原　忍		100		0		0		個人		町田　由香		400

				個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		清水　孝一郎		100		個人 コジン		石原　光太郎		100		0		0		個人		松井　健		400

				個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		石本　朱里		100		0		100		個人		松浦　仁志		400

				個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		石本　みえ		100		0		0		個人		松尾　建二		400

				個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		石山　宣則		100		0		100		個人		松島　昂史		400

				個人 コジン		中上　昇		200		個人 コジン		清水　智彦		100		個人 コジン		石渡　達郎		100		0		0		個人		松田　英敏		400

				個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		磯田　朱音		100		0		0		個人		松田　升男		400

				個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		磯田　実里		100		0		0		個人		松橋　晃司		400

				個人 コジン		中島　隆哉		200		個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		礒沼　義明		100		0		0		個人		松本　奈菜		400

				個人 コジン		中島　富士夫		200		個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		板坂　サヨ子		100		-100		-100		個人		松本　博章		400

				個人 コジン		中嶋　秀麿		200		個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		板東　和仁		100		0		0		個人		丸山　文子		400

				個人 コジン		中園　淳一		200		個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		市川　大輔		100		0		0		個人		三森　勉		400

				個人 コジン		中楯　昌志		200		個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		市川　沙織		100		0		0		個人		溝口　万律子		400

				個人 コジン		中西　和也		200		個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		市原　崇之		100		0		0		個人		光安　裕二		400

				個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		糸川　直裕		100		0		0		個人		満吉　智浩		400

				個人 コジン		中原　章博		200		個人 コジン		久岡　俊之		100		個人 コジン		糸谷　みどり		100		0		100		個人		宮崎　晴子		400

				個人 コジン		中村　恵子		200		個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		稲田　高明		100		0		0		個人		宮田　貴信		400

				個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		稲葉　和子		100		0		0		個人		宮本　唱起		400

				個人 コジン		中村　真久		200		個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		犬飼　芳子		100		0		100		個人		宮前　洋子		400

				個人 コジン		中村　和行		200		個人 コジン		久保田　雪美		100		個人 コジン		犬飼　和浩		100		0		100		個人		村井　勘彌		400

				個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		今井　明子		100		0		0		個人		村松　立城		400

				個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		工藤　晃		100		個人 コジン		今井　一史		100		0		0		個人		室脇　崇宏		400

				個人 コジン		中山　秀昭		200		個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		今井　務津大		100		0		0		個人		元恒　敏幸		400

				個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		今泉　吉洋		100		0		0		個人		森　貴澄		400

				個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		0		0		個人		森島　基之		400

				個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		今村　明治		100		0		100		個人		森田　篤志		400

				個人 コジン		永野　勢子		200		個人 コジン		楠瀬　圭規		100		個人 コジン		色川　学		100		0		0		個人		森田　健太郎		400

				個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		個人 コジン		岩井　昌弘		100		0		100		個人		森山　秀憲		400

				個人 コジン		長尾　政和		200		個人 コジン		国領　俊雄		100		個人 コジン		岩尾　初美		100		0		0		個人		八浦　雄二		400

				個人 コジン		長澤　利広		200		個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		岩切　啓二		100		0		0		個人		矢澤　祐美		400

				個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		隈部　大輔		100		個人 コジン		岩崎　久生		100		0		0		個人		矢代　学		400

				個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		宇田　誠		100		0		0		個人		矢野　寛大		400

				個人 コジン		長冨　久子		200		個人 コジン		熊代　正生		100		個人 コジン		宇野　紀史		100		0		0		個人		矢吹　隆彦		400

				個人 コジン		長冨　洋二		200		個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		上田　克彦		100		0		0		個人		安田　美紀		400

				個人 コジン		長弓　佳代子		200		個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		上野　眞二		100		0		0		個人		安藤　満恵		400

				個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		倉知　宏治		100		個人 コジン		上村　欣司		100		0		0		個人		柳沢　惠一		400

				個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		上村　健		100		0		0		個人		柳平　武紀		400

				個人 コジン		二村　元康		200		個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		上村　菜々子		100		0		0		個人		山内　恵子		400

				個人 コジン		贄田　昭彦		200		個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		植田　貴彦		100		0		0		個人		山口　浩一		400

				個人 コジン		西井　恒子		200		個人 コジン		栗島　勝二		100		個人 コジン		浮田　泰秀		100		0		0		個人		山田　英夫		400

				個人 コジン		西尾　功司		200		個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		氏家　美智子		100		0		0		個人		山田　賢一		400

				個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		栗林　千恵		100		個人 コジン		内田　大輔		100		0		0		個人		山根　明久		400

				個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		栗原　栞菜		100		個人 コジン		内田　貴		100		0		0		個人		山本　友貴		400

				個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		栗原　浩幸		100		個人 コジン		内田　憲一		100		0		0		個人		山森　実		400

				個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		栗原　泰		100		個人 コジン		内田　洋治		100		0		0		個人		勇田　勇		400

				個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		来住野　文雄		100		個人 コジン		内田　朗久郎		100		0		0		個人		弓場　裕幸		400

				個人 コジン		西平　一男		200		個人 コジン		黒川　綾子		100		個人 コジン		内藤　勝政		100		0		-100		個人		誉田　喜之		400

				個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		黒川　直広		100		個人 コジン		内藤　裕之		100		0		0		個人		横田　剛		400

				個人 コジン		西村　拓朗		200		個人 コジン		黒澤　淳也		100		個人 コジン		内村　一隆		100		-300		-300		個人		横山　正二		400

				個人 コジン		西山　哲生		200		個人 コジン		黒田　鈴幸		100		個人 コジン		海野　信幸		100		0		0		個人		由井　伯秀		400

				個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		黒田　知宏		100		個人 コジン		梅森　文彰		100		0		100		個人		吉岡　明美		400

				個人 コジン		野村　洋一		200		個人 コジン		黒田　智生		100		個人 コジン		江口　幸治		100		0		0		個人		吉岡　和男		400

				個人 コジン		野村　和司		200		個人 コジン		黒谷　憲一		100		個人 コジン		江野　和人		100		0		0		個人		吉田　彬人		400

				個人 コジン		能田　絵理子		200		個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		江原　正好		100		0		0		個人		吉武　佑基		400

				個人 コジン		馬場　孝明		200		個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		榎本　涼		100		0		100		個人		吉本　一弘		400

				個人 コジン		馬場　真澄		200		個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		尾崎　健児		100		0		0		個人		吉村　馨人		400

				個人 コジン		馬場　稔正		200		個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		尾崎　富三		100		0		0		個人		和田　福一		400

				個人 コジン		萩原　鴻平		200		個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		0		0		個人		若松　勝寿		400

				個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		螢原　純		100		個人 コジン		尾藤　悦代		100		0		100		個人		渡部　一輝		400

				個人 コジン		橋本　たま枝		200		個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		尾山　健司		100		0		0		個人		綿能　優子		400

				個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		王　暁麗		100		-100		-300		個人		宮田　克広		375

				個人 コジン		蓮池　徹		200		個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		大井　ゆかり		100		0		0		個人		伊藤　克明		333

				個人 コジン		畑中　聡良		200		個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		大賀　一郎		100		0		0		個人		合田　和弘		312

				個人 コジン		蜂谷　晃		200		個人 コジン		小池　祐一		100		個人 コジン		大北　聡		100		0		0		個人		日高　卓哉		310

				個人 コジン		早船　健史		200		個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		大久保　友紀子		100		0		0		個人		小柴　由広		308

				個人 コジン		林　真弘		200		個人 コジン		小石　保		100		個人 コジン		大熊　珠理香		100		0		0		個人		足海　洋史		301

				個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		大越　聰子		100		0		0		個人		井村　悠人		301

				個人 コジン		原　ゆか		200		個人 コジン		小泉　隆雄		100		個人 コジン		大島　康臣		100		0		0		個人		青木　雄一		300

				個人 コジン		原田　倫行		200		個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		太田　賢治		100		0		0		個人		青木　貴宏		300

				個人 コジン		比留間　久夫		200		個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		大田　たかね		100		0		100		個人		青崎　健		300

				個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		小笠原　茂		100		個人 コジン		太田　竜児		100		0		0		個人		青手木　加恵		300

				個人 コジン		東　愛		200		個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		太田　良朋		100		0		0		個人		赤沼　知侑		300

				個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		大滝　修		100		0		100		個人		赤星　玄		300

				個人 コジン		東条　美智子		200		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		大竹　克宜		100		0		0		個人		秋山　圭一		300

				個人 コジン		東山　貴幸		200		個人 コジン		小島　京太郎		100		個人 コジン		大友　由臣		100		0		0		個人		淺井　季晴		300

				個人 コジン		匹田　陽子		200		個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		大庭　好喜		100		0		0		個人		麻生　裕貴		300

				個人 コジン		左向　栄二郎		200		個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		大根田　秀明		100		0		0		個人		朝川　炯徹		300

				個人 コジン		平塚　徹也		200		個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		大野　広人		100		0		0		個人		足立　進		300

				個人 コジン		平野　宏		200		個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		大塲　保之		100		0		0		個人		天野　二三男		300

				個人 コジン		平山　修		200		個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		大橋　孝子		100		0		100		個人		荒井　一人		300

				個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		大松　雄次		100		-400		100		個人		荒井　十四巳		300

				個人 コジン		広田　利幸		200		個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		大松　雄次		100		100		100		個人		荒川　徳仁		300

				個人 コジン		廣谷　元徳		200		個人 コジン		小林　英里子		100		個人 コジン		大村　弘文		100		0		100		個人		荒木　美保		300

				個人 コジン		廣中　隼人		200		個人 コジン		小林　久美子		100		個人 コジン		大山　裕美		100		0		0		個人		荒木　貢二		300

				個人 コジン		深谷　昌英		200		個人 コジン		小林　佳代		100		個人 コジン		大和田　英弥		100		0		0		個人		新開　裕之		300

				個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		小林　敬司		100		個人 コジン		大鷲　勝正		100		0		0		個人		新田　郁		300

				個人 コジン		福井　淳		200		個人 コジン		小林　達也		100		個人 コジン		岡田　明美		100		0		0		個人		在原　栄子		300

				個人 コジン		福岡　清紹		200		個人 コジン		小林　奈々		100		個人 コジン		岡田　慧美		100		0		0		個人		有馬　亨		300

				個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		小林　秀樹		100		個人 コジン		岡田　啓介		100		0		0		個人		井上　幹夫		300

				個人 コジン		福島　由恵		200		個人 コジン		小林　兵寿		100		個人 コジン		岡田　健一		100		0		0		個人		井上　洋一		300

				個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		小林　正子		100		個人 コジン		岡田　雅恵		100		0		0		個人		井川　直美		300

				個人 コジン		福山　大志		200		個人 コジン		小林　正平		100		個人 コジン		岡田　容子		100		0		0		個人		井尻　敏夫		300

				個人 コジン		福山　道和		200		個人 コジン		小林　稔		100		個人 コジン		岡本　明博		100		0		100		個人		井勢　昌志		300

				個人 コジン		藤井　椋太		200		個人 コジン		小林　泰弘		100		個人 コジン		岡本　光		100		0		0		個人		井関　啓人		300

				個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		小林　洋一		100		個人 コジン		岡村　研治		100		0		0		個人		井出　真二		300

				個人 コジン		藤田　映輝		200		個人 コジン		小林　洋子		100		個人 コジン		荻原　柊羽		100		0		0		個人		伊藤　恭子		300

				個人 コジン		藤田　武志		200		個人 コジン		小林　洋平		100		個人 コジン		奥村　節子		100		0		0		個人		伊藤　行子		300

				個人 コジン		藤谷　厚慈		200		個人 コジン		小平　義明		100		個人 コジン		桶作　敏之		100		0		100		個人		伊藤　好平		300

				個人 コジン		藤原　寛人		200		個人 コジン		小松　顕史		100		個人 コジン		落合　秋人		100		0		0		個人		猪瀬　幸男		300

				個人 コジン		藤原　隆雄		200		個人 コジン		小柳　敬右		100		個人 コジン		落部　厚志		100		0		0		個人		飯田　静子		300

				個人 コジン		藤原　正也		200		個人 コジン		小山　志穂		100		個人 コジン		乙部　真悟		100		0		100		個人		飯田　竜一		300

				個人 コジン		藤本　正雄		200		個人 コジン		五十嵐　健		100		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		0		0		個人		飯塚　誠		300

				個人 コジン		藤丸　洋優		200		個人 コジン		五十嵐　淳		100		個人 コジン		加茂　章		100		0		0		個人		池貝　久美子		300

				個人 コジン		藤光　真一		200		個人 コジン		五十嵐　利行		100		個人 コジン		加藤　英雄		100		0		-300		個人		池田　英		300

				個人 コジン		古村　公久		200		個人 コジン		五十嵐　直人		100		個人 コジン		加藤　桂子		100		0		0		個人		池田　稿		300

				個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		五反田　肇		100		個人 コジン		加藤　寛		100		0		0		個人		池田　匡		300

				個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		吾藤　広夫		100		個人 コジン		加藤　亨		100		0		0		個人		池田　典代		300

				個人 コジン		堀田　友美		200		個人 コジン		後藤　大輔		100		個人 コジン		加藤　修		100		0		100		個人		池田　裕真		300

				個人 コジン		本田　充孝		200		個人 コジン		後藤　国博		100		個人 コジン		加藤　正智		100		0		0		個人		池滝　純一		300

				個人 コジン		本多　昭彦		200		個人 コジン		後藤　哲也		100		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		0		0		個人		石井　雄二		300

				個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		後藤　俊英		100		個人 コジン		笠原　実		100		0		0		個人		石井　孝		300

				個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		後藤　長蔵		100		個人 コジン		柏木　孝夫		100		0		0		個人		石井　耕平		300

				個人 コジン		本間　瑞基		200		個人 コジン		後藤　ひさ子		100		個人 コジン		楫　喜博		100		0		0		個人		石井　晶子		300

				個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		後藤　満寿子		100		個人 コジン		樫村　尚		100		0		0		個人		石井　誠		300

				個人 コジン		本山　精司		200		個人 コジン		後藤　守男		100		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		0		0		個人		石川　敬子		300

				個人 コジン		真柄　博		200		個人 コジン		後藤　康信		100		個人 コジン		樫村　和香		100		0		0		個人		石川　秀樹		300

				個人 コジン		間野　むつみ		200		個人 コジン		合田　悟		100		個人 コジン		風間　三千代		100		0		100		個人		石川　弘起		300

				個人 コジン		前田　真由子		200		個人 コジン		合田　保彦		100		個人 コジン		片山　直樹		100		0		0		個人		石黒　貴都		300

				個人 コジン		前田　和輝		200		個人 コジン		鴻原　茉子		100		個人 コジン		片山　裕史		100		0		0		個人		石坂　智		300

				個人 コジン		升谷　正己		200		個人 コジン		越川　敏治		100		個人 コジン		形野　元彦		100		0		100		個人		石舘　洋二		300

				個人 コジン		益田　雅生		200		個人 コジン		駒井　大輔		100		個人 コジン		勝山　公貴		100		0		0		個人		石原　伸治		300

				個人 コジン		増田　英次郎		200		個人 コジン		米倉　宏昭		100		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		0		0		個人		石原　光太郎		300

				個人 コジン		増田　毅		200		個人 コジン		米田　昇市		100		個人 コジン		金井　紀雄		100		0		0		個人		石丸　海里		300

				個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		米田　和子		100		個人 コジン		金岡　麻美		100		0		0		個人		石丸　裕史		300

				個人 コジン		増田　浩		200		個人 コジン		近藤　維志		100		個人 コジン		金岡　京平		100		0		0		個人		泉　陽子		300

				個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		近藤　紀子		100		個人 コジン		金岡　真央		100		0		0		個人		磯　睦雄		300

				個人 コジン		松井　滋人		200		個人 コジン		近藤　基了		100		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		0		0		個人		磯崎　剛		300

				個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		近藤　啓司		100		個人 コジン		金子　順子		100		0		0		個人		市川　政人		300

				個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		近藤　尚子		100		個人 コジン		金子　富久栄		100		0		0		個人		市場　幹之		300

				個人 コジン		松阪　考		200		個人 コジン		近藤　善一		100		個人 コジン		金子　政弘		100		0		0		個人		岩井　敦		300

				個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		近藤　友也		100		個人 コジン		金澤　竜也		100		-300		-300		個人		岩井　聡知		300

				個人 コジン		松永　圭祐		200		個人 コジン		近藤　秀明		100		個人 コジン		金沢　信幸		100		0		0		個人		岩附　英史		300

				個人 コジン		松原　達哉		200		個人 コジン		近藤　正国		100		個人 コジン		金田　耕市		100		-100		-200		個人		宇美　房政		300

				個人 コジン		松本　英晃		200		個人 コジン		佐川　雅之		100		個人 コジン		兼田　充		100		0		100		個人		上杉　卓也		300

				個人 コジン		松本　貴大		200		個人 コジン		佐久間　照哉		100		個人 コジン		鎌田　雅史		100		0		0		個人		上田　亮太		300

				個人 コジン		松本　彰		200		個人 コジン		佐久間　弘典		100		個人 コジン		鎌田　和郎		100		-100		-100		個人		上地　謙司		300

				個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		佐孝　修		100		個人 コジン		神田　和政		100		0		0		個人		上村　亮		300

				個人 コジン		丸山　千代子		200		個人 コジン		佐野　恵洋		100		個人 コジン		神鳥　勝則		100		0		0		個人		植田　芳文		300

				個人 コジン		丸山　文哉		200		個人 コジン		佐野　賀与		100		個人 コジン		神行　国博		100		0		-100		個人		氏家　栄宏		300

				個人 コジン		三上　新一		200		個人 コジン		佐野　民三		100		個人 コジン		亀井　慎治		100		0		0		個人		内藤　大		300

				個人 コジン		三澤　忠男		200		個人 コジン		佐野　利一		100		個人 コジン		亀井　友廣		100		0		0		個人		内藤　丈裕		300

				個人 コジン		三橋　保宏		200		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		個人 コジン		萱野　政紀		100		0		0		個人		内山　隼人		300

				個人 コジン		三好　延由		200		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		0		0		個人		海老根　道昭		300

				個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		佐藤　大輔		100		個人 コジン		川上　隆三		100		0		0		個人		瓜ヶ平　学		300

				個人 コジン		水野　清二		200		個人 コジン		佐藤　憲司		100		個人 コジン		川崎　清人		100		0		0		個人		江崎　孝		300

				個人 コジン		水野　滋		200		個人 コジン		佐藤　賢治		100		個人 コジン		川崎　孝宏		100		0		0		個人		江盛　美鈴		300

				個人 コジン		水野　晋一		200		個人 コジン		佐藤　功		100		個人 コジン		川崎　優史		100		0		0		個人		衛　涛		300

				個人 コジン		溝口　伸一		200		個人 コジン		佐藤　心乃介		100		個人 コジン		川島　秀一		100		0		100		個人		遠藤　秀昭		300

				個人 コジン		溝手　眞美子		200		個人 コジン		佐藤　譲		100		個人 コジン		川田　敦士		100		0		100		個人		尾崎　俊哉		300

				個人 コジン		光富　藤則		200		個人 コジン		佐藤　誠恒		100		個人 コジン		川本　成子		100		0		100		個人		王　从舜		300

				個人 コジン		南　安代		200		個人 コジン		佐藤　千乃		100		個人 コジン		川本　真司		100		0		100		個人		大石　和敏		300

				個人 コジン		南谷　美智子		200		個人 コジン		佐藤　文美		100		個人 コジン		川俣　和博		100		0		0		個人		大植　康司		300

				個人 コジン		耳塚　忠幸		200		個人 コジン		佐藤　真由美		100		個人 コジン		河内　洋海		100		0		0		個人		大江　正男		300

				個人 コジン		宮川　隆英		200		個人 コジン		佐藤　正治		100		個人 コジン		河合　良成		100		0		0		個人		大城　歌奈子		300

				個人 コジン		宮崎　哲志		200		個人 コジン		佐藤　実		100		個人 コジン		河野　健太郎		100		0		0		個人		大隅　玲緒		300

				個人 コジン		宮崎　正三		200		個人 コジン		佐藤　美冬		100		個人 コジン		河本　英明		100		0		0		個人		大関　陽介		300

				個人 コジン		宮地　亮吉		200		個人 コジン		佐藤　裕大		100		個人 コジン		河村　慎司		100		0		0		個人		大曽根　博人		300

				個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		佐藤　優希		100		個人 コジン		乾　旭秀		100		0		0		個人		大田　武士		300

				個人 コジン		宮本　幸一		200		個人 コジン		佐々木　一平		100		個人 コジン		木賀　みゆき		100		0		0		個人		大田　美沙		300

				個人 コジン		宮本　尚季		200		個人 コジン		佐々木　大介		100		個人 コジン		木川　共代		100		0		0		個人		太田　充俊		300

				個人 コジン		向井　康		200		個人 コジン		佐々木　順一		100		個人 コジン		木下　利之		100		0		0		個人		大竹　英二		300

				個人 コジン		村上　伸浩		200		個人 コジン		佐々木　翔真		100		個人 コジン		木谷　幸枝		100		0		0		個人		大谷　孝子		300

				個人 コジン		村上　陽平		200		個人 コジン		佐々木　駿		100		個人 コジン		木本　千里		100		0		0		個人		大谷　将晴		300

				個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		佐々木　正記		100		個人 コジン		木村　啓一		100		0		0		個人		大友　淳		300

				個人 コジン		村島　弘知		200		個人 コジン		佐々木　裕之		100		個人 コジン		木村　茂		100		0		0		個人		大野　昭博		300

				個人 コジン		村田　宏一		200		個人 コジン		齊田　和宏		100		個人 コジン		木村　成暁		100		0		100		個人		大野　のり子		300

				個人 コジン		村田　美弥		200		個人 コジン		齋藤　有紀		100		個人 コジン		木村　稔		100		0		0		個人		大野　雅史		300

				個人 コジン		村田　幹雄		200		個人 コジン		齋藤　貴志		100		個人 コジン		木村　陽一		100		0		0		個人		大橋　邦康		300

				個人 コジン		望月　勇一郎		200		個人 コジン		齋藤　純子		100		個人 コジン		樹森　正		100		0		0		個人		大橋　儒一		300

				個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		齋藤　純平		100		個人 コジン		菊池　俊之		100		0		0		個人		大畑　美能留		300

				個人 コジン		守本　節子		200		個人 コジン		斎藤　岳央		100		個人 コジン		菊田　幸		100		0		0		個人		大濱　貴之		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		齊藤　利光		100		個人 コジン		岸下　昇平		100		0		0		個人		大原　眞理子		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		齋藤　正明		100		個人 コジン		北川　セツ子		100		0		0		個人		大見　俊司		300

				個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		齋藤　雅男		100		個人 コジン		北川　智子		100		0		0		個人		大矢知　章		300

				個人 コジン		森　美紀		200		個人 コジン		齊藤　美紀		100		個人 コジン		北島　靖久		100		0		0		個人		大山　哲		300

				個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		齋藤　庸子		100		個人 コジン		北村　滋規		100		0		0		個人		岡　徹		300

				個人 コジン		森川　龍男		200		個人 コジン		斎藤　義弘		100		個人 コジン		北村　芳之		100		0		0		個人		岡井　一郎		300

				個人 コジン		森澤　弘一		200		個人 コジン		坂井　宏子		100		個人 コジン		北守　久美子		100		0		0		個人		岡崎　真治		300

				個人 コジン		森田　真也		200		個人 コジン		坂井　理佳		100		個人 コジン		清原　幸江		100		0		0		個人		岡嶋　圭介		300

				個人 コジン		諸　雄治		200		個人 コジン		坂口　瑠理子		100		個人 コジン		清水　京三郎		100		0		0		個人		岡田　太郎		300

				個人 コジン		八木　啓		200		個人 コジン		坂崎　友章		100		個人 コジン		清水　茂勇		100		0		0		個人		岡本　拓人		300

				個人 コジン		八木　奈都美		200		個人 コジン		坂田　英樹		100		個人 コジン		清水　昭美		100		0		0		個人		岡村　強		300

				個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		坂田　恭子		100		個人 コジン		清水　智行		100		0		0		個人		荻谷　透		300

				個人 コジン		矢部　健一		200		個人 コジン		坂田　龍太		100		個人 コジン		清水　秀男		100		0		0		個人		荻原　宏是		300

				個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		坂出　宜隆		100		個人 コジン		清水　吉則		100		0		0		個人		奥田　明年		300

				個人 コジン		安部　章夫		200		個人 コジン		坂本　光信		100		個人 コジン		桐野　雅弘		100		0		0		個人		奥田　淡海子		300

				個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		坂本　森男		100		個人 コジン		桐原　理		100		0		0		個人		奥田　浩太郎		300

				個人 コジン		安藤　洋子		200		個人 コジン		坂本　良一		100		個人 コジン		九鬼　大樹		100		0		0		個人		奥村　元博		300

				個人 コジン		保坂　吉輝		200		個人 コジン		坂元　博		100		個人 コジン		久岡　俊之		100		0		100		個人		押田　元樹		300

				個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		坂寄　和弘		100		個人 コジン		久保　克人		100		0		0		個人		落合　幸恵		300

				個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		坂和　祐子		100		個人 コジン		久保田　守		100		0		0		個人		鬼頭　裕喜		300

				個人 コジン		薮内　清範		200		個人 コジン		阪井　洋平		100		個人 コジン		久保田　雪美		100		0		100		個人		加藤　恵子		300

				個人 コジン		山内　敏司		200		個人 コジン		阪本　寿明		100		個人 コジン		久我　久義		100		0		0		個人		加藤　貞和		300

				個人 コジン		山内　康恵		200		個人 コジン		先崎　辰明		100		個人 コジン		工藤　晃		100		0		100		個人		加藤　拓磨		300

				個人 コジン		山口　勝江		200		個人 コジン		崎本　壮		100		個人 コジン		工藤　由美		100		0		0		個人		加藤　信之		300

				個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		崎本　真由美		100		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		0		100		個人		貝淵　文彦		300

				個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		崎山　勝		100		個人 コジン		倉橋　敬		100		0		0		個人		柿村　不二夫		300

				個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		作田　大樹		100		個人 コジン		倉持　繁雄		100		0		0		個人		篭橋　努		300

				個人 コジン		山嵜　哲也		200		個人 コジン		櫻井　恵里奈		100		個人 コジン		栗島　大輔		100		0		0		個人		柏崎　佳世		300

				個人 コジン		山下　さとみ		200		個人 コジン		櫻井　君子		100		個人 コジン		栗林　千恵		100		0		0		個人		梶　政広		300

				個人 コジン		山城　宏和		200		個人 コジン		櫻井　健晴		100		個人 コジン		栗原　浩幸		100		0		0		個人		梶本　正資		300

				個人 コジン		山城　雪江		200		個人 コジン		櫻井　康隆		100		個人 コジン		栗原　泰		100		0		100		個人		片桐　雅		300

				個人 コジン		山添　直幸		200		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		個人 コジン		来住野　文雄		100		0		0		個人		門川　章吾		300

				個人 コジン		山田　春樹		200		個人 コジン		酒井　裕行		100		個人 コジン		黒川　綾子		100		0		100		個人		門川　美穂		300

				個人 コジン		山田　浩		200		個人 コジン		酒井　優樹		100		個人 コジン		黒田　智生		100		0		0		個人		門倉　広樹		300

				個人 コジン		山田　稔		200		個人 コジン		定成　保志		100		個人 コジン		黒谷　憲一		100		0		0		個人		蟹江　教文		300

				個人 コジン		山地　聰		200		個人 コジン		定森　哲男		100		個人 コジン		桑田　芳子		100		0		0		個人		蟹江　泰之		300

				個人 コジン		山中　保弘		200		個人 コジン		澤　有香里		100		個人 コジン		郡司　啓子		100		0		0		個人		金子　芳男		300

				個人 コジン		山本　秋子		200		個人 コジン		澤井　啓一		100		個人 コジン		玄海　外之		100		0		0		個人		鎌田　元彦		300

				個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		澤田　潤		100		個人 コジン		権藤　正則		100		0		0		個人		神農　武洪		300

				個人 コジン		山本　泰教		200		個人 コジン		澤田　拓二		100		個人 コジン		小池　英人		100		0		0		個人		亀井　清一		300

				個人 コジン		山本　靖雄		200		個人 コジン		志柿　賢太		100		個人 コジン		小池　正伸		100		0		0		個人		亀田　圭介		300

				個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		志田　太利夫		100		個人 コジン		小石　隆子		100		0		0		個人		川勝　惠子		300

				個人 コジン		山村　芳伸		200		個人 コジン		志村　和久		100		個人 コジン		小石　好美		100		0		0		個人		川頭　進矢		300

				個人 コジン		湯浅　和彦		200		個人 コジン		四方　裕輝		100		個人 コジン		小泉　隆雄		100		0		-100		個人		川渕　健志郎		300

				個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		椎名　隆行		100		個人 コジン		小板　英男		100		0		0		個人		川村　紀子		300

				個人 コジン		行正　俊章		200		個人 コジン		椎名　康弘		100		個人 コジン		小尾　和人		100		0		0		個人		河内　伸介		300

				個人 コジン		与座　美穂		200		個人 コジン		塩崎　順也		100		個人 コジン		小形　昌樹		100		0		0		個人		河田　隆良		300

				個人 コジン		横井　賢造		200		個人 コジン		塩田　博明		100		個人 コジン		小川　泰史		100		0		0		個人		河野　勝則		300

				個人 コジン		横尾　貴之		200		個人 コジン		塩出　有希		100		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		0		0		個人		河原　慶一		300

				個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		塩野谷　政伸		100		個人 コジン		小関　学		100		0		0		個人		河辺　信雄		300

				個人 コジン		横野　義雄		200		個人 コジン		鹿島　真理		100		個人 コジン		小田　伸寛		100		0		0		個人		河本　紘昭		300

				個人 コジン		横山　直之		200		個人 コジン		鹿取　剛		100		個人 コジン		小西　美貴		100		0		0		個人		木本　貴也		300

				個人 コジン		横山　力		200		個人 コジン		軸屋　久恵		100		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		0		0		個人		木村　敏樹		300

				個人 コジン		吉岡　貴史		200		個人 コジン		軸屋　省三		100		個人 コジン		小林　潤		100		0		0		個人		木村　ミヨ		300

				個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		重田　良明		100		個人 コジン		小林　英里子		100		0		0		個人		喜多　洸介		300

				個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		七尾　英也		100		個人 コジン		小林　佳代		100		0		0		個人		菊田　真紀子		300

				個人 コジン		吉岡　照子		200		個人 コジン		篠原　香里		100		個人 コジン		小林　達也		100		0		0		個人		菊谷　美幸		300

				個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		芝山　昌臣		100		個人 コジン		小林　奈々		100		0		0		個人		岸田　卓也		300

				個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		柴田　清博		100		個人 コジン		小林　秀樹		100		0		0		個人		岸野　桃江		300

				個人 コジン		吉田　孝		200		個人 コジン		柴田　穣		100		個人 コジン		小林　兵寿		100		0		0		個人		岸本　隆		300

				個人 コジン		吉田　純一		200		個人 コジン		柴田　真妃		100		個人 コジン		小柳　敬右		100		0		0		個人		北川　誠彦		300

				個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		柴田　万紀子		100		個人 コジン		五十嵐　健		100		0		100		個人		清水　憲之		300

				個人 コジン		吉田　保博		200		個人 コジン		渋田見　好美		100		個人 コジン		五十嵐　淳		100		0		0		個人		清水　しおり		300

				個人 コジン		吉野　晴彦		200		個人 コジン		島岡　忠弘		100		個人 コジン		五十嵐　利行		100		0		0		個人		清水　俊貴		300

				個人 コジン		吉本　孝彦		200		個人 コジン		島岡　宏明		100		個人 コジン		五反田　肇		100		0		0		個人		久保田　金次		300

				個人 コジン		吉本　弘		200		個人 コジン		島田　克敏		100		個人 コジン		後藤　大輔		100		0		0		個人		久保田　文子		300

				個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		嶋田　美惠子		100		個人 コジン		後藤　国博		100		0		0		個人		草野　芳枝		300

				個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		島田　和紀		100		個人 コジン		後藤　哲也		100		0		0		個人		草場　裕		300

				個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		島村　幸子		100		個人 コジン		後藤　俊英		100		0		0		個人		熊沢　豊		300

				個人 コジン		吉村　和平		200		個人 コジン		下桶　佑知		100		個人 コジン		後藤　守男		100		0		0		個人		熊田　耕成		300

				個人 コジン		力武　雅弘		200		個人 コジン		下木　和敏		100		個人 コジン		合田　保彦		100		0		0		個人		倉田　知枝		300

				個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		下田　美帆		100		個人 コジン		鴻原　茉子		100		0		0		個人		倉田　泰英		300

				個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		下牧　伸子		100		個人 コジン		越前谷　伸二		100		-100		-100		個人		倉本　康弘		300

				個人 コジン		若狭　誠		200		個人 コジン		徐　智源		100		個人 コジン		駒井　大輔		100		0		0		個人		栗原　雄一		300

				個人 コジン		若林　兼光		200		個人 コジン		白井　宏和		100		個人 コジン		米倉　宏昭		100		0		0		個人		栗原　晴夫		300

				個人 コジン		若林　丈裕		200		個人 コジン		白土　茂和		100		個人 コジン		米田　和子		100		0		0		個人		黒岩　宏樹		300

				個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		甚田　行雄		100		個人 コジン		近藤　基了		100		0		0		個人		黒河内　由佳		300

				個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		須賀　雅子		100		個人 コジン		近藤　善一		100		0		0		個人		桑園　淳		300

				個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		須賀　裕二		100		個人 コジン		近藤　友也		100		0		0		個人		玄海　外之		300

				個人 コジン		脇川　正昭		200		個人 コジン		須賀　遥奈		100		個人 コジン		近藤　秀明		100		0		0		個人		阮　佩穎		300

				個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		須田　聡		100		個人 コジン		近藤　正国		100		0		0		個人		小池　雅子		300

				個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		須永　崇春		100		個人 コジン		佐川　雅之		100		0		0		個人		小泉　敏弥		300

				個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		須藤　恵司		100		個人 コジン		佐久間　弘典		100		0		0		個人		小笠原　悟		300

				個人 コジン		石川　昌平		130		個人 コジン		須藤　秀和		100		個人 コジン		佐野　賀与		100		0		0		個人		小久保　操		300

				個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		鄒　紅岩		100		個人 コジン		佐伯　謙太郎		100		-200		0		個人		小杉　麻樹		300

				個人 コジン		阿部　克功		100		個人 コジン		末長　延子		100		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		0		100		個人		小田　智久		300

				個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		末吉　賢伍		100		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		0		0		個人		小田垣　直弥		300

				個人 コジン		阿部　久美子		100		個人 コジン		菅　英憲		100		個人 コジン		佐藤　美冬		100		0		0		個人		小田嶋　勝也		300

				個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		菅野　幸夫		100		個人 コジン		齊田　和宏		100		0		100		個人		小谷野　幸夫		300

				個人 コジン		阿部　直樹		100		個人 コジン		菅原　哲也		100		個人 コジン		齋藤　雅男		100		0		0		個人		小手　健裕		300

				個人 コジン		阿良　満寿男		100		個人 コジン		菅原　敏明		100		個人 コジン		齊藤　美紀		100		0		100		個人		小寺　国嘉		300

				個人 コジン		相浦　謙児		100		個人 コジン		杉浦　太		100		個人 コジン		齋藤　庸子		100		0		0		個人		小畑　恵子		300

				個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		杉浦　尚美		100		個人 コジン		斎藤　義弘		100		0		0		個人		小林　栄子		300

				個人 コジン		相須　啓吾		100		個人 コジン		杉田　隆		100		個人 コジン		坂田　恭子		100		0		0		個人		小林　淳一		300

				個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		杉田　哲		100		個人 コジン		坂出　宜隆		100		0		0		個人		小林　伸治		300

				個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		杉田　年男		100		個人 コジン		坂本　光信		100		0		0		個人		小林　鉄也		300

				個人 コジン		相馬　松夫		100		個人 コジン		杉原　天哉		100		個人 コジン		坂本　良一		100		0		0		個人		小原　文男		300

				個人 コジン		相馬　由佳		100		個人 コジン		杉本　辰夫		100		個人 コジン		坂和　祐子		100		0		0		個人		小八木　康正		300

				個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		杉本　初代		100		個人 コジン		阪井　洋平		100		0		0		個人		児嶋　広		300

				個人 コジン		愛甲　隆広		100		個人 コジン		杉山　篤		100		個人 コジン		崎本　壮		100		0		0		個人		兒玉　巧実		300

				個人 コジン		青井　勝茂		100		個人 コジン		杉山　有司		100		個人 コジン		崎本　真由美		100		0		0		個人		後藤　英夫		300

				個人 コジン		青木　貴之		100		個人 コジン		杉山　慶子		100		個人 コジン		崎山　勝		100		0		0		個人		後藤　敏文		300

				個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		杉山　和孝		100		個人 コジン		櫻井　健晴		100		0		0		個人		米田　明代		300

				個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		助川　伸人		100		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		0		0		個人		米田　達也		300

				個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		個人 コジン		酒井　優樹		100		0		100		個人		米山　勝博		300

				個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		鈴木　堅司		100		個人 コジン		定成　保志		100		0		100		個人		近藤　勝樹		300

				個人 コジン		青山　伸昭		100		個人 コジン		鈴木　克巳		100		個人 コジン		定森　哲男		100		0		0		個人		近藤　栄治		300

				個人 コジン		青山　秀奐		100		個人 コジン		鈴木　記代子		100		個人 コジン		澤田　潤		100		0		0		個人		近藤　文彦		300

				個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		鈴木　清夫		100		個人 コジン		志田　太利夫		100		0		0		個人		佐野　憲作		300

				個人 コジン		赤尾　尚志		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		個人 コジン		志水　正治		100		-100		0		個人		佐野　敏朗		300

				個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		個人 コジン		志村　和久		100		0		0		個人		佐復　信夫		300

				個人 コジン		赤出川　鈴子		100		個人 コジン		鈴木　千鶴子		100		個人 コジン		四宮　重樹		100		-100		-100		個人		佐藤　魁		300

				個人 コジン		赤沼　正副		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		個人 コジン		椎名　隆行		100		0		0		個人		佐藤　貴志		300

				個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		鈴木　武		100		個人 コジン		塩崎　順也		100		0		0		個人		佐藤　啓吉		300

				個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		鈴木　利奈		100		個人 コジン		鹿島　真理		100		0		0		個人		佐藤　真衣		300

				個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		個人 コジン		鹿取　剛		100		0		0		個人		佐藤　雅子		300

				個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		個人 コジン		篠原　香里		100		0		0		個人		佐藤　康光		300

				個人 コジン		秋山　武康		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		個人 コジン		柴田　万紀子		100		0		0		個人		佐藤　和彦		300

				個人 コジン		秋山　真佐子		100		個人 コジン		鈴木　まゆみ		100		個人 コジン		渋田見　好美		100		0		100		個人		佐々木　孝		300

				個人 コジン		秋山　正道		100		個人 コジン		鈴木　真人		100		個人 コジン		島田　克敏		100		0		0		個人		佐々木　晋也		300

				個人 コジン		浅井　寿江		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		個人 コジン		島田　和紀		100		0		0		個人		佐々木　美菜		300

				個人 コジン		浅井　誠		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		個人 コジン		島村　幸子		100		0		0		個人		齋木　清太郎		300

				個人 コジン		浅井　勇斗		100		個人 コジン		鈴木　勇二		100		個人 コジン		下木　和敏		100		0		0		個人		斎場　彩芽		300

				個人 コジン		浅田　力也		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		個人 コジン		下田　美帆		100		0		0		個人		齋藤　知宏		300

				個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		鈴木　義行		100		個人 コジン		下牧　伸子		100		0		0		個人		斎藤　正樹		300

				個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		住友　雅代		100		個人 コジン		徐　智源		100		0		0		個人		斉藤　政治		300

				個人 コジン		浅見　和夫		100		個人 コジン		角野　章之		100		個人 コジン		白井　宏和		100		0		0		個人		斉藤　三四郎		300

				個人 コジン		浅見　和子		100		個人 コジン		世良　寛子		100		個人 コジン		城福　宏吉		100		-100		0		個人		斉藤　道雄		300

				個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		世良　耕一		100		個人 コジン		甚田　行雄		100		0		0		個人		齋藤　義人		300

				個人 コジン		朝倉　哲雄		100		個人 コジン		瀬尾　公彦		100		個人 コジン		鄒　紅岩		100		0		0		個人		斎藤　義弘		300

				個人 コジン		芦田　伸一郎		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		個人 コジン		菅　英憲		100		0		100		個人		坂内　清江		300

				個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		瀬筒　美帆		100		個人 コジン		菅原　哲也		100		0		100		個人		坂東　愼二		300

				個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		個人 コジン		杉本　初代		100		0		0		個人		阪本　貴志		300

				個人 コジン		足立　隆		100		個人 コジン		瀬戸　洋子		100		個人 コジン		杉山　有司		100		0		0		個人		櫻井　克彦		300

				個人 コジン		穴澤　広昭		100		個人 コジン		関　和範		100		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		0		0		個人		桜庭　義明		300

				個人 コジン		穴水　昌徳		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		個人 コジン		鈴木　克巳		100		0		0		個人		酒井　大		300

				個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		0		0		個人		笹島　優希		300

				個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		千葉　正美		100		個人 コジン		鈴木　誠		100		100		100		個人		笹本　芳邦		300

				個人 コジン		天野　輝司		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		0		0		個人		四竈　由紀子		300

				個人 コジン		天野　裕之		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		0		0		個人		塩崎　喜久子		300

				個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		曽根　君子		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		0		0		個人		塩山　芳規		300

				個人 コジン		網野　美郷		100		個人 コジン		惣部　勝美		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		0		0		個人		茂木　久		300

				個人 コジン		綾野　成記		100		個人 コジン		添川　泰大		100		個人 コジン		鈴木　豊		100		100		100		個人		渋谷　泉		300

				個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		添田　安彦		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		0		0		個人		渋谷　宜礼		300

				個人 コジン		荒井　謙三		100		個人 コジン		袖澤　純		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		0		0		個人		島田　功一		300

				個人 コジン		荒石　高志		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		0		0		個人		島田　淳		300

				個人 コジン		荒川　学		100		個人 コジン		外山　健一		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		0		100		個人		島田　光春		300

				個人 コジン		荒川　達也		100		個人 コジン		染谷　秀樹		100		個人 コジン		角野　章之		100		0		0		個人		嶋野　朋子		300

				個人 コジン		荒木　剛		100		個人 コジン		田口　民子		100		個人 コジン		世良　寛子		100		0		0		個人		徐　明潔		300

				個人 コジン		荒木　茂徳		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		個人 コジン		世良　耕一		100		0		0		個人		徐　鈴華		300

				個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		0		100		個人		白川　勝也		300

				個人 コジン		荒木関　司		100		個人 コジン		田島　のり子		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		0		100		個人		白田　麻衣		300

				個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		田島　典泰		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		0		100		個人		進士　克英		300

				個人 コジン		荒谷　章弘		100		個人 コジン		田島　裕士		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		0		0		個人		須藤　恵美子		300

				個人 コジン		荒谷　直俊		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		個人 コジン		千葉　正美		100		0		0		個人		菅井　洋平		300

				個人 コジン		新井　茂		100		個人 コジン		田代　清		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		0		0		個人		菅沼　聡		300

				個人 コジン		新田　侑子		100		個人 コジン		田代　直秀		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		0		0		個人		杉井　康子		300

				個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		田代　雅門		100		個人 コジン		袖澤　純		100		0		0		個人		鈴木　一之		300

				個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		田立　知路		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		0		0		個人		鈴木　一志		300

				個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		個人 コジン		田口　民子		100		0		0		個人		鈴木　英子		300

				個人 コジン		有井　直樹		100		個人 コジン		田中　一成		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		0		0		個人		鈴木　英和		300

				個人 コジン		有ケ谷　光宏		100		個人 コジン		田中　樹希		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		0		0		個人		鈴木　克巳		300

				個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		田中　久治		100		個人 コジン		田子森　賢一		100		-1000		-1000		個人		鈴木　喜光		300

				個人 コジン		有馬　和哉		100		個人 コジン		田中　公太		100		個人 コジン		田島　のり子		100		0		0		個人		鈴木　智也		300

				個人 コジン		有村　俊宏		100		個人 コジン		田中　孝司		100		個人 コジン		田島　裕士		100		0		0		個人		鈴木　広大		300

				個人 コジン		淡路　卓臣		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		0		0		個人		鈴木　光明		300

				個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		田中　茂		100		個人 コジン		田代　雅門		100		0		0		個人		鈴木　康平		300

				個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		田中　修司		100		個人 コジン		田立　知路		100		0		0		個人		鈴木　亮		300

				個人 コジン		井上　健治		100		個人 コジン		田中　早乙女		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		0		0		個人		住田　意知		300

				個人 コジン		井上　里沙		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		個人 コジン		田中　樹希		100		0		0		個人		住吉　翔元		300

				個人 コジン		井上　征則		100		個人 コジン		田中　広志		100		個人 コジン		田中　久治		100		0		0		個人		瀬畑　元子		300

				個人 コジン		井上　利樹		100		個人 コジン		田中　やす子		100		個人 コジン		田中　公太		100		0		0		個人		関　厚志		300

				個人 コジン		井上　真宏		100		個人 コジン		田中　由美子		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		0		0		個人		関　正和		300

				個人 コジン		井上　松雄		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		個人 コジン		田中　茂		100		0		0		個人		関　充夫		300

				個人 コジン		井上　祐子		100		個人 コジン		田端　睦毅		100		個人 コジン		田中　修司		100		0		0		個人		千葉　厚生		300

				個人 コジン		井上　和幸		100		個人 コジン		田伐　智		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		0		0		個人		善理　愛子		300

				個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		田原　豊治		100		個人 コジン		田中　秀和		100		100		100		個人		曽我　栄		300

				個人 コジン		井川　道朗		100		個人 コジン		田部　順		100		個人 コジン		田中　広志		100		0		100		個人		田倉　規雄		300

				個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		0		0		個人		田中　勝		300

				個人 コジン		井口　啓子		100		個人 コジン		田辺　基益		100		個人 コジン		田伐　智		100		0		0		個人		田中　創太		300

				個人 コジン		井尻　康紀		100		個人 コジン		田村　昂大		100		個人 コジン		田原　豊治		100		0		0		個人		田中　宏樹		300

				個人 コジン		井田　眞治		100		個人 コジン		田村　直樹		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		0		0		個人		田中　貢		300

				個人 コジン		井龍　健一郎		100		個人 コジン		田村　義弘		100		個人 コジン		多賀　善治		100		0		0		個人		田中　勇也		300

				個人 コジン		井谷　忠雄		100		個人 コジン		多賀　善治		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		0		100		個人		田畑　雅光		300

				個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		0		0		個人		田原　誠		300

				個人 コジン		井本　将美		100		個人 コジン		多部田　健司		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		0		0		個人		田原　司		300

				個人 コジン		伊関　博一		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		個人 コジン		高風　和代		100		0		0		個人		田村　史子		300

				個人 コジン		伊地知　直美		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		0		100		個人		高岡　直樹		300

				個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		高岡　浩子		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		0		0		個人		高貝　忠良		300

				個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		高風　和代		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		0		0		個人		高貝　好永		300

				個人 コジン		伊藤　あけみ		100		個人 コジン		高木　弘道		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		0		0		個人		高木　俊一		300

				個人 コジン		伊藤　郁夫		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		個人 コジン		高城　尚久		100		0		0		個人		高崎　彩花		300

				個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		個人 コジン		高田　忠司		100		0		100		個人		高橋　昭雄		300

				個人 コジン		伊藤　嘉高		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		個人 コジン		高田　光一		100		0		0		個人		高橋　拓也		300

				個人 コジン		伊藤　君代		100		個人 コジン		高崎　守		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		0		0		個人		高橋　利工		300

				個人 コジン		伊藤　久恵		100		個人 コジン		高島　考司		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		0		0		個人		高橋　典子		300

				個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		0		100		個人		高橋　雅昭		300

				個人 コジン		伊藤　憲昭		100		個人 コジン		高城　尚久		100		個人 コジン		高橋　典良		100		0		0		個人		高橋　雅己		300

				個人 コジン		伊藤　剛		100		個人 コジン		高瀬　晋三		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		0		0		個人		高見　隆一		300

				個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		高田　佳正		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		0		0		個人		高安　博之		300

				個人 コジン		伊藤　善太郎		100		個人 コジン		高田　晋司		100		個人 コジン		高橋　洋		100		0		0		個人		滝内　健		300

				個人 コジン		伊藤　長三郎		100		個人 コジン		高田　宗典		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		0		0		個人		瀧川　幸雄		300

				個人 コジン		伊藤　典子		100		個人 コジン		高田　忠司		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		0		100		個人		滝川　哲也		300

				個人 コジン		伊藤　博夫		100		個人 コジン		高田　晴貴		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		0		0		個人		瀧口　敬之		300

				個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		高田　光一		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		0		0		個人		竹内　明		300

				個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		高野　章		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		0		100		個人		竹内　やよい		300

				個人 コジン		伊藤　裕一		100		個人 コジン		高野　操		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		0		100		個人		竹之内　学		300

				個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		高野　辰二		100		個人 コジン		武井　賢一		100		0		0		個人		竹村　梅之介		300

				個人 コジン		伊藤　玲子		100		個人 コジン		高野　和代		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		0		100		個人		竹村　仁孝		300

				個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		0		0		個人		武田　清人		300

				個人 コジン		猪飼　君香		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		個人 コジン		立川　義彦		100		0		100		個人		立石　ヤス子		300

				個人 コジン		猪口　敏一		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		個人 コジン		巽　英司		100		0		0		個人		立木　耀		300

				個人 コジン		猪瀬　育子		100		個人 コジン		高橋　君子		100		個人 コジン		谷川　英二		100		0		0		個人		立花　清光		300

				個人 コジン		飯泉　昇三		100		個人 コジン		高橋　幸子		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		0		0		個人		立古　雅明		300

				個人 コジン		飯尾　達也		100		個人 コジン		高橋　誠		100		個人 コジン		谷山　輝		100		0		0		個人		立松　芳枝		300

				個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		高橋　典良		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		0		0		個人		達　尚子		300

				個人 コジン		飯島　順		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		0		0		個人		巽　健二		300

				個人 コジン		飯島　武		100		個人 コジン		高橋　正明		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		0		100		個人		谷口　恵一		300

				個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		0		0		個人		種中　純子		300

				個人 コジン		飯田　悠貴		100		個人 コジン		高橋　洋		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		0		0		個人		丹野　健一郎		300

				個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		個人 コジン		津田　麻里子		100		-200		-200		個人		丹羽　理栄		300

				個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		個人 コジン		津田　敏夫		100		-200		-200		個人		筑後　一徳		300

				個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		0		0		個人		辻　泰崇		300

				個人 コジン		飯塚　俊夫		100		個人 コジン		滝沢　豪		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		0		0		個人		土居　吾郎		300

				個人 コジン		飯塚　智亮		100		個人 コジン		滝沢　敏夫		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		0		100		個人		土方　純子		300

				個人 コジン		飯塚　幹子		100		個人 コジン		瀧脇　宏		100		個人 コジン		辻　直樹		100		0		0		個人		堤　真理		300

				個人 コジン		飯沼　康宏		100		個人 コジン		竹内　誠治		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		0		0		個人		恒川　幸久		300

				個人 コジン		飯野　努		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		個人 コジン		土田　美代子		100		0		0		個人		常盤　淳平		300

				個人 コジン		飯室　聡		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		個人 コジン		土館　公衛		100		-100		-100		個人		常藤　進之介		300

				個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		0		0		個人		鶴来　孝史		300

				個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		竹田　恵子		100		個人 コジン		土屋　翔		100		0		0		個人		寺尾　俊洋		300

				個人 コジン		生田　慎二		100		個人 コジン		竹田　千代子		100		個人 コジン		堤　健史		100		0		100		個人		寺島　良太		300

				個人 コジン		生田　秀巳		100		個人 コジン		竹原　一貴		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		0		100		個人		戸田　薫		300

				個人 コジン		幾田　いおり		100		個人 コジン		竹藤　秀人		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		0		0		個人		徳山　榮男		300

				個人 コジン		池上　豊隆		100		個人 コジン		竹本　治		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		0		0		個人		富塚　恵		300

				個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		竹村　昌司		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		0		0		個人		冨永　将嗣		300

				個人 コジン		池内　俊夫		100		個人 コジン		竹森　知		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		0		0		個人		富永　直人		300

				個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		武井　賢一		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		0		0		個人		友井　圭佑		300

				個人 コジン		池垣　昇		100		個人 コジン		武川　和美		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		0		0		個人		中　裕之		300

				個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		武田　冬彦		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		0		0		個人		中垣　忠司		300

				個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		個人 コジン		寺門　直		100		0		100		個人		中島　絵美		300

				個人 コジン		池田　清		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		0		100		個人		中島　千鶴		300

				個人 コジン		池田　亨		100		個人 コジン		立川　裕子		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		0		0		個人		中島　瞳		300

				個人 コジン		池田　順一		100		個人 コジン		立川　義彦		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		0		0		個人		中田　智		300

				個人 コジン		池田　哲		100		個人 コジン		立花　幸代		100		個人 コジン		都築　修一		100		0		100		個人		中田　智治		300

				個人 コジン		池田　秀行		100		個人 コジン		巽　英司		100		個人 コジン		當真　聖也		100		-100		-100		個人		中塚　哲夫		300

				個人 コジン		池田　正之		100		個人 コジン		谷　佳久雄		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		0		0		個人		中司　美枝子		300

				個人 コジン		池田　泰啓		100		個人 コジン		谷池　徹		100		個人 コジン		通阪　純也		100		0		0		個人		中西　佑太		300

				個人 コジン		池野　暉		100		個人 コジン		谷川　英二		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		0		100		個人		中野　清弘		300

				個人 コジン		池部　幸雄		100		個人 コジン		谷崎　久仁子		100		個人 コジン		冨岡　要		100		0		0		個人		中野　達郎		300

				個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		谷崎　尊志		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		0		0		個人		中馬　秀明		300

				個人 コジン		石井　清和		100		個人 コジン		谷西　延行		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		0		0		個人		中本　伊知郎		300

				個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		個人 コジン		豊田　治男		100		0		0		個人		中村　一彦		300

				個人 コジン		石井　昭夫		100		個人 コジン		谷山　輝		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		0		0		個人		中村　潔春		300

				個人 コジン		石井　敏朗		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		個人 コジン		那須野　亮		100		0		100		個人		中山　茂夫		300

				個人 コジン		石井　まつ		100		個人 コジン		玉井　亨		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		0		0		個人		永井　栄理奈		300

				個人 コジン		石井　政雄		100		個人 コジン		玉井　哲		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		0		100		個人		永井　浩子		300

				個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		個人 コジン		中川　英樹		100		0		0		個人		永宗　佳代		300

				個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		玉澤　禎顕		100		個人 コジン		中島　啓		100		0		100		個人		永田　久美子		300

				個人 コジン		石川　輝子		100		個人 コジン		地曳　多三郎		100		個人 コジン		中島　孔志		100		0		0		個人		永田　裕人		300

				個人 コジン		石川　俊		100		個人 コジン		知野見　恵美		100		個人 コジン		中島　直樹		100		0		0		個人		永野　択		300

				個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		個人 コジン		中園　将弥		100		0		0		個人		永峯　康生		300

				個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		陳　登		100		個人 コジン		中園　輝子		100		0		0		個人		仲谷　明准		300

				個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		個人 コジン		中田　理成		100		0		0		個人		仲村　則俊		300

				個人 コジン		石川　容子		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		個人 コジン		中田　和永		100		0		0		個人		長内　人志		300

				個人 コジン		石川　由美子		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		個人 コジン		中田　和彦		100		0		0		個人		長江　高洋		300

				個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		0		0		個人		長野　啓子		300

				個人 コジン		石倉　順子		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		個人 コジン		中西　康代		100		0		0		個人		難波　宏一		300

				個人 コジン		石黒　眞		100		個人 コジン		塚本　進		100		個人 コジン		中野　一憲		100		0		0		個人		二丹田　スミ子		300

				個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		辻　直樹		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		0		0		個人		西　義久		300

				個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		辻井　啓裕		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		0		0		個人		西川　俊輔		300

				個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		0		0		個人		西川　泰弘		300

				個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		土井　慎治		100		個人 コジン		中野　正之		100		0		100		個人		西崎　義明		300

				個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		土澤　康之		100		個人 コジン		中村　明彦		100		0		0		個人		西澤　樹生		300

				個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		土田　美代子		100		個人 コジン		中村　佳代		100		0		0		個人		西田　定子		300

				個人 コジン		石田　勝江		100		個人 コジン		土屋　大助		100		個人 コジン		中村　茂		100		0		0		個人		西谷　竜二		300

				個人 コジン		石田　義則		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		個人 コジン		中村　司		100		0		0		個人		西野　邦雄		300

				個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		土屋　孝		100		個人 コジン		中村　等		100		0		100		個人		西林　真		300

				個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		土屋　翔		100		個人 コジン		中山　誠三		100		0		0		個人		西村　仁志		300

				個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		筒井　恵美		100		個人 コジン		中山　智裕		100		0		0		個人		沼田　義典		300

				個人 コジン		石塚　真由子		100		個人 コジン		堤　健史		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		0		0		個人		野上　勉		300

				個人 コジン		石中　八重子		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		0		0		個人		野口　一浩		300

				個人 コジン		石波　慎一郎		100		個人 コジン		常川　猛		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		0		0		個人		野口　慶太		300

				個人 コジン		石野　壽雄		100		個人 コジン		椿　眞由美		100		個人 コジン		永戸　光生		100		0		0		個人		野澤　雅彦		300

				個人 コジン		石橋　將年		100		個人 コジン		坪田　彰三		100		個人 コジン		永山　恒誉		100		-100		0		個人		野田　亜由美		300

				個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		詰坂　信敏		100		個人 コジン		長迫　君代		100		0		0		個人		延原　克幸		300

				個人 コジン		石原　佳奈		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		個人 コジン		長島　芳子		100		0		0		個人		馬淵　俊輔		300

				個人 コジン		石原　將永		100		個人 コジン		鶴子　正明		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		0		0		個人		橋本　一仁		300

				個人 コジン		石原　慎一		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		0		0		個人		橋本　貴至		300

				個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		0		0		個人		橋本　光治		300

				個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		手錢　孝介		100		個人 コジン		長幡　勝		100		-200		0		個人		橋本　裕子		300

				個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		0		0		個人		畑中　一成		300

				個人 コジン		石政　祐介		100		個人 コジン		出口　広美		100		個人 コジン		鍋島　賛郎		100		-1000		100		個人		初芝　ヒサ子		300

				個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		出口　勉		100		個人 コジン		並木　秀行		100		0		0		個人		花井　秀勝		300

				個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		梯　安雄		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		0		0		個人		花嶋　薫		300

				個人 コジン		泉　俊介		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		個人 コジン		難波　祐二		100		0		0		個人		花園　治郎		300

				個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		0		0		個人		濱比嘉　満		300

				個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		個人 コジン		二宮　健次		100		0		0		個人		早川　康子		300

				個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		寺門　直		100		個人 コジン		西　康栄		100		0		0		個人		林　一郎		300

				個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		寺本　洋		100		個人 コジン		西岡　一美		100		0		0		個人		林　徳雄		300

				個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		個人 コジン		西川　徹		100		0		100		個人		林　美樹子		300

				個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		個人 コジン		西田　まり子		100		0		0		個人		林　義明		300

				個人 コジン		一井　英樹		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		個人 コジン		西野　泰正		100		0		0		個人		林　義裕		300

				個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		都築　修一		100		個人 コジン		西野　陽子		100		0		0		個人		林田　晃佳		300

				個人 コジン		市　善介		100		個人 コジン		刀祢　定一		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		0		0		個人		原　啓介		300

				個人 コジン		市岡　正基		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		個人 コジン		西本　正英		100		0		0		個人		原　義彦		300

				個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		陶山　圭史		100		個人 コジン		西村　一峰		100		0		100		個人		原川　謙		300

				個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		通阪　純也		100		個人 コジン		西村　聡		100		0		0		個人		原田　健司		300

				個人 コジン		市田　晃佑		100		個人 コジン		徳木　英真		100		個人 コジン		西山　英二		100		0		0		個人		原田　康暉		300

				個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		徳野　健一郎		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		0		0		個人		張本　昭人		300

				個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		飛田　翔		100		個人 コジン		布　美香子		100		0		0		個人		日高　聡史		300

				個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		0		0		個人		樋口　潤		300

				個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		冨岡　要		100		個人 コジン		根岸　良実		100		0		0		個人		樋口　拓也		300

				個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		冨田　将典		100		個人 コジン		根本　剛		100		0		0		個人		東　利樹		300

				個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		富田　和枝		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		0		0		個人		疋田　順彦		300

				個人 コジン		稲森　創		100		個人 コジン		冨永　直彦		100		個人 コジン		野中　孝子		100		0		0		個人		平井　重人		300

				個人 コジン		犬童　博和		100		個人 コジン		富室　修一		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		0		0		個人		平岡　美樹子		300

				個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		冨山　亮太		100		個人 コジン		野村　貞子		100		0		0		個人		平栗　宗世		300

				個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		個人 コジン		野村　優子		100		0		100		個人		平澤　寿子		300

				個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		豊島　隆		100		個人 コジン		信森　達也		100		0		0		個人		平田　将洋		300

				個人 コジン		今井　香織		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		0		100		個人		平田　祥子		300

				個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		豊田　治男		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		0		0		個人		平野　圭子		300

				個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		虎尾　榮一		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		0		100		個人		廣江　竜二郎		300

				個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		鳥井　雅之		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		0		0		個人		廣瀬　健		300

				個人 コジン		今井　優		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		0		0		個人		深沢　樹寿		300

				個人 コジン		今泉　英樹		100		個人 コジン		那須　慎一		100		個人 コジン		畑田　猛		100		0		100		個人		深堀　美樹		300

				個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		那須野　亮		100		個人 コジン		畠中　修		100		0		0		個人		福井　徳司		300

				個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		0		0		個人		福江　智之		300

				個人 コジン		今里　精基		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		個人 コジン		花内　洋		100		0		0		個人		福島　俊一郎		300

				個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		中　宗一郎		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		0		0		個人		福田　俊幸		300

				個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		中川　英樹		100		個人 コジン		花園　治郎		100		0		0		個人		藤井　勝規		300

				個人 コジン		今中　章弘		100		個人 コジン		中川　忍		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		0		0		個人		藤井　奈津美		300

				個人 コジン		今野　信一郎		100		個人 コジン		中川　浩		100		個人 コジン		花輪　誠		100		0		0		個人		藤井　まさ子		300

				個人 コジン		今屋　睦男		100		個人 コジン		中川　佑香		100		個人 コジン		濱口　岳		100		0		0		個人		藤井　康治		300

				個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		中込　公裕		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		0		0		個人		藤尾　直樹		300

				個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		中沢　威明		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		0		0		個人		藤木　孝弘		300

				個人 コジン		岩井田　照夫		100		個人 コジン		中澤　雅明		100		個人 コジン		速水　俊一		100		0		0		個人		藤澤　和繁		300

				個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		中島　一貴		100		個人 コジン		速水　延子		100		0		0		個人		藤代　直樹		300

				個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		中嶋　圭輔		100		個人 コジン		林　貴博		100		0		0		個人		藤関　健正		300

				個人 コジン		岩佐　寿郎		100		個人 コジン		中島　啓		100		個人 コジン		林　晃一		100		0		0		個人		藤田　雄一郎		300

				個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		中島　孔志		100		個人 コジン		林　祥介		100		0		0		個人		藤田　峻輔		300

				個人 コジン		岩崎　容子		100		個人 コジン		中島　耕二		100		個人 コジン		林　竜		100		0		100		個人		藤田　由佳		300

				個人 コジン		岩瀬　幸恵		100		個人 コジン		中島　茂夫		100		個人 コジン		林　稔		100		0		0		個人		藤原　毅		300

				個人 コジン		岩垂　武		100		個人 コジン		中島　直樹		100		個人 コジン		林　祐葵		100		0		0		個人		藤本　有香		300

				個人 コジン		岩戸　孝史		100		個人 コジン		中島　光男		100		個人 コジン		林　和子		100		0		0		個人		藤本　飛鳥		300

				個人 コジン		岩渕　和夫		100		個人 コジン		中下　信子		100		個人 コジン		原　健太郎		100		0		0		個人		文岩　敏彦		300

				個人 コジン		岩本　一志		100		個人 コジン		中園　将弥		100		個人 コジン		原　康城		100		0		0		個人		古澤　伸承		300

				個人 コジン		尹　祥律		100		個人 コジン		中園　輝子		100		個人 コジン		原　和美		100		0		0		個人		古田　利彦		300

				個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		中田　理成		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		0		0		個人		古谷　博文		300

				個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		中田　和永		100		個人 コジン		原田　恭子		100		0		0		個人		古野　将志		300

				個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		中田　和彦		100		個人 コジン		原田　豊		100		0		100		個人		古山　晃代		300

				個人 コジン		鵜飼　将成		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		個人 コジン		原田　光司		100		0		100		個人		朴　泰憲		300

				個人 コジン		鵜篭　基		100		個人 コジン		中西　英之		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		0		0		個人		星　顕		300

				個人 コジン		上奥　毅		100		個人 コジン		中西　真奈美		100		個人 コジン		日下　耕三		100		0		0		個人		星　栄一郎		300

				個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		中西　康代		100		個人 コジン		日比　文博		100		0		0		個人		星川　壽美江		300

				個人 コジン		上川　亘		100		個人 コジン		中野　一憲		100		個人 コジン		肥田　正志		100		0		0		個人		細川　和真		300

				個人 コジン		上島　規男		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		0		0		個人		細谷　英司		300

				個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		中野　勝弘		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		0		0		個人		堀内　拓		300

				個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		0		0		個人		堀内　浩		300

				個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		中野　久雄		100		個人 コジン		東良　正人		100		0		0		個人		堀越　長榮		300

				個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		0		0		個人		堀山　友之		300

				個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		中野　高旭		100		個人 コジン		百木　薫		100		0		0		個人		本田　温		300

				個人 コジン		上田　雅治		100		個人 コジン		中野　晴生		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		0		0		個人		本多　祐子		300

				個人 コジン		上野　惠央		100		個人 コジン		中野　正之		100		個人 コジン		平田　道晃		100		0		0		個人		本橋　公治		300

				個人 コジン		上野　敬		100		個人 コジン		中野　昌晴		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		0		0		個人		本間　剛		300

				個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		中村　明彦		100		個人 コジン		平松　茂之		100		0		0		個人		前田　秀司郎		300

				個人 コジン		上野　真裕		100		個人 コジン		中村　佳代		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		0		0		個人		曲渕　景昌		300

				個人 コジン		上林　重紀		100		個人 コジン		中村　さよ子		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		0		0		個人		牧野　宏行		300

				個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		中村　茂		100		個人 コジン		深谷　周史		100		0		0		個人		牧野　正彦		300

				個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		中村　司		100		個人 コジン		深原　一晃		100		0		0		個人		桝井　大彰		300

				個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		中村　哲朗		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		0		0		個人		松井　親		300

				個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		中村　等		100		個人 コジン		深山　泰三		100		0		0		個人		松井　泰子		300

				個人 コジン		上山　孝		100		個人 コジン		中村　真吾		100		個人 コジン		服部　克也		100		0		100		個人		松浦　杏奈		300

				個人 コジン		植杉　博		100		個人 コジン		中村　美穂子		100		個人 コジン		福井　竹師		100		0		0		個人		松浦　卓寿		300

				個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		中山　一弘		100		個人 コジン		福井　朋子		100		0		0		個人		松浦　美晴		300

				個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		中山　誠三		100		個人 コジン		福井　光治		100		0		0		個人		松江　勇		300

				個人 コジン		植本　安哉子		100		個人 コジン		中山　智晴		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		0		0		個人		松枝　剛		300

				個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		中山　智裕		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		0		0		個人		松尾　淳史		300

				個人 コジン		植山　実		100		個人 コジン		中山　浩太郎		100		個人 コジン		福田　武司		100		0		0		個人		松下　栄作		300

				個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		中山　光一		100		個人 コジン		福田　康次		100		0		0		個人		松下　展子		300

				個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		中山　泰成		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		0		0		個人		松田　映子		300

				個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		個人 コジン		福本　好史		100		0		0		個人		松原　由美子		300

				個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		個人 コジン		福森　清子		100		0		0		個人		松本　健太		300

				個人 コジン		氏原　浩一		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		個人 コジン		伏原　資典		100		0		0		個人		松本　航樹		300

				個人 コジン		牛田　光彦		100		個人 コジン		永戸　光生		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		0		0		個人		松本　信一		300

				個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		長井　勝治		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		0		100		個人		松本　和久		300

				個人 コジン		臼井　秀司		100		個人 コジン		長迫　君代		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		0		0		個人		松村　眞公		300

				個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		長澤　仁志		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		0		0		個人		松山　加耶子		300

				個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		長島　健二		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		0		0		個人		松山　亮		300

				個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		長島　芳子		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		0		100		個人		丸山　太三		300

				個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		長谷　善樹		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		0		0		個人		万木　哲朗		300

				個人 コジン		内田　節子		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		0		0		個人		三枝　晴陽		300

				個人 コジン		内田　敏巳		100		個人 コジン		長谷川　益夫		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		0		0		個人		三箇　直宏		300

				個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		個人 コジン		古川　勝也		100		0		100		個人		三崎　遼		300

				個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		長谷川　芳典		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		0		100		個人		三島　弘通		300

				個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		個人 コジン		古澤　幸		100		0		0		個人		三宅　茂仁		300

				個人 コジン		内永　麻里子		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		個人 コジン		古谷　健一		100		0		0		個人		三宅　宮子		300

				個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		鍋谷　哲		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		0		0		個人		三戸　礼代		300

				個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		並木　秀行		100		個人 コジン		古村　公久		100		0		-100		個人		三苫　賢児		300

				個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		波多野　裕友		100		個人 コジン		穂坂　弘治		100		-500		-200		個人		水口　鐘昭		300

				個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		個人 コジン		細川　恵多		100		0		0		個人		水野　梢		300

				個人 コジン		海老原　裕子		100		個人 コジン		難波　祐二		100		個人 コジン		細木　榮一		100		0		0		個人		溝口　哲郎		300

				個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		個人 コジン		細野　友孝		100		0		0		個人		光藤　勲		300

				個人 コジン		梅澤　やよい		100		個人 コジン		二宮　健次		100		個人 コジン		細野　晴通		100		0		0		個人		宮川　ゆき江		300

				個人 コジン		梅田　俊一		100		個人 コジン		二宮　稔		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		0		100		個人		宮島　与吉		300

				個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		西　康栄		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		0		0		個人		宮地　文子		300

				個人 コジン		梅本　修平		100		個人 コジン		西井　恒子		100		個人 コジン		堀本　修		100		0		0		個人		宮原　竜也		300

				個人 コジン		梅村　正		100		個人 コジン		西岡　一美		100		個人 コジン		本田　利彦		100		0		100		個人		宮本　敦史		300

				個人 コジン		卜部　朋之		100		個人 コジン		西川　徹		100		個人 コジン		真野　徳之		100		0		0		個人		牟田　真秀		300

				個人 コジン		浦田　修		100		個人 コジン		西川　弘毅		100		個人 コジン		間山　文昭		100		0		100		個人		村井　志津子		300

				個人 コジン		浦田　俊哉		100		個人 コジン		西沢　茂子		100		個人 コジン		前田　武徳		100		0		0		個人		村上　有賀里		300

				個人 コジン		浦出　佳吾		100		個人 コジン		西澤　淳		100		個人 コジン		前田　達也		100		0		0		個人		村上　義男		300

				個人 コジン		浦西　琢也		100		個人 コジン		西科　勝行		100		個人 コジン		前田　道治		100		0		100		個人		村橋　真美		300

				個人 コジン		瓜生　大輔		100		個人 コジン		西島　美代子		100		個人 コジン		前原　正一		100		-100		100		個人		村本　佑太		300

				個人 コジン		江川　裕一		100		個人 コジン		西条　佳憲		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		0		100		個人		村山　優子		300

				個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		西田　圭吾		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		0		0		個人		室井　智有		300

				個人 コジン		江坂　茂		100		個人 コジン		西田　彰吾		100		個人 コジン		益田　雅生		100		0		-100		個人		持田　壮司		300

				個人 コジン		江坂　真直		100		個人 コジン		西田　まり子		100		個人 コジン		増田　義男		100		0		0		個人		望月　基史		300

				個人 コジン		江田　昌弘		100		個人 コジン		西野　泰正		100		個人 コジン		増平　善信		100		0		0		個人		望月　卓		300

				個人 コジン		江波　仁		100		個人 コジン		西野　陽子		100		個人 コジン		松岡　整		100		0		100		個人		元樋　俊介		300

				個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		0		0		個人		森　敦		300

				個人 コジン		江端　祐貴		100		個人 コジン		西本　剛		100		個人 コジン		松坂　肇		100		0		0		個人		森川　翔平		300

				個人 コジン		江原　一志		100		個人 コジン		西本　正英		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		0		0		個人		森沢　信勝		300

				個人 コジン		江原　弘隆		100		個人 コジン		西本　良子		100		個人 コジン		松崎　浩		100		0		0		個人		森本　登志男		300

				個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		西村　一峰		100		個人 コジン		松田　浩一		100		0		0		個人		森本　智弘		300

				個人 コジン		江部　優合		100		個人 コジン		西村　聡		100		個人 コジン		松谷　元気		100		-700		0		個人		矢嶋　大輔		300

				個人 コジン		江藤　佳高		100		個人 コジン		西山　英二		100		個人 コジン		松原　輝博		100		0		0		個人		矢部　千景		300

				個人 コジン		江渡　大悟		100		個人 コジン		西山　嘉彦		100		個人 コジン		松原　文雄		100		0		0		個人		矢部　俊之		300

				個人 コジン		榎　千枝子		100		個人 コジン		西山　貴博		100		個人 コジン		松原　由美子		100		0		0		個人		安井　甲次		300

				個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		西山　統		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		0		0		個人		安井　裕美		300

				個人 コジン		遠地　三寧		100		個人 コジン		錦野　亮		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		0		100		個人		安川　文夫		300

				個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		0		0		個人		安田　伸一郎		300

				個人 コジン		遠藤　利枝		100		個人 コジン		布　美香子		100		個人 コジン		松本　佳代		100		0		0		個人		安田　浩二		300

				個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		個人 コジン		松本　賢一		100		0		0		個人		安部　久光		300

				個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		根岸　良実		100		個人 コジン		松本　智子		100		0		0		個人		安部　貞子		300

				個人 コジン		尾上　欣也		100		個人 コジン		根本　剛		100		個人 コジン		松本　弘人		100		0		0		個人		安藤　さちみ		300

				個人 コジン		尾形　恵美		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		0		0		個人		安藤　秀信		300

				個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		野口　誉成		100		個人 コジン		松本　義明		100		0		0		個人		安藤　靖子		300

				個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		野田　明美		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		0		0		個人		安丸　輝		300

				個人 コジン		尾関　啓介		100		個人 コジン		野田　祥恵		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		0		0		個人		保木本　達也		300

				個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		野田　朗		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		0		0		個人		柳沼　孝治		300

				個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		野中　孝子		100		個人 コジン		三井　修次		100		0		100		個人		柳林　広人		300

				個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		野仲　文子		100		個人 コジン		三島　融		100		0		0		個人		籔本　康之		300

				個人 コジン		尾畑　光哉		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		個人 コジン		三角　秀一		100		0		0		個人		山上　俊之		300

				個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		野村　公盛		100		個人 コジン		三宅　君近		100		0		0		個人		山内　義成		300

				個人 コジン		翁長　隆之		100		個人 コジン		野村　貞子		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		0		100		個人		山浦　英次郎		300

				個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		野村　忠勝		100		個人 コジン		三好　隼平		100		0		100		個人		山川　智美		300

				個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		野村　優子		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		0		0		個人		山岸　幸一		300

				個人 コジン		大石　一穂		100		個人 コジン		信森　達也		100		個人 コジン		道下　秀男		100		0		100		個人		山岸　益男		300

				個人 コジン		大内　康敬		100		個人 コジン		羽鳥　さやか		100		個人 コジン		道下　正志		100		0		0		個人		山口　アツ子		300

				個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		羽鳥　隼人		100		個人 コジン		光安　裕二		100		0		0		個人		山口　久美子		300

				個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		0		0		個人		山口　雅弘		300

				個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100		0		0		個人		山下　紘宜		300

				個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		馬場　一樹		100		個人 コジン		宮崎　純子		100		0		100		個人		山下　智大		300

				個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		個人 コジン		宮島　邦江		100		0		100		個人		山下　陽子		300

				個人 コジン		大木　啓太郎		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100		0		0		個人		山城　一郎		300

				個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		橋本　一生		100		個人 コジン		宮田　幸一		100		0		0		個人		山田　勲		300

				個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		橋本　絵里		100		個人 コジン		宮永　暁生		100		0		0		個人		山田　斎毅		300

				個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		個人 コジン		宮野　弘之		100		0		0		個人		山田　茂雄		300

				個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		橋本　知幸		100		個人 コジン		宮前　洋子		100		-1000		100		個人		山田　慎治		300

				個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		蓮野　善紀		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100		0		100		個人		山田　宙		300

				個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		畑田　猛		100		個人 コジン		村上　友洋		100		0		0		個人		山田　昌弘		300

				個人 コジン		大澤　明		100		個人 コジン		畑中　圭介		100		個人 コジン		村上　正治		100		0		0		個人		山田　政臣		300

				個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		畠中　修		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100		0		0		個人		山田　祐二		300

				個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		個人 コジン		村松　かお利		100		0		0		個人		山中　克彦		300

				個人 コジン		大澤　侑子		100		個人 コジン		秦　悦子		100		個人 コジン		村山　直史		100		0		0		個人		山根　充弘		300

				個人 コジン		大塩　章夫		100		個人 コジン		花内　洋		100		個人 コジン		室山　亜希子		100		0		0		個人		山本　幸司		300

				個人 コジン		大島　悦郎		100		個人 コジン		花崎　文子		100		個人 コジン		望月　一司		100		0		100		個人		山本　展裕		300

				個人 コジン		大島　千鶴子		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		個人 コジン		望月　智之		100		0		0		個人		山本　博基		300

				個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		花園　治郎		100		個人 コジン		元森　幹夫		100		-300		-300		個人		山本　晴一		300

				個人 コジン		大仁　健嗣		100		個人 コジン		花田　仁美		100		個人 コジン		守屋　正敏		100		0		100		個人		山本　真由美		300

				個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		花谷　泰良		100		個人 コジン		森　有理		100		0		100		個人		山元　勝悟		300

				個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		個人 コジン		森　恵美		100		0		0		個人		横江　良純		300

				個人 コジン		太田　孝男		100		個人 コジン		花房　正子		100		個人 コジン		森　教安		100		0		0		個人		横川　一貴		300

				個人 コジン		大田　誠		100		個人 コジン		花輪　誠		100		個人 コジン		森　健彰		100		0		0		個人		横橋　学		300

				個人 コジン		太田　千菜美		100		個人 コジン		濱口　岳		100		個人 コジン		森　幸子		100		0		0		個人		由木　泰隆		300

				個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		浜口　真吾		100		個人 コジン		森　典男		100		0		0		個人		吉岡　敦子		300

				個人 コジン		大田　竜也		100		個人 コジン		濱崎　勝		100		個人 コジン		森岡　純子		100		-100		100		個人		吉岡　照夫		300

				個人 コジン		太田　信行		100		個人 コジン		浜砂　弘敏		100		個人 コジン		森崎　晃		100		0		0		個人		吉岡　秀明		300

				個人 コジン		太田　弘子		100		個人 コジン		浜田　普史		100		個人 コジン		森田　久美子		100		0		0		個人		吉川　順子		300

				個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		濱野　芳紀		100		個人 コジン		森野　喜義		100		0		0		個人		吉川　昭彦		300

				個人 コジン		大高　万喜子		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		個人 コジン		森本　啓二		100		0		0		個人		吉澤　秀郎		300

				個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		個人 コジン		矢倉　淳		100		0		0		個人		吉田　明弘		300

				個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		速水　俊一		100		個人 コジン		矢島　晃		100		0		0		個人		吉田　大和		300

				個人 コジン		大谷　恵子		100		個人 コジン		速水　延子		100		個人 コジン		矢代　操		100		0		0		個人		吉水　俊浩		300

				個人 コジン		大谷　彰		100		個人 コジン		林　貴博		100		個人 コジン		矢田　六夫		100		0		0		個人		好川　智也		300

				個人 コジン		大谷　展央		100		個人 コジン		林　健一		100		個人 コジン		矢野　江里		100		0		0		個人		両角　正揮		300

				個人 コジン		大谷　豊子		100		個人 コジン		林　晃一		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100		0		100		個人		和田　正行		300

				個人 コジン		大谷　真由美		100		個人 コジン		林　祥介		100		個人 コジン		安生　啓子		100		0		100		個人		若松　智宏		300

				個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		林　武		100		個人 コジン		安田　伸矢		100		0		0		個人		渡部　勝吉		300

				個人 コジン		大塚　道宏		100		個人 コジン		林　竜		100		個人 コジン		安田　智子		100		-100		100		個人		渡部　正教		300

				個人 コジン		大槻　卓		100		個人 コジン		林　成典		100		個人 コジン		安達　弘		100		0		100		個人		渡辺　剛行		300

				個人 コジン		大槻　博幸		100		個人 コジン		林　秀徳		100		個人 コジン		安達　祐輔		100		0		0		個人		渡辺　浩子		300

				個人 コジン		大槻　広行		100		個人 コジン		林　稔		100		個人 コジン		安藤　恵		100		0		100		個人		渡邊　文子		300

				個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		林　祐葵		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100		0		0		個人		渡邉　良治		300

				個人 コジン		大仲　有佳		100		個人 コジン		林　和子		100		個人 コジン		安藤　正純		100		-100		100		個人		マナーズ　謙蔵		300

				個人 コジン		大西　雄三		100		個人 コジン		原　健太郎		100		個人 コジン		安保　克実		100		0		0		個人		井上　和也		271

				個人 コジン		大西　孝雄		100		個人 コジン		原　那美加		100		個人 コジン		保上　貴幸		100		0		0		個人		石田　良太		250

				個人 コジン		大西　晴雄		100		個人 コジン		原　正人		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100		0		100		個人		北　真実		246

				個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		原　康城		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100		0		0		個人		武下　真典		227

				個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		原　和美		100		個人 コジン		山口　トミエ		100		0		0		個人		西本　正徳		225

				個人 コジン		大野　尚		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		個人 コジン		山口　陽平		100		0		0		個人		石川　昭都		214

				個人 コジン		大野　仁久		100		個人 コジン		原田　恭子		100		個人 コジン		山崎　薫		100		0		100		個人		加納　武		209

				個人 コジン		大野　忠義		100		個人 コジン		原田　隆徳		100		個人 コジン		山里　憲一		100		0		0		個人		尾上　泰啓		206

				個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		原田　豊		100		個人 コジン		山下　博史		100		0		0		個人		幸重　天		204

				個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		原田　光司		100		個人 コジン		山下　秀博		100		0		100		個人		星本　祐貴		204

				個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100		個人 コジン		山田　欣徳		100		0		0		個人		秋山　俊介		202

				個人 コジン		大橋　亮		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		個人 コジン		山田　繁由		100		0		0		個人		平工　直武		202

				個人 コジン		大原　嘉昭		100		個人 コジン		半谷　絵美		100		個人 コジン		山田　昌宏		100		0		0		個人		今井　陽子		201

				個人 コジン		大平　卓弥		100		個人 コジン		伴　貞俊		100		個人 コジン		山田　裕貴		100		0		0		個人		津曲　佑輔		201

				個人 コジン		大平　雅輝		100		個人 コジン		日浅　雅人		100		個人 コジン		山田　類		100		0		0		個人		橋本　佳苗		201

				個人 コジン		大藤　博美		100		個人 コジン		日下　耕三		100		個人 コジン		山中　健夫		100		0		0		個人		阿部　貴文		200

				個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		日比　文博		100		個人 コジン		山中　修		100		0		0		個人		阿部　匠		200

				個人 コジン		大森　一太郎		100		個人 コジン		肥田　正志		100		個人 コジン		山根　省二		100		0		-200		個人		阿部　崇		200

				個人 コジン		大八木　寿美		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100		0		0		個人		相澤　美佳		200

				個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		個人 コジン		山根　和明		100		0		0		個人		相馬　裕		200

				個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		個人 コジン		山本　雄大		100		0		0		個人		青木　智哉		200

				個人 コジン		大和　寛		100		個人 コジン		東　洋子		100		個人 コジン		山本　治		100		0		0		個人		青木　宏		200

				個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		東谷　秀憲		100		個人 コジン		山本　渉		100		0		0		個人		青木　美穗子		200

				個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		東良　正人		100		個人 コジン		山本　丈人		100		0		0		個人		青島　良輔		200

				個人 コジン		岡井　克明		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		個人 コジン		山本　秀雄		100		0		0		個人		青柳　一明		200

				個人 コジン		岡内　誠治		100		個人 コジン		百木　薫		100		個人 コジン		山本　勉		100		0		100		個人		青柳　理奈		200

				個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		平　水美		100		個人 コジン		山路　智		100		0		0		個人		青山　徹夫		200

				個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		平岩　由紀雄		100		個人 コジン		山村　哲也		100		0		0		個人		赤松　裕樹		200

				個人 コジン		岡崎　宣治		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		個人 コジン		山脇　美香		100		0		0		個人		秋田　総理		200

				個人 コジン		岡嶋　光悦		100		個人 コジン		平形　悦子		100		個人 コジン		湯本　義昭		100		-100		-100		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		平川　奈々子		100		個人 コジン		指野　俊浩		100		0		0		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		平川　良和		100		個人 コジン		横田　文昭		100		0		0		個人		秋山　正一		200

				個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		平澤　亮		100		個人 コジン		横田　裕昭		100		0		100		個人		秋山　容平		200

				個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		平田　道晃		100		個人 コジン		吉岡　隆		100		0		0		個人		秋山　榕晶		200

				個人 コジン		岡田　宣弥		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100		0		0		個人		浅田　浩史		200

				個人 コジン		岡田　匡史		100		個人 コジン		平松　茂之		100		個人 コジン		吉川　佳之		100		0		100		個人		浅田　祐作		200

				個人 コジン		岡田　知之		100		個人 コジン		平山　大介		100		個人 コジン		吉澤　満治		100		0		0		個人		淺野　洋次		200

				個人 コジン		岡田　博		100		個人 コジン		平山　芳信		100		個人 コジン		吉田　哲也		100		0		100		個人		朝井　博之		200

				個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		広田　準		100		個人 コジン		吉田　直子		100		0		0		個人		朝隈　卓郎		200

				個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		広武　賢一		100		個人 コジン		吉田　典義		100		0		0		個人		朝原　秀太		200

				個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100		0		0		個人		朝村　一馬		200

				個人 コジン		岡野　拓也		100		個人 コジン		広畑　聡		100		個人 コジン		吉田　好惠		100		0		0		個人		旭　希佳		200

				個人 コジン		岡野　武士		100		個人 コジン		廣見　剛志		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100		0		0		個人		足立　邦仁		200

				個人 コジン		岡部　功		100		個人 コジン		不破　修		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100		0		100		個人		足立　武志		200

				個人 コジン		岡本　一光		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		個人 コジン		吉永　誠		100		0		0		個人		味田村　一也		200

				個人 コジン		岡本　勝		100		個人 コジン		深谷　周史		100		個人 コジン		吉見　浩子		100		0		0		個人		味村　嘉崇		200

				個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		深原　一晃		100		個人 コジン		吉村　世子		100		0		100		個人		跡上　剛		200

				個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		個人 コジン		吉村　俊一		100		-100		0		個人		天野　雄介		200

				個人 コジン		岡村　政紘		100		個人 コジン		深山　泰三		100		個人 コジン		吉村　洋平		100		-100		-100		個人		甘利　太希裕		200

				個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		服部　亜紀子		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100		0		100		個人		雨宮　武仁		200

				個人 コジン		岡安　幸男		100		個人 コジン		服部　克也		100		個人 コジン		和田　幸三		100		0		0		個人		荒井　千鶴		200

				個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		福井　重男		100		個人 コジン		和田　進		100		0		0		個人		荒木　正司		200

				個人 コジン		荻野　清子		100		個人 コジン		福井　竹師		100		個人 コジン		和田　晴美		100		0		0		個人		新　徹夫		200

				個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		福井　朋子		100		個人 コジン		若林　一之		100		0		0		個人		新井　一男		200

				個人 コジン		奥　真吾		100		個人 コジン		福井　光治		100		個人 コジン		若松　加代子		100		0		0		個人		新井　功		200

				個人 コジン		奥田　圭朗		100		個人 コジン		福喜多　守嘉		100		個人 コジン		脇　政雄		100		0		0		個人		新井　忠市		200

				個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100		0		0		個人		新倉　英男		200

				個人 コジン		奥野　雄一		100		個人 コジン		福島　美貴		100		個人 コジン		脇田　雅代		100		0		100		個人		新谷　榮		200

				個人 コジン		奥野　浩一		100		個人 コジン		福田　鐘子		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100		0		0		個人		新野　貴史		200

				個人 コジン		奥村　亜理沙		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100		0		0		個人		新野　栄一		200

				個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		福田　武司		100		個人 コジン		渡邊　亮		100		0		0		個人		新本　一行		200

				個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		福田　雅澄		100		個人 コジン		渡邉　亮		100		0		100		個人		新元　圭子		200

				個人 コジン		奥村　直哉		100		個人 コジン		福田　充宏		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100		0		100		個人		新元　啓文		200

				個人 コジン		奥村　保夫		100		個人 コジン		福田　光男		100		個人 コジン		宮田　三佳		75		75		75		個人		有方　一之		200

				個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		福田　康次		100		個人 コジン		天野　賢一		36		36		36		個人		有川　俊朗		200

				個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		個人 コジン		田中　淳一		33		13		33		個人		有年　克浩		200

				個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		福富　勝夫		100		個人 コジン		大平　正規		25		13		25		個人		有馬　明治		200

				個人 コジン		鬼塚　こゆき		100		個人 コジン		福留　純一		100		個人 コジン		中西　勝美		25		0		25		個人		有福　誠和		200

				個人 コジン		鬼塚　チヅル		100		個人 コジン		福野　芳枝		100		個人 コジン		柴原　康		20		20		20		個人		粟生田　佳奈子		200

				個人 コジン		鬼塚　義文		100		個人 コジン		福本　正博		100		個人 コジン		渡邉　明也		20		20		20		個人		粟生田　俊彦		200

				個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		福本　好史		100		個人 コジン		宮本　学		15		10		15		個人		井上　一大		200

				個人 コジン		鬼原　史行		100		個人 コジン		福森　清子		100		個人 コジン		伊藤　康裕		13		13		13		個人		井上　将志		200

				個人 コジン		加賀美　賢次		100		個人 コジン		伏原　資典		100		個人 コジン		金城　純一		11		2		11		個人		井上　晶斗		200

				個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		藤井　貴之		100		個人 コジン		市原　正幸		10		10		10		個人		井上　日出夫		200

				個人 コジン		加納　英子		100		個人 コジン		藤井　孝子		100		個人 コジン		鵜沼　雅幸		10		0		10		個人		井上　陽公		200

				個人 コジン		加納　照之		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		個人 コジン		梅田　善之		10		10		10		個人		井上　良平		200

				個人 コジン		加納　政之		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		個人 コジン		岡本　正彦		10		10		10		個人		井口　英雄		200

				個人 コジン		加納　万里子		100		個人 コジン		藤川　孝夫		100		個人 コジン		山本　啓一		10		10		10		個人		井之口　慶太		200

				個人 コジン		加藤　太郎		100		個人 コジン		藤崎　勉		100		個人 コジン		亀井　文夫		10		0		0		個人		井澤　康哲		200

				個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		個人 コジン		清水　敬三		10		0		10		個人		井出　一晃		200

				個人 コジン		加藤　兼三		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		個人 コジン		竹下　智代		10		0		10		個人		井波　久直		200

				個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		藤田　文		100		個人 コジン		糸山　博		8		-12		8		個人		井原　優一		200

				個人 コジン		加藤　清二		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		個人 コジン		足立　勝則		7		7		7		個人		井村　幸市		200

				個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		個人 コジン		原　泰之		7		0		2		個人		井村　俊之		200

				個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		個人 コジン		宮崎　一泰		6		6		6		個人		伊熊　喜久子		200

				個人 コジン		加藤　修一		100		個人 コジン		藤原　雅宏		100		個人 コジン		紙田　春夫		6		-1495		6		個人		伊熊　睦博		200

				個人 コジン		加藤　匠		100		個人 コジン		藤原　源二		100		個人 コジン		佐藤　佑樹		5		5		5		個人		伊澤　早希		200

				個人 コジン		加藤　隆史		100		個人 コジン		藤本　朱美		100		個人 コジン		田所　信幸		5		5		5		個人		伊敷　周次郎		200

				個人 コジン		加藤　隆彦		100		個人 コジン		藤本　順一		100		個人 コジン		伊藤　高広		5		0		2		個人		伊東　一博		200

				個人 コジン		加藤　辰巳		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		個人 コジン		田中　美幸		5		0		5		個人		伊藤　香代子		200

				個人 コジン		加藤　智洋		100		個人 コジン		藤巻　直也		100		個人 コジン		濱田　正已		5		0		5		個人		伊藤　健		200

				個人 コジン		加藤　晴嗣		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		個人 コジン		田中　敏夫		4		4		4		個人		伊藤　幸子		200

				個人 コジン		加藤　平原		100		個人 コジン		古市　久幸		100		個人 コジン		森岡　茂		4		0		0		個人		伊藤　誠		200

				個人 コジン		加藤　眞一		100		個人 コジン		古賀　和雄		100		個人 コジン		古川　春樹		3		3		3		個人		伊藤　誠子		200

				個人 コジン		加藤　真弓		100		個人 コジン		古川　勝也		100		個人 コジン		佐瀬　保		3		0		3		個人		伊藤　崇		200

				個人 コジン		加藤　正純		100		個人 コジン		古川　修一		100		個人 コジン		大橋　昌之		2		2		2		個人		伊藤　匡輝		200

				個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		個人 コジン		田中　裕子		2		2		2		個人		伊藤　司		200

				個人 コジン		加藤　美奈		100		個人 コジン		古澤　幸		100		個人 コジン		圓谷　真		2		2		2		個人		伊藤　寧彦		200

				個人 コジン		加藤　行孝		100		個人 コジン		古田　慎一		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2		0		2		個人		伊藤　博之		200

				個人 コジン		加藤　芳尚		100		個人 コジン		古谷　健一		100		個人 コジン		三村　晃平		2		0		0		個人		伊藤　浩司		200

				個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		個人 コジン		阿部　弘		1		1		1		個人		伊藤　保好		200

				個人 コジン		香取　孝		100		個人 コジン		古橋　孝子		100		個人 コジン		赤塚　紀彦		1		1		1		個人		伊藤　勇二		200

				個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		古村　公久		100		個人 コジン		天河　和士		1		1		1		個人		伊豆　正弘		200

				個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		別所　和音		100		個人 コジン		井村　豪		1		1		1		個人		衣笠　学		200

				個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		紅田　泰		100		個人 コジン		飯田　剛志		1		1		1		個人		衣奈　敬史		200

				個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		星　清貴		100		個人 コジン		磯野　晋太郎		1		1		1		個人		猪口　剛志		200

				個人 コジン		垣内　雷太		100		個人 コジン		星野　まどか		100		個人 コジン		惠美須　淳二		1		1		1		個人		猪原　弘子		200

				個人 コジン		覚野　博		100		個人 コジン		細川　恵多		100		個人 コジン		蛯名　政之		1		1		1		個人		飯島　有理		200

				個人 コジン		笠井　功		100		個人 コジン		細川　博史		100		個人 コジン		尾迫　篤		1		1		1		個人		飯田　彰子		200

				個人 コジン		笠木　雅和		100		個人 コジン		細木　榮一		100		個人 コジン		太田　武司		1		1		1		個人		飯田　琢斗		200

				個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		細谷　信幸		100		個人 コジン		荻野　元大		1		1		1		個人		飯田　由美子		200

				個人 コジン		笠原　麻子		100		個人 コジン		細野　友孝		100		個人 コジン		押渕　利康		1		1		1		個人		飯塚　貴之		200

				個人 コジン		笠原　亨		100		個人 コジン		細野　晴通		100		個人 コジン		神藏　隆樹		1		1		1		個人		家田　潤一		200

				個人 コジン		笠原　昌宏		100		個人 コジン		細本　翼		100		個人 コジン		榧下　翔太		1		1		1		個人		生方　豊		200

				個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		堀　秀行		100		個人 コジン		川村　光		1		1		1		個人		生田　浩一		200

				個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		堀内　千夏		100		個人 コジン		北本　英司		1		1		1		個人		幾谷　直也		200

				個人 コジン		柏岡　和子		100		個人 コジン		堀内　勇		100		個人 コジン		佐藤　史章		1		1		1		個人		池内　成彦		200

				個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		堀江　敏文		100		個人 コジン		崎田　美和		1		1		1		個人		池内　裕治		200

				個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		個人 コジン		静　浩太		1		1		1		個人		池田　純		200

				個人 コジン		柏木　貞昭		100		個人 コジン		堀越　孝		100		個人 コジン		杉山　逸未		1		1		1		個人		池田　俊治		200

				個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		個人 コジン		高野　直樹		1		1		1		個人		池田　文香		200

				個人 コジン		梶川　喜久枝		100		個人 コジン		堀本　修		100		個人 コジン		竹内　佑弥		1		1		1		個人		池田　令和		200

				個人 コジン		梶山　祥一		100		個人 コジン		本田　利彦		100		個人 コジン		館山　清彦		1		1		1		個人		石井　富久子		200

				個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		本多　克典		100		個人 コジン		出井　あずさ		1		1		1		個人		石井　務		200

				個人 コジン		樫木　栄		100		個人 コジン		本間　信雄		100		個人 コジン		中島　紀伊知		1		1		1		個人		石井　祐介		200

				個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		本間　信弘		100		個人 コジン		中野　正章		1		1		1		個人		石王　育美		200

				個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		真野　徳之		100		個人 コジン		日比野　芽		1		1		1		個人		石川　桂子		200

				個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		眞道　妙子		100		個人 コジン		堀川　航平		1		1		1		個人		石川　晋一朗		200

				個人 コジン		粕谷　浩一		100		個人 コジン		間山　文昭		100		個人 コジン		増田　剛		1		1		1		個人		石川　隆		200

				個人 コジン		風間　逸子		100		個人 コジン		前田　武徳		100		個人 コジン		松村　哲好		1		1		1		個人		石川　文子		200

				個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		前田　達也		100		個人 コジン		宮川　満		1		1		1		個人		石倉　祐成		200

				個人 コジン		片　崇		100		個人 コジン		前田　真澄		100		個人 コジン		森田　大介		1		1		1		個人		石崎　輝美		200

				個人 コジン		片岡　時雄		100		個人 コジン		前田　道治		100		個人 コジン		矢田　孝介		1		1		1		個人		石沢　美幸		200

				個人 コジン		片岡　真也		100		個人 コジン		前田　理		100		個人 コジン		横川　広幸		1		1		1		個人		石澤　義崇		200

				個人 コジン		片岡　力也		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		個人 コジン		渡邉　英明		1		1		1		個人		石田　英介		200

				個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		牧野　國男		100		個人 コジン		相馬　康人		1		0		1		個人		石田　学		200

				個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		個人 コジン		犬飼　理		1		-1		1		個人		石田　喜博		200

				個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		益田　雅生		100		個人 コジン		岩見　達磨		1		0		1		個人		石田　恭嗣		200

				個人 コジン		片山　宏二		100		個人 コジン		増田　久寿		100		個人 コジン		上野　智		1		0		1		個人		石津　宜大		200

				個人 コジン		片山　三紀		100		個人 コジン		増田　義男		100		個人 コジン		大西　康嗣		1		0		1		個人		石津　慎太郎		200

				個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		増平　善信		100		個人 コジン		川端　明		1		-9		1		個人		石塚　剛史		200

				個人 コジン		片山　洋子		100		個人 コジン		町井　吉彦		100		個人 コジン		合田　悟		1		-99		-99		個人		石塚　常男		200

				個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		松浦　慶太		100		個人 コジン		茂木　大樹		1		0		1		個人		石橋　美江		200

				個人 コジン		勝俣　誠子		100		個人 コジン		松浦　行高		100		個人 コジン		篠原　徹		1		0		1		個人		石原　大和		200

				個人 コジン		勝俣　直樹		100		個人 コジン		松尾　有祐		100		個人 コジン		高澤　周示		1		0		1		個人		石松　宏一郎		200

				個人 コジン		勝俣　和男		100		個人 コジン		松岡　整		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1		0		0		個人		石村　崇雅		200

				個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		個人 コジン		仲川　清隆		1		0		1		個人		泉　貴智		200

				個人 コジン		桂山　和男		100		個人 コジン		松坂　肇		100		個人 コジン		野村　崇		1		0		1		個人		磯田　聡		200

				個人 コジン		叶　茂盛		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		個人 コジン		信江　道弘		1		0		1		個人		磯部　裕和		200

				個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		松崎　浩		100		個人 コジン		松中　剛		1		-1		1		個人		磯前　達也		200

				個人 コジン		蟹江　吉正		100		個人 コジン		松島　守男		100		個人 コジン		松葉　吉行		1		0		1		個人		板坂　サヨ子		200

				個人 コジン		金　孝貞		100		個人 コジン		松下　桂子		100		個人 コジン		宮本　政毅		1		0		1		個人		板野　貴宏		200

				個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		松田　浩一		100		個人 コジン		湯原　悠太		1		0		0		個人		市岡　大		200

				個人 コジン		金井　久幸		100		個人 コジン		松谷　省吾		100		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		0		0		個人		市川　案理		200

				個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		松永　郁夫		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		0		0		個人		市川　久		200

				個人 コジン		金井　成雄		100		個人 コジン		松原　一也		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		0		0		個人		市川　雅也		200

				個人 コジン		金井　弘行		100		個人 コジン		松原　輝博		100		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		0		0		個人		市川　康一		200

				個人 コジン		金井　政之		100		個人 コジン		松原　文雄		100		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		19,000		-1000		-7200		個人		糸井　玲子		200

				個人 コジン		金井　理和		100		個人 コジン		松原　勉		100		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		0		0		個人		稲垣　貴裕		200

				個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		松原　由美子		100		個人 コジン		大塚　至高		358,500		0		91900		個人		今井　周作		200

				個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		個人 コジン		服部　茂夫		15,000		0		0		個人		今井　令子		200

				個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		0		0		個人		今泉　真理		200

				個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400		0		-39400		個人		今岡　悦子		200

				個人 コジン		金久保　泰士		100		個人 コジン		松本　佳代		100		個人 コジン		山城　祐也		10,500		0		0		個人		今田　善之		200

				個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		松本　賢一		100		個人 コジン		石津　知英子		8,000		0		0		個人		今野　裕仁		200

				個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		松本　智子		100		個人 コジン		松永　良輔		6,500		0		-2500		個人		今野　良樹		200

				個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		松本　直子		100		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		300,000		168500		300000		個人		今村　健一		200

				個人 コジン		金子　弘子		100		個人 コジン		松本　弘人		100		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		30,000		4800		30000		個人		今村　美紀		200

				個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		法人 ホウジン		有限会社プラサムジャパン		20,000		20000		20000		個人		入内島　恵子		200

				個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		松本　妙子		100		法人 ホウジン		株式会社スペースデブリ		5,000		5000		5000		個人		入江　太郎		200

				個人 コジン		金子　由美		100		個人 コジン		松本　義明		100		法人 ホウジン		株式会社シャンディガフ		5,000		5000		5000		個人		入倉　敬佑		200

				個人 コジン		金子　和代		100		個人 コジン		松丸　幸江		100		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		1,600		-10100		1600		個人		岩尾　素光		200

				個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		松丸　高明		100		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		0		0		個人		岩尾　初美		200

				個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		松村　直樹		100		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		500		-500		-500		個人		岩尾　行雄		200

				個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		松元　南		100		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500		0		500		個人		岩崎　愛美		200

				個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		松山　朋郁		100		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400		0		200		個人		岩崎　均		200

				個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		的野　恭一		100		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		0		0		個人		岩崎　昭喜		200

				個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		的場　千鶴子		100		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		0		0		個人		岩崎　仁		200

				個人 コジン		金田　明大		100		個人 コジン		的場　宏道		100		法人 ホウジン		有限会社アビタ		200		200		200		個人		岩崎　博嗣		200

				個人 コジン		金田　哲宜		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		200		-7300		200		個人		岩崎　弘		200

				個人 コジン		金田　正道		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		0		0		個人		岩崎　充男		200

				個人 コジン		金田　義和		100		個人 コジン		丸山　憲子		100		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		0		0		個人		岩崎　康祐		200

				個人 コジン		金谷　昂		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		法人 ホウジン		有限会社池添清掃		100		100		100		個人		岩下　実		200

				個人 コジン		金原　幸子		100		個人 コジン		三井　修次		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100		0		0		個人		岩下　和広		200

				個人 コジン		金丸　聖司		100		個人 コジン		三上　新一		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100		0		0		個人		岩田　俊三		200

				個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		三上　景久		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100		0		0		個人		岩谷　丈一		200

				個人 コジン		金森　泰洋		100		個人 コジン		三島　浩一		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100		0		0		個人		岩渕　三千昭		200

				個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		三島　融		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100		0		0		個人		岩堀　美智子		200

				個人 コジン		兼子　拡二		100		個人 コジン		三角　秀一		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100		0		0		個人		岩本　昂大		200

				個人 コジン		樺山　博史		100		個人 コジン		三宅　君近		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100		0		0		個人		岩本　弘行		200

				個人 コジン		蒲生　さちよ		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100		0		0		個人		岩本　雅昭		200

				個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		三宅　弘晃		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100		0		0		個人		岩本　陽子		200

				個人 コジン		鎌田　宏一		100		個人 コジン		三觜　美穂		100		個人 コジン		渡邉　力英		96,000		-4000		-4000		個人		宇井　圭佑		200

				個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		三好　隼平		100		個人 コジン		森川　和正		50,000		-43500		-50000		個人		宇都宮　康之		200

				個人 コジン		神　敏治		100		個人 コジン		三輪　道子		100		個人 コジン		山本　功		41,300		0		26300		個人		宇名手　英樹		200

				個人 コジン		神薗　伸二		100		個人 コジン		水田　至		100		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		0		0		個人		宇野　拓也		200

				個人 コジン		神田　將弘		100		個人 コジン		水野　征治		100		個人 コジン		中川　陽		15,000		0		0		個人		上　博和		200

				個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		水橋　祐司		100		個人 コジン		渡辺　啓		7,000		0		-2000		個人		上岡　勝彦		200

				個人 コジン		神谷　芳子		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		個人 コジン		田中　由起子		5,000		0		0		個人		上田　英夫		200

				個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		道下　秀男		100		個人 コジン		藤岡　慎也		4,000		-6000		-8000		個人		上田　若葉		200

				個人 コジン		神野　里奈		100		個人 コジン		道下　正志		100		個人 コジン		林　倹一		3,400		-1400		-1600		個人		上野　俊介		200

				個人 コジン		神野　保		100		個人 コジン		光安　裕二		100		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		0		0		個人		上宮田　源		200

				個人 コジン		神山　良平		100		個人 コジン		満田　慎也		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		1,245,000		515000		515000		個人		上村　彩乃		200

				個人 コジン		亀井　健一郎		100		個人 コジン		南　龍秀		100		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		288,000		215000		215000		個人		上村　治睦		200

				個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		南　日出夫		100		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300		0		26300		個人		上村　直人		200

				個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		南　安代		100		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		31,500		16500		16500		個人		上村　浩司		200

				個人 コジン		亀山　弘		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		0		0		個人		植　英里		200

				個人 コジン		茅根　優大		100		個人 コジン		南垣内　哲治		100		役職員 ヤクショクイン		矢口　順子		15,000		15000		15000		個人		植田　真美		200

				個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		南雲　岑生		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		0		0		個人		歌岡　洋		200

				個人 コジン		苅田　佳敏		100		個人 コジン		源田　昌弘		100		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800		0		8800		個人		内田　大貴		200

				個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		955300		2398400		個人		内田　智志		200

				個人 コジン		狩野　さだ江		100		個人 コジン		宮内　英実		100		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		165100		334700		個人		内藤　誠		200

				個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		宮岡　築子		100		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		95000		433000		個人		内村　恭子		200

				個人 コジン		川上　けい子		100		個人 コジン		宮越　亜紀子		100		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		50500		354400		個人		内村　領		200

				個人 コジン		川上　寿雄		100		個人 コジン		宮崎　エミ子		100		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		276,211		-105292		-134089		個人		内山　雅夫		200

				個人 コジン		川上　淳子		100		個人 コジン		宮崎　純子		100		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		269,600		128000		211800		個人		海老沼　洋平		200

				個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		宮島　邦江		100		機関		クレディ・スイス証券株式会社		242,500		242500		242500		個人		海川　隆司		200

				個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３００００２		178,900		178900		178900		個人		海道　昌孝		200

				個人 コジン		川上　敏夫		100		個人 コジン		宮田　幸一		100		機関		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		129,389		23992		129389		個人		梅木　郁恵		200

				個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		宮田　義久		100		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		100,300		100300		100300		個人		梅田　麻衣子		200

				個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		宮永　暁生		100		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		96,800		96500		94600		個人		浦上　英之		200

				個人 コジン		川合　徳明		100		個人 コジン		宮野　拓		100		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		84,300		-138089		84300		個人		浦田　陽子		200

				個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		宮野　弘之		100		機関		ａｕカブコム証券株式会社		73,400		1600		-9000		個人		浦山　哲史		200

				個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		宮村　修美		100		機関		福島　保典　※三崎さん ミサキ		69,100		-227400		69100		個人		漆原　恒二		200

				個人 コジン		川嵜　博之		100		個人 コジン		向井　弘之		100		機関		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		60,000		15000		60000		個人		漆原　由美		200

				個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		向井　正治		100		機関		日本証券金融株式会社		57,600		51800		-86400		個人		江川　和芳		200

				個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100		機関		株式会社ＳＢＩ証券		52,700		-105000		-92900		個人		江口　太郎		200

				個人 コジン		川崎　義文		100		個人 コジン		村上　辰雄		100		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		44,100		44100		44100		個人		江口　順二		200

				個人 コジン		川島　正規		100		個人 コジン		村上　友洋		100		機関		野村證券株式会社		43,789		43789		43789		個人		江ノ上　元		200

				個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		村上　典子		100		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		42,700		42700		42700		個人		江藤　雅雄		200

				個人 コジン		川野　俊		100		個人 コジン		村上　正治		100		機関		いちよし証券株式会社		42,200		42200		42200		個人		頴原　隆		200

				個人 コジン		川原　利雄		100		個人 コジン		村上　みどり		100		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		35,300		33800		35300		個人		遠藤　修市		200

				個人 コジン		川邉　駿		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		31,900		8626		31900		個人		遠藤　順子		200

				個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		村田　美弥		100		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		27,900		-35939		-14900		個人		遠藤　龍成		200

				個人 コジン		川村　修介		100		個人 コジン		村松　かお利		100		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		23,800		23800		23800		個人		遠藤　諒		200

				個人 コジン		川村　洋基		100		個人 コジン		村松　功子		100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		18,811		18811		18811		個人		遠藤　和世		200

				個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		村山　直史		100		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		17,800		5700		17800		個人		遠間　恵		200

				個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		室井　秀晴		100		機関		東海東京証券株式会社		17,000		16500		9000		個人		遠山　忠志		200

				個人 コジン		河合　貴之		100		個人 コジン		室山　亜希子		100		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		15,200		14300		14300		個人		縁本　幸蔵		200

				個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		目黒　健太		100		機関		鎌田　和樹　※三崎さん ミサキ		15,000		-30000		15000		個人		尾崎　恭平		200

				個人 コジン		河島　美智子		100		個人 コジン		望月　一司		100		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		11,600		9600		11600		個人		尾沢　秀春		200

				個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		望月　智之		100		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		10,374		1895		10374		個人		緒方　研哉		200

				個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		守谷　有司		100		機関		楽天証券株式会社		9,100		-33800		-91900		個人		及川　琢磨		200

				個人 コジン		河野　尚代		100		個人 コジン		守屋　正敏		100		機関		ＵＢＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＬＣ－ＨＦＳ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＡＣＣＯＵＮＴ		8,800		8800		8800		個人		大井　美智子		200

				個人 コジン		河野　武司		100		個人 コジン		森　篤大		100		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,700		-2500		400		個人		大石　哲司		200

				個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		森　有理		100		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		5000		5000		個人		大岩　純子		200

				個人 コジン		河原　ゆかり		100		個人 コジン		森　恵美		100		機関		野村證券株式会社		3,800		-32600		-18300		個人		大岩　善光		200

				個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		森　教安		100		機関		マネックス証券株式会社		3,200		-10800		-19502		個人		大内　彩子		200

				個人 コジン		河本　誠太郎		100		個人 コジン		森　健彰		100		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		2,500		1000		-9400		個人		大浦　幻		200

				個人 コジン		河本　正二		100		個人 コジン		森　幸子		100		機関		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		2,400		2400		2400		個人		大門　陽子		200

				個人 コジン		河村　賢		100		個人 コジン		森　敏和		100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		2,200		2200		2200		個人		大川　淳子		200

				個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		森　典男		100		機関		大和証券株式会社		2,200		-2700		-18300		個人		大川　祥央		200

				個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		森　美鈴		100		機関		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		2,100		2100		2100		個人		大木　秀一		200

				個人 コジン		乾　正昭		100		個人 コジン		森　幹雄		100		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		1,600		-3000		-5400		個人		大木　秀春		200

				個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		森　守		100		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,326		305		1326		個人		大木　祐介		200

				個人 コジン		韓　英玉		100		個人 コジン		森崎　晃		100		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		0		1000		個人		大儀　健一		200

				個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		森澤　昭二郎		100		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		0		1000		個人		大久保　日向子		200

				個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		森島　雅子		100		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		1,000		800		1000		個人		大熊　教郎		200

				個人 コジン		木川　恒男		100		個人 コジン		森田　久美子		100		機関		松井証券株式会社		600		-12300		-31500		個人		大熊　健太郎		200

				個人 コジン		木暮　直子		100		個人 コジン		森田　邦明		100		機関		株式会社ライブスター証券		500		-2300		-12500		個人		大島　卓己		200

				個人 コジン		木崎　信広		100		個人 コジン		森田　誠司		100		機関		株式会社証券ジャパン		400		-1100		-300		個人		大島　信二		200

				個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		森野　喜義		100		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＰＡＲＩＳ／ＢＴ　ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＭＡＲＣ／ＯＰＴ		300		300		300		個人		大嶋　洋平		200

				個人 コジン		木全　秀樹		100		個人 コジン		森野　茂		100		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		300		-4310		300		個人		大関　貴臣		200

				個人 コジン		木谷　加代子		100		個人 コジン		森本　啓二		100		機関		ドイツ証券株式会社		100		100		100		個人		大田　憲作		200

				個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		森実　智洋		100		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		0		0		個人		太田　浩史		200

				個人 コジン		木本　幸子		100		個人 コジン		森安　芳裕		100		機関		立花証券株式会社		100		-100		-800		個人		大竹　寛之		200

				個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		諸岡　好一		100		機関		リテラ・クレア証券株式会社		92		67		-945		個人		大竹　崇仁		200

				個人 コジン		木間塚　修		100		個人 コジン		八木　規全		100		機関		廣田証券株式会社		64		-947		-31		個人		大竹　信夫		200

				個人 コジン		木村　勤		100		個人 コジン		八田　隆士		100												個人		大谷　澄子		200

				個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		矢尾板　宏		100												個人		大谷　真也		200

				個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		矢倉　淳		100												個人		大塚　吉伸		200

				個人 コジン		木村　伸也		100		個人 コジン		矢島　晃		100												個人		大塚　理紗		200

				個人 コジン		木村　博典		100		個人 コジン		矢代　操		100												個人		大坪　拓史		200

				個人 コジン		木村　秀樹		100		個人 コジン		矢田　六夫		100												個人		大友　武夫		200

				個人 コジン		木村　正		100		個人 コジン		矢野　江里		100												個人		大友　ひかり		200

				個人 コジン		木村　正章		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100												個人		大中　真弓		200

				個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		安生　啓子		100												個人		大西　誠		200

				個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		安江　祐紀子		100												個人		大西　由紀		200

				個人 コジン		木村　力也		100		個人 コジン		安田　圭宏		100												個人		大橋　孝子		200

				個人 コジン		喜多田　和哉		100		個人 コジン		安田　伸矢		100												個人		大平　有輝		200

				個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		安達　弘		100												個人		大松　勉		200

				個人 コジン		喜多村　怜		100		個人 コジン		安達　祐輔		100												個人		大森　淳平		200

				個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		安藤　恵		100												個人		大森　猛司		200

				個人 コジン		菊池　健太		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100												個人		大和田　康平		200

				個人 コジン		菊池　彰		100		個人 コジン		安藤　雅昭		100												個人		大脇　輝久		200

				個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		安藤　若葉		100												個人		大脇　秀隆		200

				個人 コジン		菊澤　俊介		100		個人 コジン		安保　克実		100												個人		岡　愛		200

				個人 コジン		菊澤　浩巳		100		個人 コジン		保泉　喜代子		100												個人		岡　貴志		200

				個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		保上　貴幸		100												個人		岡　富保		200

				個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		柳　友和		100												個人		岡　美代子		200

				個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100												個人		岡　美穂		200

				個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		柳本　雄司		100												個人		岡崎　薫		200

				個人 コジン		菊地　満久		100		個人 コジン		薮田　仁司		100												個人		岡崎　圭悟		200

				個人 コジン		岸井　英男		100		個人 コジン		山上　乃武夫		100												個人		岡田　修		200

				個人 コジン		岸井　勤		100		個人 コジン		山岡　功一		100												個人		岡田　靖雄		200

				個人 コジン		岸井　慎一		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100												個人		岡部　秀一		200

				個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		山口　トミエ		100												個人		岡部　洋輔		200

				個人 コジン		岸田　隆之		100		個人 コジン		山口　元日		100												個人		岡本　敏通		200

				個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		山口　陽平		100												個人		岡本　直樹		200

				個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		山崎　薫		100												個人		岡本　三喜子		200

				個人 コジン		岸本　稔		100		個人 コジン		山崎　浩一		100												個人		岡村　周一		200

				個人 コジン		北　佳治		100		個人 コジン		山崎　真一郎		100												個人		岡村　修		200

				個人 コジン		北浦　康史		100		個人 コジン		山崎　美幸		100												個人		沖野　良和		200

				個人 コジン		北川　功雄		100		個人 コジン		山崎　美智子		100												個人		沖見　辰則		200

				個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		山崎　靖夫		100												個人		置鮎　姫奈		200

				個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		山崎　裕美		100												個人		奥田　剛司		200

				個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		山里　憲一		100												個人		奥寺　英暁		200

				個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		山澤　ひで子		100												個人		奥平　彰子		200

				個人 コジン		北條　明		100		個人 コジン		山下　潔		100												個人		奥村　将悟		200

				個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		山下　修作		100												個人		奥村　聖子		200

				個人 コジン		北野　敦史		100		個人 コジン		山下　博史		100												個人		奥村　浩二		200

				個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		山下　秀博		100												個人		押　佐久雄		200

				個人 コジン		北野　靖典		100		個人 コジン		山城　真一		100												個人		落合　美香		200

				個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		山田　欣徳		100												個人		鬼原　健		200

				個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		山田　敬子		100												個人		女鹿　博史		200

				個人 コジン		北村　弘昭		100		個人 コジン		山田　繁由		100												個人		加茂　健太		200

				個人 コジン		北村　雅寛		100		個人 コジン		山田　修		100												個人		加瀬　英男		200

				個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		山田　崇弘		100												個人		加戸　稔		200

				個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		山田　哲也		100												個人		加納　大介		200

				個人 コジン		清瀬　彩美		100		個人 コジン		山田　昌宏		100												個人		加藤　江利子		200

				個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		山田　裕貴		100												個人		加藤　純朗		200

				個人 コジン		清水　幾代		100		個人 コジン		山田　優子		100												個人		加藤　隆紀		200

				個人 コジン		清水　亨		100		個人 コジン		山田　類		100												個人		加藤　友枝		200

				個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		山谷　政人		100												個人		加藤　友則		200

				個人 コジン		清水　啓貴		100		個人 コジン		山中　健夫		100												個人		加藤　友宏		200

				個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		山中　修		100												個人		加藤　秀和		200

				個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		山中　伸爾		100												個人		加藤　正啓		200

				個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		山中　勇樹		100												個人		加藤　正道		200

				個人 コジン		清水　章		100		個人 コジン		山根　省二		100												個人		加藤　正好		200

				個人 コジン		清水　常春		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100												個人		加藤　美代子		200

				個人 コジン		清水　輝尚		100		個人 コジン		山根　和明		100												個人		加藤　泰司		200

				個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		山本　雄大		100												個人		加藤　吉人		200

				個人 コジン		清水　早苗		100		個人 コジン		山本　希治		100												個人		香月　良子		200

				個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		山本　治		100												個人		香西　亮輔		200

				個人 コジン		清水　秀章		100		個人 コジン		山本　渉		100												個人		垣見　昌隆		200

				個人 コジン		清水　浩司		100		個人 コジン		山本　丈人		100												個人		垣見　和亨		200

				個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		山本　博通		100												個人		柿島　勝		200

				個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		山本　秀雄		100												個人		柿本　英生		200

				個人 コジン		清水　美香		100		個人 コジン		山本　勉		100												個人		掛巣　裕巳		200

				個人 コジン		清水　康人		100		個人 コジン		山本　泰教		100												個人		陰田　隼貴		200

				個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		山路　智		100												個人		笠井　威		200

				個人 コジン		清水　芳		100		個人 コジン		山村　哲也		100												個人		笠原　靖人		200

				個人 コジン		清水口　真澄		100		個人 コジン		山村　靖子		100												個人		梶野　浩太		200

				個人 コジン		許　蛍雪		100		個人 コジン		山脇　美香		100												個人		梶原　仁臣		200

				個人 コジン		切明　貴宏		100		個人 コジン		指野　俊浩		100												個人		粕谷　健人		200

				個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		横井　哲郎		100												個人		風越　富子		200

				個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		横田　文昭		100												個人		片石　有一		200

				個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		横田　裕昭		100												個人		片山　宙明		200

				個人 コジン		桐山　大輝		100		個人 コジン		横山　彰裕		100												個人		片山　信久		200

				個人 コジン		桐山　文香		100		個人 コジン		横山　竜介		100												個人		勝沼　将人		200

				個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		吉井　隆彦		100												個人		勝又　健児		200

				個人 コジン		久米　博之		100		個人 コジン		吉岡　隆		100												個人		門野　竜二		200

				個人 コジン		久野　則光		100		個人 コジン		吉岡　拓治		100												個人		金木　祐介		200

				個人 コジン		久堀　勇人		100		個人 コジン		吉岡　哲也		100												個人		金子　寿賀子		200

				個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100												個人		金子　正七		200

				個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		吉川　大貴		100												個人		金澤　桐吾		200

				個人 コジン		久保　忠司		100		個人 コジン		吉川　佳之		100												個人		金澤　正章		200

				個人 コジン		久保内　健一		100		個人 コジン		吉川　光志		100												個人		金田一　京子		200

				個人 コジン		久保田　厚美		100		個人 コジン		吉川　靖邦		100												個人		金森　万里子		200

				個人 コジン		久保田　博文		100		個人 コジン		吉澤　満治		100												個人		鏑木　洋介		200

				個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		吉澤　康夫		100												個人		鎌倉　晨弥		200

				個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		吉田　賢司		100												個人		鎌滝　典明		200

				個人 コジン		工藤　惠治		100		個人 コジン		吉田　淳之		100												個人		鎌村　禎英		200

				個人 コジン		工藤　孝弘		100		個人 コジン		吉田　誠		100												個人		神代　敏彦		200

				個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		吉田　武良		100												個人		神田　純一		200

				個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		吉田　哲也		100												個人		神谷　幸彦		200

				個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		吉田　俊一		100												個人		神戸　一夫		200

				個人 コジン		葛　駿鋒		100		個人 コジン		吉田　智		100												個人		神戸　浩		200

				個人 コジン		葛西　健一郎		100		個人 コジン		吉田　直子		100												個人		神長　孝至		200

				個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		吉田　典義		100												個人		神野　英範		200

				個人 コジン		楠　万季子		100		個人 コジン		吉田　博樹		100												個人		神山　武		200

				個人 コジン		口石　博司		100		個人 コジン		吉田　早苗		100												個人		亀田　浩亮		200

				個人 コジン		口田　義人		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100												個人		川上　忠男		200

				個人 コジン		國谷　祐輔		100		個人 コジン		吉田　好惠		100												個人		川勝　俊宏		200

				個人 コジン		窪田　次輝		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100												個人		川口　統		200

				個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100												個人		川口　浩一		200

				個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		吉富　康幸		100												個人		川口　裕樹		200

				個人 コジン		熊代　敦		100		個人 コジン		吉永　誠		100												個人		川崎　康子		200

				個人 コジン		熊橋　佐登子		100		個人 コジン		吉野　賢治		100												個人		川崎　由佳		200

				個人 コジン		倉　夕子		100		個人 コジン		吉野　次郎		100												個人		川島　百合子		200

				個人 コジン		倉科　智		100		個人 コジン		吉見　雄三		100												個人		川島　宏登		200

				個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		吉見　浩子		100												個人		川島　眞和		200

				個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		吉村　世子		100												個人		川角　高久		200

				個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		樂満　眞知子		100												個人		川瀬　めぐみ		200

				個人 コジン		倉本　美樹子		100		個人 コジン		李　雄志		100												個人		川添　誠二		200

				個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100												個人		川田　英人		200

				個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		和田　幸三		100												個人		川田　文香		200

				個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		和田　進		100												個人		川端　伸悟		200

				個人 コジン		栗田　隆志		100		個人 コジン		和田　成美		100												個人		川端　良樹		200

				個人 コジン		栗林　千恵		100		個人 コジン		和田　晴美		100												個人		川畑　誠		200

				個人 コジン		栗原　淳		100		個人 コジン		若尾　元康		100												個人		川本　大志		200

				個人 コジン		栗原　浩幸		100		個人 コジン		若木　輝彦		100												個人		川本　博之		200

				個人 コジン		来住野　文雄		100		個人 コジン		若林　一之		100												個人		河内　敬子		200

				個人 コジン		黒岩　康		100		個人 コジン		若松　加代子		100												個人		河合　一将		200

				個人 コジン		黒木　進		100		個人 コジン		脇　政雄		100												個人		河合　桂輔		200

				個人 コジン		黒澤　克則		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100												個人		河野　紀子		200

				個人 コジン		黒田　晃		100		個人 コジン		脇田　雅代		100												個人		河野　清隆		200

				個人 コジン		黒田　鈴幸		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100												個人		河野　末嗣		200

				個人 コジン		黒田　智生		100		個人 コジン		渡部　眞由美		100												個人		河野　豊勝		200

				個人 コジン		黒田　祐志		100		個人 コジン		渡辺　一宏		100												個人		姜　春暉		200

				個人 コジン		黒谷　憲一		100		個人 コジン		渡邉　勝仁		100												個人		木下　唯彦		200

				個人 コジン		黒籔　訓弘		100		個人 コジン		渡辺　賢		100												個人		木本　久子		200

				個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		渡邉　孔太		100												個人		木村　久志		200

				個人 コジン		桑原　邦夫		100		個人 コジン		渡辺　純子		100												個人		木村　公彦		200

				個人 コジン		桑原　弘樹		100		個人 コジン		渡辺　聡		100												個人		木村　茂		200

				個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100												個人		木村　祥雄		200

				個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		渡邉　保昌		100												個人		木村　隆之		200

				個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		渡邉　優太朗		100												個人		木村　哲郎		200

				個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		渡邊　亮		100												個人		木村　芳弘		200

				個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		渡邉　亮		100												個人		喜入　出恵		200

				個人 コジン		剱持　悠成		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100												個人		喜田　茂		200

				個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		亘理　文夫		100												個人		喜多　豐雄		200

				個人 コジン		小井土　利行		100		個人 コジン		藁科　明子		100												個人		菊池　一寛		200

				個人 コジン		小池　厚史		100		個人 コジン		中西　勝美		25												個人		菊池　雅量		200

				個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		千葉　祥子		21												個人		菊地　健太郎		200

				個人 コジン		小池　善大		100		個人 コジン		糸山　博		20												個人		菊地　志津江		200

				個人 コジン		小池　利映		100		個人 コジン		田中　淳一		20												個人		菊地　敏記		200

				個人 コジン		小池　智浩		100		個人 コジン		植原　暢哉		18												個人		菊地　信男		200

				個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		大平　正規		12												個人		菊地　信介		200

				個人 コジン		小池　洋子		100		個人 コジン		亀井　文夫		10												個人		菊地　秀雄		200

				個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		川端　明		10												個人		菊地　由和		200

				個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		清水　敬三		10												個人		岸　智治		200

				個人 コジン		小石原　康夫		100		個人 コジン		小林　美都子		10												個人		北井　宏忠		200

				個人 コジン		小泉　弘明		100		個人 コジン		佐々木　昭		10												個人		北川　富信		200

				個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		澁谷　恵宜		10												個人		北條　広希		200

				個人 コジン		小上　勝造		100		個人 コジン		竹下　智代		10												個人		北出　昌弘		200

				個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		山口　雅幸		10												個人		北村　和也		200

				個人 コジン		小笠原　尚		100		個人 コジン		金城　純一		9												個人		清　泰貴		200

				個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		木村　光雄		8												個人		清原　教誉		200

				個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		若松　義男		8												個人		清水　貴志		200

				個人 コジン		小河　恭子		100		個人 コジン		原　泰之		7												個人		清水　博匡		200

				個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		伊藤　高広		5												個人		清水　浩司		200

				個人 コジン		小熊　靜		100		個人 コジン		川端　義光		5												個人		清水　康仁		200

				個人 コジン		小材　直由		100		個人 コジン		住友　馨		5												個人		清水　良一		200

				個人 コジン		小澤　邦彦		100		個人 コジン		田中　美幸		5												個人		久田　大樹		200

				個人 コジン		小澤　光二		100		個人 コジン		継岩　晴香		5												個人		久永　美砂		200

				個人 コジン		小島　一樹		100		個人 コジン		濱田　正已		5												個人		久野　清孝		200

				個人 コジン		小島　憲和		100		個人 コジン		宮本　学		5												個人		久元　祥禎		200

				個人 コジン		小島　和明		100		個人 コジン		森岡　茂		4												個人		久我　年企		200

				個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		加藤　真由美		3												個人		草嶋　伸一		200

				個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		佐瀬　保		3												個人		草別　智行		200

				個人 コジン		小田倉　千明		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2												個人		葛谷　卓也		200

				個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		犬飼　理		2												個人		葛原　崇子		200

				個人 コジン		小竹　寛		100		個人 コジン		牧　裕幸		2												個人		國司　陸		200

				個人 コジン		小出　幸宏		100		個人 コジン		松中　剛		2												個人		國場　昭則		200

				個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		三村　晃平		2												個人		窪田　英俊		200

				個人 コジン		小野　英美		100		個人 コジン		相馬　康人		1												個人		倉持　祐一		200

				個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		石橋　隆司		1												個人		栗本　広輝		200

				個人 コジン		小野　信雄		100		個人 コジン		岩見　達磨		1												個人		栗本　康代		200

				個人 コジン		小野寺　涼		100		個人 コジン		上野　智		1												個人		黒川　美由紀		200

				個人 コジン		小走　坦		100		個人 コジン		大川　昌高		1												個人		黒木　清隆		200

				個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		大西　康嗣		1												個人		黒澤　亮		200

				個人 コジン		小林　あかね		100		個人 コジン		小田川　浩志		1												個人		黒主　英晶		200

				個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		茂木　大樹		1												個人		黒須　幸一		200

				個人 コジン		小林　英里子		100		個人 コジン		篠原　徹		1												個人		黒田　国治		200

				個人 コジン		小林　久美子		100		個人 コジン		高澤　周示		1												個人		黒田　高広		200

				個人 コジン		小林　佳代		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1												個人		黒田　利佳子		200

				個人 コジン		小林　敬司		100		個人 コジン		仲川　清隆		1												個人		黒田　奉宏		200

				個人 コジン		小林　しのぶ		100		個人 コジン		野村　崇		1												個人		黒田　康史		200

				個人 コジン		小林　修		100		個人 コジン		信江　道弘		1												個人		黒田　和子		200

				個人 コジン		小林　淳典		100		個人 コジン		細山　浩一		1												個人		桑原　一彦		200

				個人 コジン		小林　昭夫		100		個人 コジン		松葉　吉行		1												個人		桑原　由美子		200

				個人 コジン		小林　達也		100		個人 コジン		右高　克己		1												個人		桑原　和幸		200

				個人 コジン		小林　哲		100		個人 コジン		道上　義雄		1												個人		結城　亮太		200

				個人 コジン		小林　奈々		100		個人 コジン		宮本　政毅		1												個人		小池　千明		200

				個人 コジン		小林　秀樹		100		個人 コジン		湯原　悠太		1												個人		小池　文明		200

				個人 コジン		小林　兵寿		100		個人 コジン		平野　尚久		11,000												個人		小泉　和洋		200

				個人 コジン		小林　勉		100		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300												個人		小尾　和人		200

				個人 コジン		小林　美香		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000												個人		小貝　理敬		200

				個人 コジン		小林　美子		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900												個人		小形　秀勝		200

				個人 コジン		小林　洋一		100		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社ベクトル		70,000												個人		小川　大貴		200

				個人 コジン		小林　洋之		100		VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600												個人		小川　邦夫		200

				個人 コジン		小林　庸郎		100		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400												個人		小川　利果子		200

				個人 コジン		小原　賢一		100		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		20,000												個人		小川　友康		200

				個人 コジン		小原　千恵子		100		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000												個人		小清水　由喜子		200

				個人 コジン		小堀　純生		100		個人 コジン		大塚　至高		358,500												個人		小楠　宗一朗		200

				個人 コジン		小松　祐介		100		VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000												個人		小口　涼		200

				個人 コジン		小森　惇史		100		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000												個人		小坂　優月		200

				個人 コジン		小柳　敬右		100		個人 コジン		服部　茂夫		15,000												個人		小澤　恵子		200

				個人 コジン		小柳　末雄		100		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400												個人		小澤　剛典		200

				個人 コジン		小山　志穂		100		個人 コジン		山城　祐也		10,500												個人		小澤　輝雄		200

				個人 コジン		小山　純平		100		個人 コジン		石津　知英子		8,000												個人		小澤　和也		200

				個人 コジン		五十嵐　淳		100		個人 コジン		松永　良輔		6,500												個人		小澁　高清		200

				個人 コジン		五十嵐　利行		100		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		131,500												個人		小島　純一		200

				個人 コジン		五十嵐　直人		100		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		25,200												個人		小島　美保		200

				個人 コジン		五十嵐　隼次		100		法人 ホウジン		株式会社森本本店		20,000												個人		小竹　伸一		200

				個人 コジン		五十嵐　正彦		100		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		11,700												個人		小谷　桂子		200

				個人 コジン		五反田　肇		100		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		7,500												個人		小谷野　研自		200

				個人 コジン		児島　伸一		100		法人 ホウジン		株式会社レゾネート・アジア		4,400												個人		小沼　竜也		200

				個人 コジン		吾藤　広夫		100		法人 ホウジン		株式会社あおい書店		4,100												個人		小幡　英生		200

				個人 コジン		後藤　大輔		100		法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100												個人		小林　大樹		200

				個人 コジン		後藤　国博		100		法人 ホウジン		株式会社日本アプライドリサーチ研究所		2,000												個人		小林　強志		200

				個人 コジン		後藤　順子		100		法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500												個人		小林　国広		200

				個人 コジン		後藤　哲也		100		法人 ホウジン		ＡＴコーポレーション株式会社		1,000												個人		小林　剛		200

				個人 コジン		後藤　俊英		100		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000												個人		小林　茂		200

				個人 コジン		後藤　長蔵		100		法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000												個人		小林　司明		200

				個人 コジン		後藤　ひさ子		100		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000												個人		小林　鶴雄		200

				個人 コジン		後藤　満寿子		100		法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		1,000												個人		小林　友香理		200

				個人 コジン		後藤　守男		100		法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900												個人		小林　政広		200

				個人 コジン		後藤　康信		100		法人 ホウジン		雲龍寺		500												個人		小林　雅		200

				個人 コジン		胡　瑞希		100		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500												個人		小林　光子		200

				個人 コジン		甲斐　雅幸		100		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400												個人		小林　稔		200

				個人 コジン		合田　悟		100		法人 ホウジン		株式会社アップツール		300												個人		小林　祐一		200

				個人 コジン		合田　保彦		100		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300												個人		小俣　伸介		200

				個人 コジン		鴻原　秀次郎		100		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300												個人		小松崎　敏昭		200

				個人 コジン		鴻原　茉子		100		法人 ホウジン		林電気株式会社		300												個人		小宮　賢士		200

				個人 コジン		穀野　研		100		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200												個人		小椋　崇寛		200

				個人 コジン		越田　雅尚		100		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200												個人		小椋　友加		200

				個人 コジン		越智　謙次		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100												個人		小村　由樹子		200

				個人 コジン		駒井　大輔		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100												個人		小森　亮		200

				個人 コジン		駒形　敏幸		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100												個人		小山　しのぶ		200

				個人 コジン		米倉　宏昭		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100												個人		小山　尊久		200

				個人 コジン		米田　情一		100		法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100												個人		小山　真弓		200

				個人 コジン		米田　昇市		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100												個人		五味　哲夫		200

				個人 コジン		米田　和子		100		法人 ホウジン		昭和梱包運輸株式会社		100												個人		五十嵐　勲		200

				個人 コジン		近藤　維志		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100												個人		五十嵐　圭偉		200

				個人 コジン		近藤　恵二郎		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100												個人		五十嵐　栄子		200

				個人 コジン		近藤　基了		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100												個人		五月女　聡浩		200

				個人 コジン		近藤　啓司		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100												個人		呉屋　尚人		200

				個人 コジン		近藤　茂嘉		100		法人 ホウジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100												個人		後藤　毅		200

				個人 コジン		近藤　尚子		100		個人 コジン		藤岡　慎也		10,000												個人		合田　大樹		200

				個人 コジン		近藤　善一		100		個人 コジン		渡邉　力英		100,000												個人		合田　玉恵		200

				個人 コジン		近藤　友也		100		個人 コジン		森川　和正		93,500												個人		粉川　博明		200

				個人 コジン		近藤　秀明		100		個人 コジン		山本　功		41,300												個人		米澤　祐介		200

				個人 コジン		近藤　正明		100		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000												個人		米田　勝彦		200

				個人 コジン		近藤　正国		100		個人 コジン		中川　陽		15,000												個人		米田　勇太		200

				個人 コジン		佐川　健次		100		個人 コジン		渡辺　啓		7,000												個人		米本　聡		200

				個人 コジン		佐川　雅之		100		個人 コジン		田中　由起子		5,000												個人		近藤　功江		200

				個人 コジン		佐久間　潤		100		個人 コジン		林　倹一		4,800												個人		近藤　敏夫		200

				個人 コジン		佐久間　弘典		100		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900												個人		近藤　正国		200

				個人 コジン		佐孝　修		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000												個人		近藤　倫弥		200

				個人 コジン		佐沢　賢治		100		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000												個人		紺野　慎一郎		200

				個人 コジン		佐竹　政子		100		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300												個人		佐久間　照哉		200

				個人 コジン		佐野　賀与		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000												個人		佐久間　康宏		200

				個人 コジン		佐野　民三		100		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000												個人		佐多　信博		200

				個人 コジン		佐野　康子		100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000												個人		佐知　チズル		200

				個人 コジン		佐伯　謙太郎		100		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800												個人		佐知　義正		200

				個人 コジン		佐原　克典		100						12,979,900												個人		佐伯　晃		200

				個人 コジン		佐藤　麻衣子		100																		個人		佐伯　遼		200

				個人 コジン		佐藤　恵子		100																		個人		佐藤　恵		200

				個人 コジン		佐藤　大輔		100																		個人		佐藤　恵子		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		佐藤　克哉		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		佐藤　勝		200

				個人 コジン		佐藤　清恵		100																		個人		佐藤　貴央		200

				個人 コジン		佐藤　亨		100																		個人		佐藤　功		200

				個人 コジン		佐藤　教子		100																		個人		佐藤　孝		200

				個人 コジン		佐藤　憲司		100																		個人		佐藤　孝司		200

				個人 コジン		佐藤　功		100																		個人		佐藤　耕太		200

				個人 コジン		佐藤　朱美		100																		個人		佐藤　治光		200

				個人 コジン		佐藤　修		100																		個人		佐藤　昭		200

				個人 コジン		佐藤　誠恒		100																		個人		佐藤　千枝子		200

				個人 コジン		佐藤　善昭		100																		個人		佐藤　奈月		200

				個人 コジン		佐藤　高廣		100																		個人		佐藤　博宣		200

				個人 コジン		佐藤　隆太		100																		個人		佐藤　雅俊		200

				個人 コジン		佐藤　忠彦		100																		個人		佐藤　実		200

				個人 コジン		佐藤　勅子		100																		個人		佐藤　裕紀		200

				個人 コジン		佐藤　哲郎		100																		個人		佐々木　一史		200

				個人 コジン		佐藤　文美		100																		個人		佐々木　寛		200

				個人 コジン		佐藤　正樹		100																		個人		佐々木　祥子		200

				個人 コジン		佐藤　正幸		100																		個人		佐々木　みず葵		200

				個人 コジン		佐藤　正治		100																		個人		佐々木　幹恵		200

				個人 コジン		佐藤　雅俊		100																		個人		佐々木　勇		200

				個人 コジン		佐藤　実		100																		個人		佐々木　亮		200

				個人 コジン		佐藤　美冬		100																		個人		齋藤　敦子		200

				個人 コジン		佐藤　元三		100																		個人		齋藤　佳延		200

				個人 コジン		佐藤　裕輔		100																		個人		齋藤　昭久		200

				個人 コジン		佐藤　優希		100																		個人		齋藤　晶子		200

				個人 コジン		佐々井　亮介		100																		個人		齋藤　誠		200

				個人 コジン		佐々木　順一		100																		個人		斉藤　誠		200

				個人 コジン		佐々木　駿		100																		個人		齋藤　昌博		200

				個人 コジン		佐々木　丈巖		100																		個人		齋藤　康秀		200

				個人 コジン		佐々木　真		100																		個人		齋藤　陽介		200

				個人 コジン		齋藤　愛子		100																		個人		坂　裕和		200

				個人 コジン		齋藤　有紀		100																		個人		坂井　和久		200

				個人 コジン		斉藤　糸美		100																		個人		坂井田　雅司		200

				個人 コジン		斎藤　大貴		100																		個人		坂口　淳		200

				個人 コジン		齋藤　貴志		100																		個人		坂下　健二		200

				個人 コジン		斉藤　修二		100																		個人		坂田　徹		200

				個人 コジン		齋藤　純子		100																		個人		坂田　洋一		200

				個人 コジン		齋藤　卓馬		100																		個人		坂詰　俊雄		200

				個人 コジン		齋藤　照男		100																		個人		坂本　佳正		200

				個人 コジン		齊藤　利光		100																		個人		坂本　隆之		200

				個人 コジン		斉藤　敏夫		100																		個人		坂本　眞一		200

				個人 コジン		斉藤　浩一		100																		個人		坂本　保子		200

				個人 コジン		齋藤　真吾		100																		個人		坂本　芳三		200

				個人 コジン		齋藤　正明		100																		個人		堺　英二		200

				個人 コジン		斉藤　政治		100																		個人		境　翔太		200

				個人 コジン		齋藤　雅男		100																		個人		榊原　保夫		200

				個人 コジン		斎藤　光弘		100																		個人		崎山　賢哉		200

				個人 コジン		齋藤　勇一		100																		個人		作間　厚子		200

				個人 コジン		斉藤　祐一		100																		個人		作山　隆弘		200

				個人 コジン		齋藤　庸子		100																		個人		櫻井　厚史		200

				個人 コジン		斎藤　義弘		100																		個人		櫻井　雅生		200

				個人 コジン		坂井　理佳		100																		個人		櫻井　保男		200

				個人 コジン		坂口　武幸		100																		個人		笹川　邦宏		200

				個人 コジン		坂口　範光		100																		個人		笹木　寛子		200

				個人 コジン		坂口　充宏		100																		個人		笹本　隆弘		200

				個人 コジン		坂田　英樹		100																		個人		里村　恒		200

				個人 コジン		坂田　恭子		100																		個人		澤野　麻衣		200

				個人 コジン		坂田　健治		100																		個人		澤邉　樹里		200

				個人 コジン		坂田　龍太		100																		個人		志村　陽子		200

				個人 コジン		坂出　宜隆		100																		個人		至極　英雄		200

				個人 コジン		坂本　式弘		100																		個人		椎名　信夫		200

				個人 コジン		坂本　尚樹		100																		個人		塩見　小百合		200

				個人 コジン		坂本　紳之介		100																		個人		重松　剛史		200

				個人 コジン		坂本　武英		100																		個人		静谷　光枝		200

				個人 コジン		坂本　知子		100																		個人		篠崎　敦		200

				個人 コジン		坂本　哲男		100																		個人		篠崎　正司		200

				個人 コジン		坂本　光信		100																		個人		篠沢　哲		200

				個人 コジン		坂本　森男		100																		個人		篠原　基一郎		200

				個人 コジン		坂本　良一		100																		個人		篠原　文緒		200

				個人 コジン		坂道　通乃		100																		個人		柴田　紘行		200

				個人 コジン		坂寄　和弘		100																		個人		柴田　修智		200

				個人 コジン		坂和　祐子		100																		個人		柴田　典寿		200

				個人 コジン		阪井　洋平		100																		個人		柴田　浩徳		200

				個人 コジン		阪本　憲亮		100																		個人		澁谷　勝次		200

				個人 コジン		阪本　透		100																		個人		嶋　恵理子		200

				個人 コジン		境野　義孝		100																		個人		嶋川　兼明		200

				個人 コジン		先崎　辰明		100																		個人		嶋崎　朱実		200

				個人 コジン		崎本　キヌヱ		100																		個人		嶋崎　聖子		200

				個人 コジン		崎本　壮		100																		個人		島田　雅樹		200

				個人 コジン		崎本　真由美		100																		個人		下　善臣		200

				個人 コジン		崎山　勝		100																		個人		下田　孝		200

				個人 コジン		櫻井　恵里奈		100																		個人		下村　隆男		200

				個人 コジン		櫻井　大介		100																		個人		十河　誠		200

				個人 コジン		櫻井　君子		100																		個人		庄司　圭佑		200

				個人 コジン		櫻井　健晴		100																		個人		白井　康介		200

				個人 コジン		櫻井　勉		100																		個人		白井　悠真		200

				個人 コジン		櫻井　康隆		100																		個人		白石　武		200

				個人 コジン		酒井　加奈恵		100																		個人		白本　周		200

				個人 コジン		酒井　圭子		100																		個人		城ヶ瀧　勝		200

				個人 コジン		酒井　俊宏		100																		個人		仁平　清明		200

				個人 コジン		酒井　広信		100																		個人		進藤　蓮		200

				個人 コジン		迫田　千種		100																		個人		須藤　梓		200

				個人 コジン		定森　哲男		100																		個人		諏訪　喜美子		200

				個人 コジン		鮫島　秀幸		100																		個人		末廣　暁		200

				個人 コジン		更家　徹		100																		個人		菅原　健一		200

				個人 コジン		澤　有香里		100																		個人		菅原　仁志		200

				個人 コジン		澤井　幹人		100																		個人		菅原　隆一		200

				個人 コジン		澤田　篤志		100																		個人		菅本　杏梨		200

				個人 コジン		澤田　潤		100																		個人		杉　達知		200

				個人 コジン		澤田　旋一		100																		個人		杉浦　加奈		200

				個人 コジン		澤田　武		100																		個人		杉浦　啓介		200

				個人 コジン		澤田　昌良		100																		個人		杉田　高則		200

				個人 コジン		澤出　元秀		100																		個人		杉野　祐司		200

				個人 コジン		志賀　隆啓		100																		個人		杉本　伸彦		200

				個人 コジン		志柿　賢太		100																		個人		杉森　達博		200

				個人 コジン		志田　太利夫		100																		個人		杉山　楓太郎		200

				個人 コジン		志波　勝明		100																		個人		杉山　勝行		200

				個人 コジン		志水　正治		100																		個人		杉山　裕一		200

				個人 コジン		志村　勉		100																		個人		杉山　玲子		200

				個人 コジン		志村　和久		100																		個人		鈴木　郁雄		200

				個人 コジン		四方　裕輝		100																		個人		鈴木　恵子		200

				個人 コジン		椎名　隆行		100																		個人		鈴木　英人		200

				個人 コジン		椎名　徹		100																		個人		鈴木　太朗		200

				個人 コジン		椎名　康弘		100																		個人		鈴木　学実		200

				個人 コジン		塩飽　晴美		100																		個人		鈴木　勝男		200

				個人 コジン		塩入　喜久男		100																		個人		鈴木　久人		200

				個人 コジン		塩崎　順也		100																		個人		鈴木　修		200

				個人 コジン		塩田　博明		100																		個人		鈴木　翔太		200

				個人 コジン		塩谷　泰行		100																		個人		鈴木　慎時		200

				個人 コジン		塩谷　祐二		100																		個人		鈴木　誠		200

				個人 コジン		塩出　有希		100																		個人		鈴木　達夫		200

				個人 コジン		鹿川　尚暉		100																		個人		鈴木　輝昭		200

				個人 コジン		鹿島　真理		100																		個人		鈴木　智幸		200

				個人 コジン		鹿取　剛		100																		個人		鈴木　典子		200

				個人 コジン		軸屋　久恵		100																		個人		鈴木　雅巳		200

				個人 コジン		軸屋　省三		100																		個人		鈴木　裕司		200

				個人 コジン		重田　良明		100																		個人		鈴木　良洋		200

				個人 コジン		重野　恵子		100																		個人		鈴木　瑠美子		200

				個人 コジン		重藤　靖二		100																		個人		砂田　伸恵		200

				個人 コジン		重本　光則		100																		個人		住ノ江　潤		200

				個人 コジン		七尾　英也		100																		個人		角田　利男		200

				個人 コジン		篠崎　光一		100																		個人		瀬川　丈貴		200

				個人 コジン		篠塚　昭八郎		100																		個人		瀬川　ミワ		200

				個人 コジン		篠原　香里		100																		個人		瀬津　拓		200

				個人 コジン		柴内　貴彦		100																		個人		関　洋介		200

				個人 コジン		柴田　清則		100																		個人		關谷　慎一		200

				個人 コジン		柴田　清博		100																		個人		關根　康宏		200

				個人 コジン		柴田　穣		100																		個人		関本　義之		200

				個人 コジン		柴田　知典		100																		個人		関村　雅和		200

				個人 コジン		柴田　直毅		100																		個人		設楽　城司		200

				個人 コジン		柴田　真妃		100																		個人		千田　純平		200

				個人 コジン		柴田　万紀子		100																		個人		千葉　貴英		200

				個人 コジン		柴田　裕史		100																		個人		千葉　京治		200

				個人 コジン		柴原　純		100																		個人		千葉　十郎		200

				個人 コジン		島岡　忠弘		100																		個人		千葉　翔太		200

				個人 コジン		島岡　宏明		100																		個人		千葉　龍矢		200

				個人 コジン		嶋貫　伸幸		100																		個人		千葉　トミ		200

				個人 コジン		島田　英男		100																		個人		曽根　康雄		200

				個人 コジン		島田　克敏		100																		個人		曽原　美由希		200

				個人 コジン		嶌田　健治		100																		個人		曽雌　隆洋		200

				個人 コジン		嶋田　宣之		100																		個人		宗　雅稀		200

				個人 コジン		嶋田　哲平		100																		個人		宗像　潤		200

				個人 コジン		嶋田　美惠子		100																		個人		傍島　武司		200

				個人 コジン		島田　和紀		100																		個人		染谷　直人		200

				個人 コジン		島津　幸子		100																		個人		染谷　元貴		200

				個人 コジン		島津　敏信		100																		個人		空田　健二		200

				個人 コジン		島村　幸子		100																		個人		空田　重美		200

				個人 コジン		下川　透真		100																		個人		田上　光司		200

				個人 コジン		下木　和敏		100																		個人		田北　真由美		200

				個人 コジン		下島　信男		100																		個人		田口　龍之介		200

				個人 コジン		下田　益		100																		個人		田口　亮		200

				個人 コジン		下田　美帆		100																		個人		田鹿　公一		200

				個人 コジン		下牧　伸子		100																		個人		田尻　治郎		200

				個人 コジン		下村　幸司		100																		個人		田代　久榮		200

				個人 コジン		下山　裕樹		100																		個人		田中　郁美		200

				個人 コジン		謝　作勇		100																		個人		田中　久雄		200

				個人 コジン		徐　承賢		100																		個人		田中　久美子		200

				個人 コジン		徐　智源		100																		個人		田中　憲治		200

				個人 コジン		庄田　孝夫		100																		個人		田中　孝		200

				個人 コジン		白井　勝幸		100																		個人		田中　詩子		200

				個人 コジン		白井　誠		100																		個人		田中　尚識		200

				個人 コジン		白井　宏和		100																		個人		田中　伸太郎		200

				個人 コジン		白江　阿華理		100																		個人		田中　誠二郎		200

				個人 コジン		白髪　貞義		100																		個人		田中　徳昭		200

				個人 コジン		白木　成和		100																		個人		田中　広二		200

				個人 コジン		白崎　正子		100																		個人		田中　弘		200

				個人 コジン		白崎　勇也		100																		個人		田中　浩		200

				個人 コジン		城宝　治也		100																		個人		田中　歩		200

				個人 コジン		城谷　龍弥		100																		個人		田中　眞理子		200

				個人 コジン		城福　宏吉		100																		個人		田中　康弘		200

				個人 コジン		甚田　行雄		100																		個人		田中　佑季		200

				個人 コジン		進　浩樹		100																		個人		田中　洋美		200

				個人 コジン		須江　宏有		100																		個人		田中　陽祐		200

				個人 コジン		須賀　雅子		100																		個人		田中　由華		200

				個人 コジン		須賀　裕二		100																		個人		田中　好次		200

				個人 コジン		須賀　遥奈		100																		個人		田中丸　沙織		200

				個人 コジン		須藤　恵司		100																		個人		田仲　純		200

				個人 コジン		須藤　清子		100																		個人		田沼　厚人		200

				個人 コジン		須藤　飛生		100																		個人		田畑　晴美		200

				個人 コジン		諏訪　幸		100																		個人		田邊　高広		200

				個人 コジン		鄒　紅岩		100																		個人		田邊　陽一		200

				個人 コジン		末継　忠		100																		個人		田丸　昭		200

				個人 コジン		末長　延子		100																		個人		田村　圭史		200

				個人 コジン		末満　昌昭		100																		個人		田村　幸子		200

				個人 コジン		末吉　賢伍		100																		個人		田村　俊夫		200

				個人 コジン		菅田　文夫		100																		個人		田村　和志		200

				個人 コジン		菅谷　英治		100																		個人		多田　文彦		200

				個人 コジン		菅野　幸夫		100																		個人		多古　さとみ		200

				個人 コジン		菅野　博基		100																		個人		高　敬ニ		200

				個人 コジン		菅原　敏明		100																		個人		高井　光男		200

				個人 コジン		菅原　陽子		100																		個人		高尾　健太郎		200

				個人 コジン		杉井　臣志		100																		個人		高尾　典子		200

				個人 コジン		杉浦　太		100																		個人		高岡　英生		200

				個人 コジン		杉浦　尚美		100																		個人		高階　康宏		200

				個人 コジン		杉浦　正光		100																		個人		高木　宣行		200

				個人 コジン		杉浦　陽一		100																		個人		高木　俊光		200

				個人 コジン		杉田　隆		100																		個人		高島　佳子		200

				個人 コジン		杉田　正明		100																		個人		高田　兼作		200

				個人 コジン		杉原　天哉		100																		個人		高田　茂治		200

				個人 コジン		杉原　直人		100																		個人		高野　一有記		200

				個人 コジン		杉原　宏忠		100																		個人		高野　峻也		200

				個人 コジン		杉本　年昭		100																		個人		高野　光央		200

				個人 コジン		杉本　直哉		100																		個人		高橋　一夫		200

				個人 コジン		杉本　初代		100																		個人		高橋　雄三		200

				個人 コジン		杉村　清		100																		個人		高橋　克大		200

				個人 コジン		杉山　篤		100																		個人		高橋　賢也		200

				個人 コジン		杉山　有司		100																		個人		高橋　幸広		200

				個人 コジン		杉山　慶子		100																		個人		高橋　晃		200

				個人 コジン		杉山　茂		100																		個人		高橋　寿文		200

				個人 コジン		杉山　和枝		100																		個人		高橋　翔		200

				個人 コジン		杉山　和孝		100																		個人		高橋　宗宏		200

				個人 コジン		鈴井　伸夫		100																		個人		高橋　鉄雄		200

				個人 コジン		鈴木　いさみ		100																		個人		高橋　はな子		200

				個人 コジン		鈴木　郁雄		100																		個人		高橋　星四		200

				個人 コジン		鈴木　惠美		100																		個人		高橋　真一		200

				個人 コジン		鈴木　大輔		100																		個人		高橋　光寛		200

				個人 コジン		鈴木　克巳		100																		個人		高橋　六郎		200

				個人 コジン		鈴木　キヨ子		100																		個人		高見　了司		200

				個人 コジン		鈴木　記代子		100																		個人		宝蔵寺　二重		200

				個人 コジン		鈴木　基之		100																		個人		瀧本　誠二		200

				個人 コジン		鈴木　君男		100																		個人		竹井　直樹		200

				個人 コジン		鈴木　清夫		100																		個人		竹内　健太		200

				個人 コジン		鈴木　久之		100																		個人		竹内　将訓		200

				個人 コジン		鈴木　孝幸		100																		個人		竹内　忠範		200

				個人 コジン		鈴木　晃		100																		個人		竹内　昌平		200

				個人 コジン		鈴木　重良		100																		個人		竹内　和代		200

				個人 コジン		鈴木　誠司		100																		個人		竹谷　孝之		200

				個人 コジン		鈴木　千鶴子		100																		個人		竹林　道夫		200

				個人 コジン		鈴木　荘平		100																		個人		竹本　哲男		200

				個人 コジン		鈴木　隆嗣		100																		個人		竹村　友孝		200

				個人 コジン		鈴木　武		100																		個人		武井　智彦		200

				個人 コジン		鈴木　利奈		100																		個人		武井　由貴子		200

				個人 コジン		鈴木　敏且		100																		個人		武内　見暁		200

				個人 コジン		鈴木　敏彦		100																		個人		武門　道子		200

				個人 コジン		鈴木　奈津美		100																		個人		武田　有起		200

				個人 コジン		鈴木　能晴		100																		個人		武谷　誠太郎		200

				個人 コジン		鈴木　宏和		100																		個人		立田　宏彰		200

				個人 コジン		鈴木　まさ子		100																		個人		立松　亨倫		200

				個人 コジン		鈴木　正美		100																		個人		橘　智子		200

				個人 コジン		鈴木　政夫		100																		個人		達　信彦		200

				個人 コジン		鈴木　康司		100																		個人		蓼沼　唯好		200

				個人 コジン		鈴木　康真		100																		個人		谷口　英子		200

				個人 コジン		鈴木　勇二		100																		個人		谷口　洸太		200

				個人 コジン		鈴木　誉子		100																		個人		谷口　宏行		200

				個人 コジン		鈴木　洋介		100																		個人		谷口　容子		200

				個人 コジン		鈴木　由美		100																		個人		谷山　輝		200

				個人 コジン		鈴木　由美子		100																		個人		玉井　康教		200

				個人 コジン		鈴木　良介		100																		個人		玉置　真也		200

				個人 コジン		鈴木　義男		100																		個人		玉木　将也		200

				個人 コジン		鈴木　義行		100																		個人		玉城　善仁		200

				個人 コジン		鈴木　和夫		100																		個人		俵口　博之		200

				個人 コジン		住田　雄祐		100																		個人		丹治　英樹		200

				個人 コジン		住田　洋子		100																		個人		丹羽　崇		200

				個人 コジン		住友　晋一		100																		個人		丹羽　豊		200

				個人 コジン		住友　雅代		100																		個人		反町　達夫		200

				個人 コジン		角谷　勝		100																		個人		津村　武史		200

				個人 コジン		角谷　尚子		100																		個人		柘植　英明		200

				個人 コジン		角野　章之		100																		個人		柘植　美由起		200

				個人 コジン		世良　寛子		100																		個人		月岡　誠彦		200

				個人 コジン		世良　耕一		100																		個人		月田　裕樹		200

				個人 コジン		瀬尾　公彦		100																		個人		辻　正純		200

				個人 コジン		瀬川　正昭		100																		個人		辻本　美穂		200

				個人 コジン		瀬戸　貴英		100																		個人		辻見　亜由		200

				個人 コジン		瀬戸　ひかる		100																		個人		土井　幸治		200

				個人 コジン		関　和範		100																		個人		土居　永二		200

				個人 コジン		関口　明		100																		個人		土居　正幸		200

				個人 コジン		関口　一郎		100																		個人		土岐　学司		200

				個人 コジン		関口　通男		100																		個人		土橋　一彦		200

				個人 コジン		関根　貴広		100																		個人		土肥　健一郎		200

				個人 コジン		関根　達也		100																		個人		筒井　年栄		200

				個人 コジン		関藤　稔弘		100																		個人		堤　寛人		200

				個人 コジン		芹澤　賢司		100																		個人		堤　冬樹		200

				個人 コジン		千代岡　邦美		100																		個人		鶴田　和也		200

				個人 コジン		千田　英樹		100																		個人		手塚　拓也		200

				個人 コジン		千葉　哲二		100																		個人		出口　広美		200

				個人 コジン		千葉　正美		100																		個人		出野　里歩		200

				個人 コジン		千葉　亘		100																		個人		出村　勇樹		200

				個人 コジン		千藤　晃弘		100																		個人		寺井　和美		200

				個人 コジン		仙波　剛芳		100																		個人		寺岡　竜太郎		200

				個人 コジン		曽根　君子		100																		個人		寺田　龍平		200

				個人 コジン		曽宮　秀和		100																		個人		寺田　由美子		200

				個人 コジン		曽山　加代		100																		個人		照沼　卓也		200

				個人 コジン		惣部　勝美		100																		個人		戸川　潤一		200

				個人 コジン		添川　泰大		100																		個人		戸川　千鶴		200

				個人 コジン		添木　稔		100																		個人		戸澤　信人		200

				個人 コジン		添田　安彦		100																		個人		戸城　秀樹		200

				個人 コジン		袖澤　純		100																		個人		戸部　幸子		200

				個人 コジン		袖山　丈也		100																		個人		都築　洋介		200

				個人 コジン		外池　貴志		100																		個人		都留　隆城		200

				個人 コジン		園山　万里		100																		個人		登坂　裕樹		200

				個人 コジン		染谷　佳参		100																		個人		等々力　文夫		200

				個人 コジン		染谷　秀樹		100																		個人		徳田　愛理		200

				個人 コジン		田枝　覚子		100																		個人		徳田　佳久		200

				個人 コジン		田川　稜		100																		個人		徳良　大輔		200

				個人 コジン		田口　民子		100																		個人		所　洋子		200

				個人 コジン		田結庄　暁子		100																		個人		富田　哲央		200

				個人 コジン		田結庄　溥之		100																		個人		富永　知子		200

				個人 コジン		田島　達		100																		個人		富永　直樹		200

				個人 コジン		田島　のり子		100																		個人		友清　昌生		200

				個人 コジン		田島　典泰		100																		個人		豊長　秀隆		200

				個人 コジン		田島　正彦		100																		個人		鳥居　光子		200

				個人 コジン		田島　裕士		100																		個人		鳥海　武夫		200

				個人 コジン		田尻　和敏		100																		個人		名倉　均		200

				個人 コジン		田代　清		100																		個人		那須　文江		200

				個人 コジン		田代　直秀		100																		個人		苗村　美紀		200

				個人 コジン		田代　雅門		100																		個人		中尾　直樹		200

				個人 コジン		田立　知路		100																		個人		中尾　倫子		200

				個人 コジン		田谷　文子		100																		個人		中岡　健二		200

				個人 コジン		田中　葵偉		100																		個人		中川　紀子		200

				個人 コジン		田中　一成		100																		個人		中川　幸規		200

				個人 コジン		田中　一典		100																		個人		中川　龍太郎		200

				個人 コジン		田中　加奈		100																		個人		中川　泰充		200

				個人 コジン		田中　勝政		100																		個人		中里　元		200

				個人 コジン		田中　樹希		100																		個人		中澤　航介		200

				個人 コジン		田中　久雄		100																		個人		中島　篤人		200

				個人 コジン		田中　久治		100																		個人		中島　一博		200

				個人 コジン		田中　啓一		100																		個人		中島　恵子		200

				個人 コジン		田中　公太		100																		個人		中嶋　大輔		200

				個人 コジン		田中　孝司		100																		個人		中嶋　紀子		200

				個人 コジン		田中　菜乃春		100																		個人		中島　健司		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		中園　妙香		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		中田　元三		200

				個人 コジン		田中　修司		100																		個人		中谷　紀夫		200

				個人 コジン		田中　順子		100																		個人		中谷　公彦		200

				個人 コジン		田中　章一		100																		個人		中谷　吉宏		200

				個人 コジン		田中　章夫		100																		個人		中地　衛		200

				個人 コジン		田中　武司		100																		個人		中津川　晴通		200

				個人 コジン		田中　博		100																		個人		中所　和彦		200

				個人 コジン		田中　早乙女		100																		個人		中西　晴子		200

				個人 コジン		田中　秀夫		100																		個人		中野　千佳		200

				個人 コジン		田中　雅恵		100																		個人		中野　豊		200

				個人 コジン		田中　瑞穂		100																		個人		中東　忍		200

				個人 コジン		田中　やす子		100																		個人		中平　充		200

				個人 コジン		田中　由香		100																		個人		中丸　豪		200

				個人 コジン		田中　礼子		100																		個人		中村　愛弓		200

				個人 コジン		田野　尚彦		100																		個人		中村　一敬		200

				個人 コジン		田端　睦毅		100																		個人		中村　佳代		200

				個人 コジン		田畑　裕康		100																		個人		中村　幸子		200

				個人 コジン		田伐　智		100																		個人		中村　幸平		200

				個人 コジン		田原　紀美子		100																		個人		中村　栄一		200

				個人 コジン		田原　豊治		100																		個人		中村　淳		200

				個人 コジン		田部　順		100																		個人		中村　将俊		200

				個人 コジン		田渕　耕太		100																		個人		中村　隆之		200

				個人 コジン		田辺　基益		100																		個人		中村　浩		200

				個人 コジン		田邉　規幸		100																		個人		中村　文彦		200

				個人 コジン		田村　一平		100																		個人		中村　真由美		200

				個人 コジン		田村　英雄		100																		個人		中村　雅彦		200

				個人 コジン		田村　俊介		100																		個人		中村　凌		200

				個人 コジン		田村　直樹		100																		個人		中村　和喜		200

				個人 コジン		田村　義弘		100																		個人		中山　紀美江		200

				個人 コジン		田村　和重		100																		個人		中山　久代		200

				個人 コジン		多賀　善治		100																		個人		中山　真一		200

				個人 コジン		多田　建二		100																		個人		中山　康幸		200

				個人 コジン		高井良　義茂		100																		個人		永井　学		200

				個人 コジン		高尾　勝治		100																		個人		永川　善久		200

				個人 コジン		高岡　幸一		100																		個人		永島　政次		200

				個人 コジン		高岡　しおり		100																		個人		永瀬　正喜		200

				個人 コジン		高階　一郎		100																		個人		永田　未羽		200

				個人 コジン		高風　和代		100																		個人		永長　裕治		200

				個人 コジン		高木　勝成		100																		個人		永安　清太郎		200

				個人 コジン		高木　奏絵		100																		個人		永山　榮一		200

				個人 コジン		高木　眞人		100																		個人		仲田　米太		200

				個人 コジン		高儀　規夫		100																		個人		仲村渠　健		200

				個人 コジン		高倉　宏		100																		個人		長井　悠佑		200

				個人 コジン		高坂　伸也		100																		個人		長岡　廣子		200

				個人 コジン		高崎　邦香		100																		個人		長坂　香緒留		200

				個人 コジン		高崎　守		100																		個人		長島　博務		200

				個人 コジン		高島　考司		100																		個人		長谷川　敦子		200

				個人 コジン		高島　慎太郎		100																		個人		長谷川　琴葉		200

				個人 コジン		高島　稚子		100																		個人		長谷川　重治郎		200

				個人 コジン		高嶋　和成		100																		個人		長谷川　尚美		200

				個人 コジン		高城　尚久		100																		個人		長谷川　雅章		200

				個人 コジン		高瀬　久美子		100																		個人		長谷川　美沙緒		200

				個人 コジン		高瀬　昭夫		100																		個人		長沼　真		200

				個人 コジン		高瀨　亮		100																		個人		長沼　和行		200

				個人 コジン		高関　博志		100																		個人		長橋　郁子		200

				個人 コジン		高田　佳正		100																		個人		長命　勇士		200

				個人 コジン		高田　晋司		100																		個人		成清　心悠		200

				個人 コジン		高田　晴貴		100																		個人		成田　翔太		200

				個人 コジン		高田　光一		100																		個人		成冨　寛子		200

				個人 コジン		高田　裕之		100																		個人		鳴瀬　斉		200

				個人 コジン		高取　望		100																		個人		難波　拓也		200

				個人 コジン		高梨　艶玉		100																		個人		難波　宏晃		200

				個人 コジン		高野　淳一		100																		個人		二丹田　裕美		200

				個人 コジン		高野　章		100																		個人		二野宮　亮		200

				個人 コジン		高野　辰二		100																		個人		西　真人		200

				個人 コジン		高野　万利子		100																		個人		西明　剛		200

				個人 コジン		高野　和代		100																		個人		西井　康裕		200

				個人 コジン		高羽　千秋		100																		個人		西尾　隆久		200

				個人 コジン		高橋　一幸		100																		個人		西尾　正行		200

				個人 コジン		高橋　瑛士		100																		個人		西川　邦夫		200

				個人 コジン		高橋　勝美		100																		個人		西窪　隆仁		200

				個人 コジン		高橋　君子		100																		個人		西田　和子		200

				個人 コジン		高橋　幸子		100																		個人		西野　僚太		200

				個人 コジン		高橋　里枝		100																		個人		西原　正武		200

				個人 コジン		高橋　翔馬		100																		個人		西槙　康博		200

				個人 コジン		高橋　千珠		100																		個人		西村　國男		200

				個人 コジン		高橋　崇一		100																		個人		西村　照美		200

				個人 コジン		高橋　直樹		100																		個人		西森　有紀		200

				個人 コジン		高橋　典良		100																		個人		錦織　拓也		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		廿千　邦正		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		沼田　綾子		200

				個人 コジン		高橋　秀幸		100																		個人		根木　正次		200

				個人 コジン		高橋　広篤		100																		個人		根本　達也		200

				個人 コジン		高橋　弘		100																		個人		野口　宗迪		200

				個人 コジン		高橋　正明		100																		個人		野崎　翔平		200

				個人 コジン		高橋　正雄		100																		個人		野澤　大輔		200

				個人 コジン		高橋　裕		100																		個人		野澤　孝征		200

				個人 コジン		高橋　洋		100																		個人		野澤　聡矩		200

				個人 コジン		高林　嘉男		100																		個人		野島　邦治		200

				個人 コジン		高見　知子		100																		個人		野田　敦史		200

				個人 コジン		高宮　慎介		100																		個人		野田　拓海		200

				個人 コジン		高村　恵子		100																		個人		野本　梨沙子		200

				個人 コジン		高守　るみ子		100																		個人		野路　伸一		200

				個人 コジン		高安　律子		100																		個人		野村　昌志		200

				個人 コジン		寶道　勝		100																		個人		納庄　弘一		200

				個人 コジン		宝道　千枝子		100																		個人		納本　博好		200

				個人 コジン		滝沢　敏夫		100																		個人		羽野　修平		200

				個人 コジン		竹内　栄治		100																		個人		馬田　昭		200

				個人 コジン		竹内　誠治		100																		個人		袴田　竜太		200

				個人 コジン		竹内　丈志		100																		個人		萩原　秀晴		200

				個人 コジン		竹内　光男		100																		個人		橋口　隼人		200

				個人 コジン		竹内　芳信		100																		個人		橋本　竜		200

				個人 コジン		竹岡　美恵		100																		個人		橋本　朋子		200

				個人 コジン		竹之内　達生		100																		個人		橋本　政幸		200

				個人 コジン		竹田　寛治		100																		個人		橋本　優美子		200

				個人 コジン		竹田　泰昭		100																		個人		蓮井　統		200

				個人 コジン		竹谷　直樹		100																		個人		畑　利男		200

				個人 コジン		竹中　章浩		100																		個人		畑　信幸		200

				個人 コジン		竹中　美希		100																		個人		畑山　秀樹		200

				個人 コジン		竹ノ内　和樹		100																		個人		初沢　久美子		200

				個人 コジン		竹野　幸雄		100																		個人		初谷　優		200

				個人 コジン		竹村　昌司		100																		個人		花城　真嗣		200

				個人 コジン		竹森　知		100																		個人		浜口　亮太		200

				個人 コジン		武井　賢一		100																		個人		濱田　貴大		200

				個人 コジン		武内　由美子		100																		個人		浜田　慶祐		200

				個人 コジン		武川　和美		100																		個人		浜田　修		200

				個人 コジン		武重　雄介		100																		個人		浜田　二美香		200

				個人 コジン		武田　春美		100																		個人		濱田　和宏		200

				個人 コジン		武田　冬彦		100																		個人		濱本　剛史		200

				個人 コジン		武田　祐子		100																		個人		早川　恭生		200

				個人 コジン		武藤　史行		100																		個人		早野　勉		200

				個人 コジン		但馬　聡		100																		個人		林　淳輔		200

				個人 コジン		忠垣　信次郎		100																		個人		林　法男		200

				個人 コジン		立石　禮子		100																		個人		林　和輝		200

				個人 コジン		立川　裕子		100																		個人		原　重久		200

				個人 コジン		立花　登		100																		個人		原　智康		200

				個人 コジン		立松　亨倫		100																		個人		原　典子		200

				個人 コジン		立森　真		100																		個人		原　由紀枝		200

				個人 コジン		橘　光博		100																		個人		原島　良平		200

				個人 コジン		辰　哲也		100																		個人		原田　滉士		200

				個人 コジン		巽　英司		100																		個人		原田　康平		200

				個人 コジン		谷川　英二		100																		個人		榛葉　邦和		200

				個人 コジン		谷川　悦子		100																		個人		春野　友哉		200

				個人 コジン		谷口　雄介		100																		個人		春日　光広		200

				個人 コジン		谷口　貴洋		100																		個人		春見　誠		200

				個人 コジン		谷口　博昭		100																		個人		日暮　滉将		200

				個人 コジン		谷田部　大海		100																		個人		枇榔　秀実		200

				個人 コジン		谷藤　政明		100																		個人		樋口　秀成		200

				個人 コジン		谷本　達哉		100																		個人		東　亜由美		200

				個人 コジン		谷山　風花		100																		個人		東　賢一		200

				個人 コジン		谷山　輝		100																		個人		東　すみえ		200

				個人 コジン		谷山　歩		100																		個人		東　優佳		200

				個人 コジン		谷好　弘章		100																		個人		東海林　康平		200

				個人 コジン		種岡　誠司		100																		個人		東谷　堅		200

				個人 コジン		玉井　道裕		100																		個人		平井　すみ子		200

				個人 コジン		玉川　朋成		100																		個人		平尾　長男		200

				個人 コジン		玉木　有一		100																		個人		平尾　行正		200

				個人 コジン		玉木　達郎		100																		個人		平川　知子		200

				個人 コジン		玉澤　禎顕		100																		個人		平木　陽		200

				個人 コジン		為我井　章		100																		個人		平野　健三		200

				個人 コジン		丹羽　広平		100																		個人		平野　誠		200

				個人 コジン		地曳　多三郎		100																		個人		平野　崇		200

				個人 コジン		知久　美緒		100																		個人		平野　雅樹		200

				個人 コジン		知野見　恵美		100																		個人		平松　和代		200

				個人 コジン		茶木　和久		100																		個人		平山　誠		200

				個人 コジン		津川　雅彦		100																		個人		広井　さえ子		200

				個人 コジン		津嶋　茂樹		100																		個人		廣瀬　仁美		200

				個人 コジン		津田　智規		100																		個人		廣瀬　光成		200

				個人 コジン		津野　琢哉		100																		個人		部谷　和也		200

				個人 コジン		津村　克彦		100																		個人		深井　孝治		200

				個人 コジン		津々木　ひとみ		100																		個人		服部　愛		200

				個人 コジン		塚田　擴		100																		個人		服部　篤史		200

				個人 コジン		塚田　万友美		100																		個人		服部　治光		200

				個人 コジン		塚野　旬		100																		個人		服部　慎一		200

				個人 コジン		塚本　進		100																		個人		服部　智帆		200

				個人 コジン		辻　忠亮		100																		個人		服部　美穂		200

				個人 コジン		辻　直樹		100																		個人		福井　敦也		200

				個人 コジン		辻　美稚子		100																		個人		福田　健悟		200

				個人 コジン		辻　勇樹		100																		個人		福田　悟		200

				個人 コジン		辻本　英樹		100																		個人		福田　由美枝		200

				個人 コジン		辻村　茂男		100																		個人		福長　萬紀子		200

				個人 コジン		辻元　美穂		100																		個人		福本　哲也		200

				個人 コジン		土井　聡史		100																		個人		福間　大祐		200

				個人 コジン		土澤　康之		100																		個人		藤井　翔		200

				個人 コジン		土志田　千秋		100																		個人		藤井　昇		200

				個人 コジン		土田　美代子		100																		個人		藤岡　幹明		200

				個人 コジン		土谷　康宏		100																		個人		藤崎　武		200

				個人 コジン		土屋　君子		100																		個人		藤澤　正弘		200

				個人 コジン		土屋　憲治		100																		個人		藤代　峻輔		200

				個人 コジン		土屋　孝		100																		個人		藤田　啓		200

				個人 コジン		土屋　志郎		100																		個人		藤田　護		200

				個人 コジン		土屋　翔		100																		個人		藤田　知倫		200

				個人 コジン		土屋　泰臣		100																		個人		藤田　智子		200

				個人 コジン		常川　猛		100																		個人		藤田　雅弘		200

				個人 コジン		椿　眞由美		100																		個人		藤田　八十仁		200

				個人 コジン		椿井　信仁		100																		個人		藤田　泰		200

				個人 コジン		坪田　彰三		100																		個人		藤田　康弘		200

				個人 コジン		艶島　悠介		100																		個人		藤田　和弘		200

				個人 コジン		釣井　裕紀		100																		個人		藤野　義弘		200

				個人 コジン		鶴木　雄太		100																		個人		藤原　佳恵子		200

				個人 コジン		鶴子　正明		100																		個人		藤原　獎太		200

				個人 コジン		鶴田　博昭		100																		個人		藤原　眞由美		200

				個人 コジン		鶴谷　秀俊		100																		個人		藤原　正也		200

				個人 コジン		鶴巻　辰紘		100																		個人		藤原　稔		200

				個人 コジン		手錢　孝介		100																		個人		藤本　勝也		200

				個人 コジン		手束　嘉孝		100																		個人		藤本　龍		200

				個人 コジン		手塚　正明		100																		個人		藤間　弘晃		200

				個人 コジン		寺井　敏雄		100																		個人		藤巻　徹		200

				個人 コジン		寺内　麻実子		100																		個人		舩川　優		200

				個人 コジン		寺内　実		100																		個人		舩戸　翔平		200

				個人 コジン		寺尾　シヅ子		100																		個人		古賀　丈士		200

				個人 コジン		寺尾　浩一		100																		個人		古賀　丈富		200

				個人 コジン		寺尾　美有紀		100																		個人		古賀　信吾		200

				個人 コジン		寺崎　信義		100																		個人		古川　茂		200

				個人 コジン		寺嶌　美佐保		100																		個人		古川　和広		200

				個人 コジン		寺田　尚平		100																		個人		古田　昌也		200

				個人 コジン		寺田　侑介		100																		個人		古橋　達也		200

				個人 コジン		寺本　洋		100																		個人		古橋　信一		200

				個人 コジン		戸嶋　美千子		100																		個人		古畑　敦司		200

				個人 コジン		戸谷　健治		100																		個人		古森　政作		200

				個人 コジン		戸谷　富夫		100																		個人		別府　翔太朗		200

				個人 コジン		戸部　幸子		100																		個人		紅林　知子		200

				個人 コジン		刀祢　定一		100																		個人		星　健太		200

				個人 コジン		唐木　昭広		100																		個人		細田　恭子		200

				個人 コジン		唐沢　宇傑		100																		個人		細田　義裕		200

				個人 コジン		通阪　純也		100																		個人		細見　智		200

				個人 コジン		鴇田　かつ子		100																		個人		堀　利吏		200

				個人 コジン		徳網　恵美子		100																		個人		堀池　弘樹		200

				個人 コジン		徳井　魅菜		100																		個人		堀口　浩美		200

				個人 コジン		徳永　剛太		100																		個人		本末　光		200

				個人 コジン		徳光　一夫		100																		個人		本杉　正則		200

				個人 コジン		殿勝　加奈子		100																		個人		本瀬　有司		200

				個人 コジン		飛田　翔		100																		個人		本田　淳		200

				個人 コジン		富尾　秋洋		100																		個人		本多　笑子		200

				個人 コジン		冨岡　敦		100																		個人		本橋　晋		200

				個人 コジン		冨岡　要		100																		個人		真柄　明斗		200

				個人 コジン		富岡　百合子		100																		個人		眞子　行敬		200

				個人 コジン		富倉　康雄		100																		個人		真鍋　とめ子		200

				個人 コジン		富田　勲		100																		個人		摩嶋　竜生		200

				個人 コジン		冨田　将典		100																		個人		前川　浩一		200

				個人 コジン		富田　忠		100																		個人		前嶌　雅三		200

				個人 コジン		冨田　美鈴		100																		個人		前田　薫		200

				個人 コジン		富田　和枝		100																		個人		前田　隆則		200

				個人 コジン		冨永　直彦		100																		個人		前田　雅史		200

				個人 コジン		冨永　秀郎		100																		個人		前田　光之		200

				個人 コジン		富元　雄大		100																		個人		前野　貴弘		200

				個人 コジン		富山　貴美		100																		個人		牧野　恵子		200

				個人 コジン		冨山　亮太		100																		個人		牧野　基		200

				個人 コジン		友澤　慎也		100																		個人		牧野　将太		200

				個人 コジン		豊嶋　史哲		100																		個人		幕内　聡		200

				個人 コジン		豊島　隆		100																		個人		舛田　亜紀子		200

				個人 コジン		豊嶋　元		100																		個人		升田　敦子		200

				個人 コジン		豊田　治男		100																		個人		増子　耕太郎		200

				個人 コジン		豊田　敏志		100																		個人		増田　真也		200

				個人 コジン		豊田　富美代		100																		個人		増竹　徹		200

				個人 コジン		豊原　誉志恵		100																		個人		町田　幸織		200

				個人 コジン		虎尾　榮一		100																		個人		町田　正光		200

				個人 コジン		鳥井　雅之		100																		個人		松井　憲司		200

				個人 コジン		鳥居　正幸		100																		個人		松井　幸子		200

				個人 コジン		鳥家　正美		100																		個人		松上　潤子		200

				個人 コジン		鳥越　厚子		100																		個人		松浦　大樹		200

				個人 コジン		那須　慎一		100																		個人		松浦　靖		200

				個人 コジン		奈良　泰之		100																		個人		松尾　明美		200

				個人 コジン		中　宗一郎		100																		個人		松岡　太一		200

				個人 コジン		中井　隆夫		100																		個人		松岡　千裕		200

				個人 コジン		中井　隆行		100																		個人		松沢　佑太		200

				個人 コジン		中尾　正実		100																		個人		松下　明美		200

				個人 コジン		中川　英樹		100																		個人		松田　昊大		200

				個人 コジン		中川　英士		100																		個人		松田　敏弘		200

				個人 コジン		中川　久恵		100																		個人		松戸　和規		200

				個人 コジン		中川　志伸		100																		個人		松永　瞬		200

				個人 コジン		中川　忍		100																		個人		松永　春夫		200

				個人 コジン		中川　浩		100																		個人		松野　貴教		200

				個人 コジン		中川　佑香		100																		個人		松野　茂		200

				個人 コジン		中越　真理		100																		個人		松野　雅人		200

				個人 コジン		中澤　久美		100																		個人		松林　辰祐		200

				個人 コジン		中澤　浩美		100																		個人		松原　忠興		200

				個人 コジン		中澤　雅明		100																		個人		松本　強		200

				個人 コジン		中澤　靖男		100																		個人		松本　幸也		200

				個人 コジン		中澤　祐子		100																		個人		松本　哲周		200

				個人 コジン		中嶋　敦		100																		個人		松本　哲也		200

				個人 コジン		中島　一貴		100																		個人		松本　良浩		200

				個人 コジン		中嶋　圭輔		100																		個人		松山　たづ子		200

				個人 コジン		中島　啓助		100																		個人		丸山　暁子		200

				個人 コジン		中島　孔志		100																		個人		丸山　香純		200

				個人 コジン		中島　耕二		100																		個人		丸山　孝一		200

				個人 コジン		中島　茂夫		100																		個人		丸山　典晃		200

				個人 コジン		中島　純一		100																		個人		圓酒　元希		200

				個人 コジン		中島　常幸		100																		個人		萬部　寛子		200

				個人 コジン		中島　直樹		100																		個人		三上　一		200

				個人 コジン		中島　光男		100																		個人		三浦　啓一		200

				個人 コジン		中島　朗		100																		個人		三浦　秀平		200

				個人 コジン		中園　将弥		100																		個人		三浦　洋二		200

				個人 コジン		中園　輝子		100																		個人		三木　康弘		200

				個人 コジン		中田　吉則		100																		個人		三國　克紘		200

				個人 コジン		中田　理成		100																		個人		三國　公稔		200

				個人 コジン		中田　和永		100																		個人		三柴　重夫		200

				個人 コジン		中田　和彦		100																		個人		三島　宣明		200

				個人 コジン		中谷　里巳		100																		個人		三嶋　ふき子		200

				個人 コジン		中谷　正浩		100																		個人		三宅　謙一郎		200

				個人 コジン		中谷　光男		100																		個人		三ツ矢　憲史		200

				個人 コジン		中谷地　義光		100																		個人		三橋　敬一		200

				個人 コジン		中西　健		100																		個人		三好　啓友		200

				個人 コジン		中西　博保		100																		個人		三好　浩子		200

				個人 コジン		中西　真奈美		100																		個人		水上　正男		200

				個人 コジン		中西　康代		100																		個人		水谷　友繁		200

				個人 コジン		中野　一憲		100																		個人		水谷　真奈美		200

				個人 コジン		中埜　雄仁		100																		個人		水野　廣秋		200

				個人 コジン		中野　勝弘		100																		個人		水本　恭子		200

				個人 コジン		中野　毅彦		100																		個人		水村　由利江		200

				個人 コジン		中野　健治		100																		個人		溝口　貴亮		200

				個人 コジン		中野　彰浩		100																		個人		溝口　志樹		200

				個人 コジン		中野　晴生		100																		個人		溝辺　馨		200

				個人 コジン		中野　文仁		100																		個人		道祖土　幸裕		200

				個人 コジン		中野　昌晴		100																		個人		南　誠志		200

				個人 コジン		中野　政人		100																		個人		南出　紘孝		200

				個人 コジン		中林　力		100																		個人		南平　勇武		200

				個人 コジン		中原　浩史		100																		個人		峯山　瑞生		200

				個人 コジン		中町　登志子		100																		個人		宮之前　和也		200

				個人 コジン		中道　倫昭		100																		個人		宮坂　一男		200

				個人 コジン		中村　明彦		100																		個人		宮崎　壮矢		200

				個人 コジン		中村　清則		100																		個人		宮崎　優子		200

				個人 コジン		中村　京子		100																		個人		宮里　翔子		200

				個人 コジン		中村　佳代		100																		個人		宮沢　慈大		200

				個人 コジン		中村　悟己		100																		個人		宮下　凱成		200

				個人 コジン		中村　孝市		100																		個人		宮田　茂雄		200

				個人 コジン		中村　さよ子		100																		個人		宮武　正		200

				個人 コジン		中村　茂		100																		個人		宮野　秀基		200

				個人 コジン		中村　修一		100																		個人		宮本　隆		200

				個人 コジン		中村　隆		100																		個人		牟田口　玲奈		200

				個人 コジン		中村　司		100																		個人		向畑　幸子		200

				個人 コジン		中村　哲朗		100																		個人		椋本　豊		200

				個人 コジン		中村　利行		100																		個人		村井　保夫		200

				個人 コジン		中村　正夫		100																		個人		村井　悠太		200

				個人 コジン		中村　昌行		100																		個人		村上　武司		200

				個人 コジン		中山　相一		100																		個人		村上　浩輝		200

				個人 コジン		中山　一弘		100																		個人		村川　仁朗		200

				個人 コジン		中山　進一		100																		個人		村瀬　友則		200

				個人 コジン		中山　誠三		100																		個人		村田　紘一		200

				個人 コジン		中山　隆範		100																		個人		村田　淳一郎		200

				個人 コジン		中山　徹		100																		個人		村本　孝紀		200

				個人 コジン		中山　智裕		100																		個人		村松　又太郎		200

				個人 コジン		中山　信之		100																		個人		村山　建介		200

				個人 コジン		中山　浩太郎		100																		個人		望月　智史		200

				個人 コジン		中山　泰成		100																		個人		森　かおり		200

				個人 コジン		中山　裕己		100																		個人		森　徹		200

				個人 コジン		永井　健太郎		100																		個人		森　秀雄		200

				個人 コジン		永井　安徽夫		100																		個人		森　盛茂		200

				個人 コジン		永瀬　章治		100																		個人		森　予始子		200

				個人 コジン		永田　三枝子		100																		個人		森　由香里		200

				個人 コジン		永戸　光生		100																		個人		森上　輝宣		200

				個人 コジン		永野　由巳		100																		個人		森内　章博		200

				個人 コジン		永山　恒誉		100																		個人		森川　公仁		200

				個人 コジン		仲佐　嘉彰		100																		個人		森下　佳樹		200

				個人 コジン		仲村　昌洋		100																		個人		森下　美由紀		200

				個人 コジン		仲安　節子		100																		個人		森下　光		200

				個人 コジン		長岡　かおり		100																		個人		森田　孝子		200

				個人 コジン		長崎　寛美		100																		個人		森田　富夫		200

				個人 コジン		長迫　君代		100																		個人		森永　雄二		200

				個人 コジン		長澤　健司		100																		個人		諸岡　咲季		200

				個人 コジン		長澤　仁志		100																		個人		諸岡　美亜		200

				個人 コジン		長澤　信宏		100																		個人		諸墨　祐子		200

				個人 コジン		長島　芳子		100																		個人		八木　孝一		200

				個人 コジン		長田　梢		100																		個人		八木　耕一		200

				個人 コジン		長田　秀樹		100																		個人		八木　直子		200

				個人 コジン		長田　雅司		100																		個人		八木　由生		200

				個人 コジン		長谷　嘉代子		100																		個人		八重津　充		200

				個人 コジン		長谷　善樹		100																		個人		八島　啓樹		200

				個人 コジン		長谷川　一男		100																		個人		八巻　和彦		200

				個人 コジン		長谷川　央		100																		個人		矢郷　竜平		200

				個人 コジン		長谷川　伸		100																		個人		矢地　彰		200

				個人 コジン		長谷川　忠康		100																		個人		矢野　江里		200

				個人 コジン		長谷川　富三		100																		個人		矢野　傑士		200

				個人 コジン		長谷川　信子		100																		個人		矢部　聡		200

				個人 コジン		長谷川　益夫		100																		個人		矢吹　政子		200

				個人 コジン		長谷川　諭伴		100																		個人		屋敷　大輔		200

				個人 コジン		長谷川　芳典		100																		個人		藥師寺　敬子		200

				個人 コジン		長谷川　義明		100																		個人		安崎　靖臣		200

				個人 コジン		長谷崎　拓也		100																		個人		安田　浩二		200

				個人 コジン		長塚　真理		100																		個人		安達　祐輔		200

				個人 コジン		長沼　重秀		100																		個人		安部　昌紘		200

				個人 コジン		長野　創造		100																		個人		安藤　寛幸		200

				個人 コジン		長橋　次男		100																		個人		安藤　俊正		200

				個人 コジン		長幡　勝		100																		個人		安藤　奈々美		200

				個人 コジン		長張　由紀夫		100																		個人		安藤　博宣		200

				個人 コジン		長松　聡志		100																		個人		安藤　僚太		200

				個人 コジン		長屋　健太郎		100																		個人		梁瀬　幸司		200

				個人 コジン		流川　智美		100																		個人		柳　夏奈子		200

				個人 コジン		鍋谷　哲		100																		個人		柳田　晋太朗		200

				個人 コジン		並木　秀行		100																		個人		籔野　正		200

				個人 コジン		波田野　統之		100																		個人		山上　賢		200

				個人 コジン		波多野　裕友		100																		個人		山内　誠		200

				個人 コジン		成願　ひかる		100																		個人		山内　徹也		200

				個人 コジン		成田　暁		100																		個人		山賀　孝行		200

				個人 コジン		難波　祐二		100																		個人		山河　弘太		200

				個人 コジン		二瓶　徹		100																		個人		山岸　花凛		200

				個人 コジン		二星　恵美		100																		個人		山口　佳朗		200

				個人 コジン		二宮　健次		100																		個人		山口　晶平		200

				個人 コジン		二宮　稔		100																		個人		山口　武		200

				個人 コジン		西　康栄		100																		個人		山口　竜大		200

				個人 コジン		西井　寿一		100																		個人		山口　俊輔		200

				個人 コジン		西浦　由家		100																		個人		山口　正人		200

				個人 コジン		西尾　奈津子		100																		個人		山口　由加		200

				個人 コジン		西岡　一美		100																		個人		山崎　英明		200

				個人 コジン		西片　佳輝		100																		個人		山崎　聖広		200

				個人 コジン		西川　徳行		100																		個人		山崎　卓志		200

				個人 コジン		西川　弘毅		100																		個人		山崎　知善		200

				個人 コジン		西川　弘美		100																		個人		山崎　直子		200

				個人 コジン		西川　和子		100																		個人		山崎　真也		200

				個人 コジン		西沢　茂子		100																		個人		山沢　浩幸		200

				個人 コジン		西澤　康造		100																		個人		山下　ありさ		200

				個人 コジン		西科　勝行		100																		個人		山下　圭子		200

				個人 コジン		西嶋　弘重		100																		個人		山下　卓也		200

				個人 コジン		西条　佳憲		100																		個人		山下　槙		200

				個人 コジン		西城　毅		100																		個人		山田　亜紀		200

				個人 コジン		西田　彰吾		100																		個人		山田　明		200

				個人 コジン		西田　まり子		100																		個人		山田　市雄		200

				個人 コジン		西谷　聡		100																		個人		山田　恵利子		200

				個人 コジン		西野　泰正		100																		個人		山田　英津子		200

				個人 コジン		西野　陽子		100																		個人		山田　勝雄		200

				個人 コジン		西畑　寿宏		100																		個人		山田　賢治		200

				個人 コジン		西本　恵美子		100																		個人		山田　公貴		200

				個人 コジン		西本　剛		100																		個人		山田　穣		200

				個人 コジン		西本　正英		100																		個人		山田　千尋		200

				個人 コジン		西本　由治		100																		個人		山田　敏子		200

				個人 コジン		西向　良夫		100																		個人		山田　和雄		200

				個人 コジン		西村　一弘		100																		個人		山中　智子		200

				個人 コジン		西村　央		100																		個人		山中　秀樹		200

				個人 コジン		西村　進		100																		個人		山本　愛		200

				個人 コジン		西村　聡		100																		個人		山本　有子		200

				個人 コジン		西村　裕次		100																		個人		山本　可菜子		200

				個人 コジン		西山　英二		100																		個人		山本　憲明		200

				個人 コジン		西山　嘉彦		100																		個人		山本　高久		200

				個人 コジン		西山　統		100																		個人		山本　忠実		200

				個人 コジン		西山　昇		100																		個人		山本　知史		200

				個人 コジン		西山　雅也		100																		個人		山本　真理子		200

				個人 コジン		錦野　亮		100																		個人		山本　麗子		200

				個人 コジン		韮沢　浩		100																		個人		山村　龍吾		200

				個人 コジン		布　美香子		100																		個人		湯川　央恵		200

				個人 コジン		沼田　賢一		100																		個人		湯澤　律子		200

				個人 コジン		根岸　良実		100																		個人		湯本　拓也		200

				個人 コジン		根本　英祐		100																		個人		行武　亮平		200

				個人 コジン		根本　剛		100																		個人		行本　順一		200

				個人 コジン		野木森　一剛		100																		個人		指本　智範		200

				個人 コジン		野口　修一		100																		個人		與那嶺　正昭		200

				個人 コジン		野口　秀男		100																		個人		楊　吟吟		200

				個人 コジン		野口　裕行		100																		個人		養田　靖		200

				個人 コジン		野口　誉成		100																		個人		横井　和子		200

				個人 コジン		野崎　憲三		100																		個人		横瀬　隆弘		200

				個人 コジン		野崎　長志		100																		個人		横田　千秋		200

				個人 コジン		野澤　孝		100																		個人		横田　智栄		200

				個人 コジン		野田　明美		100																		個人		横山　喜男		200

				個人 コジン		野田　賢治		100																		個人		横山　つや子		200

				個人 コジン		野田　祥恵		100																		個人		吉井　敏夫		200

				個人 コジン		野田　敏雄		100																		個人		吉井　雅世		200

				個人 コジン		野田　裕樹		100																		個人		吉浦　慎二		200

				個人 コジン		野中　孝子		100																		個人		吉岡　こずえ		200

				個人 コジン		野仲　文子		100																		個人		吉岡　節子		200

				個人 コジン		野畑　知明		100																		個人		吉川　一男		200

				個人 コジン		埜林　久人		100																		個人		吉川　輝		200

				個人 コジン		野本　貴義		100																		個人		吉田　勝巳		200

				個人 コジン		野本　博通		100																		個人		吉田　佳世		200

				個人 コジン		野間　美香		100																		個人		吉田　公昭		200

				個人 コジン		野村　貴宏		100																		個人		吉田　晶美		200

				個人 コジン		野村　公盛		100																		個人		吉田　仁志		200

				個人 コジン		野村　貞子		100																		個人		吉田　誠		200

				個人 コジン		野村　忠勝		100																		個人		吉田　拓弥		200

				個人 コジン		野々村　俊江		100																		個人		吉田　友美		200

				個人 コジン		信森　達也		100																		個人		吉田　成寿		200

				個人 コジン		羽田　孝臣		100																		個人		吉田　光博		200

				個人 コジン		羽鳥　さやか		100																		個人		吉竹　郁文		200

				個人 コジン		羽場　てる		100																		個人		吉永　伸司		200

				個人 コジン		馬越　秀夫		100																		個人		吉野　修平		200

				個人 コジン		馬場　一樹		100																		個人		吉藤　智子		200

				個人 コジン		馬場　達也		100																		個人		吉松　重文		200

				個人 コジン		葉葺　久尚		100																		個人		吉村　知里		200

				個人 コジン		萩森　正仁		100																		個人		吉村　光平		200

				個人 コジン		橋谷　真哉		100																		個人		吉山　容正		200

				個人 コジン		橋爪　淑浩		100																		個人		連城　剛志		200

				個人 コジン		橋本　一生		100																		個人		和泉　直子		200

				個人 コジン		橋本　絵里		100																		個人		和田　健司		200

				個人 コジン		橋本　季代		100																		個人		和田　浩之		200

				個人 コジン		橋本　久美子		100																		個人		和田　未央		200

				個人 コジン		橋本　知幸		100																		個人		若菜　請雄		200

				個人 コジン		畑中　和樹		100																		個人		若林　末男		200

				個人 コジン		畠中　修		100																		個人		若林　壮登		200

				個人 コジン		畠山　康弘		100																		個人		若林　直樹		200

				個人 コジン		秦　偉		100																		個人		若原　美鈴		200

				個人 コジン		秦　悦子		100																		個人		若松　昭彦		200

				個人 コジン		鳩山　健将		100																		個人		若松　春香		200

				個人 コジン		花内　洋		100																		個人		脇　治		200

				個人 コジン		花嶋　薫		100																		個人		脇　澄夫		200

				個人 コジン		花園　治郎		100																		個人		脇　哲之		200

				個人 コジン		花畑　雅明		100																		個人		脇　政雄		200

				個人 コジン		花輪　誠		100																		個人		鷲頭　伸俊		200

				個人 コジン		浜　英伸		100																		個人		渡部　紘行		200

				個人 コジン		濱口　岳		100																		個人		渡邊　潤		200

				個人 コジン		濱崎　勝		100																		個人		渡辺　啓三郎		200

				個人 コジン		濱崎　道夫		100																		個人		渡邉　敬史		200

				個人 コジン		濱田　健司		100																		個人		渡辺　茂雄		200

				個人 コジン		浜中　貴士		100																		個人		渡邊　透		200

				個人 コジン		濱野　芳紀		100																		個人		渡辺　徳美		200

				個人 コジン		浜本　清貴		100																		個人		渡邉　俊也		200

				個人 コジン		濱本　依子		100																		個人		渡邊　正史		200

				個人 コジン		早川　賢次		100																		個人		渡邉　雅暁		200

				個人 コジン		早川　純生		100																		個人		渡邉　稔		200

				個人 コジン		早川　弘城		100																		個人		渡邉　元輝		200

				個人 コジン		早津　芳雄		100																		個人		渡邊　康介		200

				個人 コジン		速水　俊一		100																		個人		渡邊　良子		200

				個人 コジン		速水　延子		100																		個人		ＬＩＵ　ＱＩＡＮＧ		200

				個人 コジン		林　英範		100																		個人		小川　慶史		179

				個人 コジン		林　貴博		100																		個人		坂東　潤		169

				個人 コジン		林　健一		100																		個人		石川　太鶴		163

				個人 コジン		林　晃一		100																		個人		高井　優至		157

				個人 コジン		林　祥介		100																		個人		大園　伊織		150

				個人 コジン		林　武		100																		個人		坂井　大輔		150

				個人 コジン		林　直樹		100																		個人		三浦　健太		150

				個人 コジン		林　成典		100																		個人		三代川　清		150

				個人 コジン		林　秀徳		100																		個人		福本　昌弘		138

				個人 コジン		林　宏枝		100																		個人		川崎　亮		135

				個人 コジン		林　昌広		100																		個人		今林　敬		127

				個人 コジン		林　稔		100																		個人		新井　佑緑花		125

				個人 コジン		林　祐葵		100																		個人		所司　晴夫		123

				個人 コジン		林　良介		100																		個人		阿部　岳史		122

				個人 コジン		林　和子		100																		個人		藤原　嵩士		120

				個人 コジン		林　和代		100																		個人		永井　聡之		118

				個人 コジン		原　健太郎		100																		個人		舘　光		116

				個人 コジン		原　正人		100																		個人		内藤　義友		115

				個人 コジン		原　康城		100																		個人		清家　明美		115

				個人 コジン		原　和紀		100																		個人		宮本　勝也		115

				個人 コジン		原　和美		100																		個人		岡本　洋幸		113

				個人 コジン		原澤　昂大		100																		個人		相島　鷹也		111

				個人 コジン		原田　英司		100																		個人		戸和　由美子		111

				個人 コジン		原田　親一		100																		個人		井上　冬樹		110

				個人 コジン		原田　恭子		100																		個人		高本　昌宏		110

				個人 コジン		原田　隆史		100																		個人		山田　功二		110

				個人 コジン		原田　ゆかり		100																		個人		山口　莉奈		107

				個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100																		個人		織田　賢治		105

				個人 コジン		春名　尊文		100																		個人		岡山　拓史		105

				個人 コジン		晴　信一郎		100																		個人		梶上　健一		105

				個人 コジン		晴山　知拓		100																		個人		寒川　晴規		105

				個人 コジン		半間　代志規		100																		個人		橋本　竜太		105

				個人 コジン		伴　貞俊		100																		個人		神山　卓也		103

				個人 コジン		ヒバリノ　サトル		100																		個人		小川　知安紀		103

				個人 コジン		日賀野　成子		100																		個人		佐久間　信行		103

				個人 コジン		日下　耕三		100																		個人		上田　大輔		102

				個人 コジン		日比　文博		100																		個人		清水　一美		102

				個人 コジン		日向寺　皇一		100																		個人		関屋　明弘		102

				個人 コジン		肥田　正志		100																		個人		山北　里奈		102

				個人 コジン		樋口　剛		100																		個人		大津　政信		101

				個人 コジン		樋口　隆枝		100																		個人		奥谷　真規		101

				個人 コジン		樋口　晴文		100																		個人		丹下　邦彦		101

				個人 コジン		樋口　真澄		100																		個人		都筑　麻也子		101

				個人 コジン		樋口　裕之		100																		個人		長澤　絢子		101

				個人 コジン		稗田　公宏		100																		個人		樋口　勝平		101

				個人 コジン		東　新一		100																		個人		水野　雄一郎		101

				個人 コジン		東　優		100																		個人		阿加井　麻衣		100

				個人 コジン		東田　治		100																		個人		阿河　更紗		100

				個人 コジン		東田　仁美		100																		個人		阿蘇　大策		100

				個人 コジン		東谷　秀憲		100																		個人		阿武　晋哉		100

				個人 コジン		東林　泰郎		100																		個人		阿部　明		100

				個人 コジン		東山　茂		100																		個人		阿部　明子		100

				個人 コジン		東良　正人		100																		個人		阿部　一		100

				個人 コジン		左田野　みゆき		100																		個人		阿部　雄介		100

				個人 コジン		雛谷　好隆		100																		個人		阿部　大二郎		100

				個人 コジン		百木　薫		100																		個人		阿部　克弘		100

				個人 コジン		平井　健治		100																		個人		阿部　邦夫		100

				個人 コジン		平井　秀俊		100																		個人		阿部　健俊		100

				個人 コジン		平井　良幸		100																		個人		阿部　悟		100

				個人 コジン		平岩　由紀雄		100																		個人		阿部　晃大		100

				個人 コジン		平尾　知子		100																		個人		阿部　純也		100

				個人 コジン		平尾　鉄也		100																		個人		阿部　拓未		100

				個人 コジン		平尾　広吉		100																		個人		阿部　知美		100

				個人 コジン		平尾　元彦		100																		個人		阿部　敏行		100

				個人 コジン		平岡　隆行		100																		個人		阿部　ひろ香		100

				個人 コジン		平岡　利洋		100																		個人		阿部　比名子		100

				個人 コジン		平形　悦子		100																		個人		阿部　弘美		100

				個人 コジン		平川　奈々子		100																		個人		阿部　未至		100

				個人 コジン		平澤　亮		100																		個人		阿部　諭		100

				個人 コジン		平田　道晃		100																		個人		阿部　吉朗		100

				個人 コジン		平田　光輝		100																		個人		阿南　脩		100

				個人 コジン		平塚　英紀		100																		個人		相浦　公彦		100

				個人 コジン		平野　孝幸		100																		個人		相川　綾		100

				個人 コジン		平野　滋		100																		個人		相川　治久		100

				個人 コジン		平野　光弘		100																		個人		相澤　洋介		100

				個人 コジン		平原　忍		100																		個人		相馬　啓希		100

				個人 コジン		平松　茂之		100																		個人		相場　光男		100

				個人 コジン		平山　大介		100																		個人		相原　日奈子		100

				個人 コジン		平山　鎮次		100																		個人		相原　浩人		100

				個人 コジン		平山　芳信		100																		個人		藍　ふみ子		100

				個人 コジン		廣瀬　清美		100																		個人		青池　春幸		100

				個人 コジン		広瀬　光晴		100																		個人		青石　穣		100

				個人 コジン		廣瀬　吉明		100																		個人		青木　一通		100

				個人 コジン		広瀬　亘規		100																		個人		青木　大貴		100

				個人 コジン		広田　準		100																		個人		青木　健太		100

				個人 コジン		広武　賢一		100																		個人		青木　滋		100

				個人 コジン		廣富　淳史		100																		個人		青木　高俊		100

				個人 コジン		広畑　聡		100																		個人		青木　博道		100

				個人 コジン		廣見　剛志		100																		個人		青木　康将		100

				個人 コジン		府川　輝夫		100																		個人		青木　優奈		100

				個人 コジン		深尾　あつ子		100																		個人		青島　豪士		100

				個人 コジン		深谷　周史		100																		個人		青嶌　秀幸		100

				個人 コジン		深原　一晃		100																		個人		青田　義雄		100

				個人 コジン		深堀　勝博		100																		個人		青砥　孝道		100

				個人 コジン		深町　和弘		100																		個人		青野　みどり		100

				個人 コジン		深山　泰三		100																		個人		青野　力		100

				個人 コジン		服部　亜紀子		100																		個人		青柳　武宣		100

				個人 コジン		服部　史郎		100																		個人		青柳　尋斗		100

				個人 コジン		服部　尚仁		100																		個人		青柳　秀悟		100

				個人 コジン		福井　重男		100																		個人		青山　敬		100

				個人 コジン		福井　純二		100																		個人		青山　晃朗		100

				個人 コジン		福井　竹師		100																		個人		青山　良太		100

				個人 コジン		福井　朋子		100																		個人		赤石　裕里花		100

				個人 コジン		福井　光治		100																		個人		赤尾　雅之		100

				個人 コジン		福井　裕治		100																		個人		赤崎　圭一		100

				個人 コジン		福喜多　守嘉		100																		個人		赤澤　陽子		100

				個人 コジン		福士　德彦		100																		個人		赤地　拓也		100

				個人 コジン		福島　武光		100																		個人		赤津　宣明		100

				個人 コジン		福島　永二		100																		個人		赤塚　和也		100

				個人 コジン		福島　美貴		100																		個人		赤沼　真一		100

				個人 コジン		福世　政俊		100																		個人		赤羽　源一郎		100

				個人 コジン		福田　鐘子		100																		個人		赤堀　由美子		100

				個人 コジン		福田　健志		100																		個人		明田　真由美		100

				個人 コジン		福田　小夜子		100																		個人		秋谷　学		100

				個人 コジン		福田　武司		100																		個人		秋谷　まり子		100

				個人 コジン		福田　充宏		100																		個人		秋葉　祐太朗		100

				個人 コジン		福田　光男		100																		個人		秋本　秀一		100

				個人 コジン		福田　康次		100																		個人		秋村　泰憲		100

				個人 コジン		福田　裕子		100																		個人		秋元　翔		100

				個人 コジン		福地　健太郎		100																		個人		秋元　節子		100

				個人 コジン		福富　勝夫		100																		個人		秋元　和雄		100

				個人 コジン		福留　純一		100																		個人		秋山　嘉男		100

				個人 コジン		福野　芳枝		100																		個人		秋山　京子		100

				個人 コジン		福濱　秀和		100																		個人		秋山　啓子		100

				個人 コジン		福本　正博		100																		個人		秋山　翔太		100

				個人 コジン		福本　好史		100																		個人		秋山　丈		100

				個人 コジン		福森　清子		100																		個人		秋好　桃香		100

				個人 コジン		伏原　資典		100																		個人		浅井　悦子		100

				個人 コジン		藤井　貴之		100																		個人		浅井　貴久		100

				個人 コジン		藤井　孝子		100																		個人		浅井　孝夫		100

				個人 コジン		藤井　弘美		100																		個人		浅井　昭裕		100

				個人 コジン		藤生　ゆう子		100																		個人		浅井　泰雅		100

				個人 コジン		藤尾　耕三		100																		個人		浅井　和浩		100

				個人 コジン		藤尾　雅子		100																		個人		浅岡　茂樹		100

				個人 コジン		藤川　孝夫		100																		個人		浅香　典央		100

				個人 コジン		藤川　隆男		100																		個人		浅倉　みゆき		100

				個人 コジン		藤川　正美		100																		個人		浅田　佳那		100

				個人 コジン		藤崎　由香理		100																		個人		淺野　訓宏		100

				個人 コジン		藤澤　正弘		100																		個人		浅野　剛史		100

				個人 コジン		藤嶋　大輔		100																		個人		浅野　聡宏		100

				個人 コジン		藤田　祥爾		100																		個人		浅野　隆志		100

				個人 コジン		藤田　翔		100																		個人		浅野　俊介		100

				個人 コジン		藤田　哲範		100																		個人		浅野　昌弘		100

				個人 コジン		藤田　乃映		100																		個人		浅見　涼介		100

				個人 コジン		藤田　文		100																		個人		麻植　世有子		100

				個人 コジン		藤田　昌樹		100																		個人		麻野　由布子		100

				個人 コジン		藤田　亮		100																		個人		朝倉　崇文		100

				個人 コジン		藤ノ井　靖子		100																		個人		朝田　裕之		100

				個人 コジン		藤野　洋一		100																		個人		朝見　智也		100

				個人 コジン		藤原　小百合		100																		個人		旭　祐司		100

				個人 コジン		藤原　隆博		100																		個人		芦澤　眞二		100

				個人 コジン		藤原　智英		100																		個人		足立　佳子		100

				個人 コジン		藤原　源二		100																		個人		足立　真衣奈		100

				個人 コジン		藤平　光亮		100																		個人		足立　裕弘		100

				個人 コジン		藤本　英宏		100																		個人		味藤　浩		100

				個人 コジン		藤本　勝也		100																		個人		味元　啓輔		100

				個人 コジン		藤本　孝恵		100																		個人		渥美　裕		100

				個人 コジン		藤本　順一		100																		個人		穴澤　裕		100

				個人 コジン		藤本　伸		100																		個人		天海　達詠		100

				個人 コジン		藤本　哲朗		100																		個人		天川　晃佑		100

				個人 コジン		藤本　雅巳		100																		個人		天木　健晴		100

				個人 コジン		藤本　睦		100																		個人		天野　健		100

				個人 コジン		藤本　理恵		100																		個人		天野　哲太郎		100

				個人 コジン		藤巻　直也		100																		個人		網代　眞佐子		100

				個人 コジン		藤松　茂生		100																		個人		雨宮　雅		100

				個人 コジン		藤森　大輔		100																		個人		雨宮　雅範		100

				個人 コジン		藤山　登喜男		100																		個人		荒川　節子		100

				個人 コジン		藤吉　勝利		100																		個人		荒川　良明		100

				個人 コジン		藤吉　洋子		100																		個人		荒木　一則		100

				個人 コジン		船岡　昭子		100																		個人		荒木　伸生		100

				個人 コジン		古市　久幸		100																		個人		荒木　雅夫		100

				個人 コジン		古賀　巖		100																		個人		荒木　美佐子		100

				個人 コジン		古賀　洸子		100																		個人		荒木　優治		100

				個人 コジン		古賀　和雄		100																		個人		荒谷　紀子		100

				個人 コジン		古川　修一		100																		個人		荒谷　幸生		100

				個人 コジン		古川　輝		100																		個人		荒谷　章弘		100

				個人 コジン		古澤　幸		100																		個人		荒巻　真一		100

				個人 コジン		古舘　友勝		100																		個人		荒俣　眞由美		100

				個人 コジン		古谷　健一		100																		個人		荒松　道弘		100

				個人 コジン		古谷　周平		100																		個人		新井　大地		100

				個人 コジン		古谷　伸幸		100																		個人		新井　貴之		100

				個人 コジン		古谷野　晃		100																		個人		新井　寿枝		100

				個人 コジン		古林　孝之		100																		個人		新井　宗太郎		100

				個人 コジン		兵藤　和子		100																		個人		新井　隆		100

				個人 コジン		紅田　泰		100																		個人		新井　直人		100

				個人 コジン		穗住　健		100																		個人		新居　一徳		100

				個人 コジン		坊　正隆		100																		個人		新海　翔吾		100

				個人 コジン		星野　まどか		100																		個人		新垣　研二		100

				個人 コジン		細井　君子		100																		個人		新垣　和輝		100

				個人 コジン		細川　恵多		100																		個人		新里　健		100

				個人 コジン		細木　榮一		100																		個人		新田　道則		100

				個人 コジン		細谷　幸子		100																		個人		新田　芳朗		100

				個人 コジン		細谷　信幸		100																		個人		新谷　圭脩		100

				個人 コジン		細野　友孝		100																		個人		新谷　俊明		100

				個人 コジン		細野　晴通		100																		個人		新名　正志		100

				個人 コジン		細本　翼		100																		個人		新沼　太		100

				個人 コジン		堀　幸雄		100																		個人		新沼　吾史		100

				個人 コジン		堀　秀行		100																		個人		新堀　浩志		100

				個人 コジン		堀　正樹		100																		個人		新道　聡之		100

				個人 コジン		堀内　千夏		100																		個人		新村　征之		100

				個人 コジン		堀内　勇		100																		個人		新保　直人		100

				個人 コジン		堀江　敏文		100																		個人		新保　勇一		100

				個人 コジン		堀木　香津		100																		個人		新保　和昭		100

				個人 コジン		堀越　敬二郎		100																		個人		嵐　洋史		100

				個人 コジン		堀越　友幸		100																		個人		有賀　朝一		100

				個人 コジン		堀之内　欣也		100																		個人		有賀　幸子		100

				個人 コジン		堀本　修		100																		個人		有木　聖人		100

				個人 コジン		本岡　慶彦		100																		個人		有島　陽平		100

				個人 コジン		本多　克典		100																		個人		有末　圭志		100

				個人 コジン		本多　正典		100																		個人		有光　浩夫三		100

				個人 コジン		本西　亮太		100																		個人		淡河　州央		100

				個人 コジン		本間　信雄		100																		個人		粟野　亜佐彦		100

				個人 コジン		本間　信弘		100																		個人		粟野　裕貴		100

				個人 コジン		真鍋　美樹		100																		個人		井上　明		100

				個人 コジン		眞庭　大介		100																		個人		井上　麻衣子		100

				個人 コジン		真野　徳之		100																		個人		井上　学昭		100

				個人 コジン		間瀬　孝		100																		個人		井上　佳保		100

				個人 コジン		間中　澄夫		100																		個人		井上　健太郎		100

				個人 コジン		間宮　さだ子		100																		個人		井上　幸一		100

				個人 コジン		前川　恭子		100																		個人		井上　剛		100

				個人 コジン		前川　和哉		100																		個人		井上　静香		100

				個人 コジン		前田　一史		100																		個人		井上　将		100

				個人 コジン		前田　誠市		100																		個人		井上　仁人		100

				個人 コジン		前田　武徳		100																		個人		井上　達之亮		100

				個人 コジン		前田　達也		100																		個人		井上　信博		100

				個人 コジン		前田　真澄		100																		個人		井上　博		100

				個人 コジン		前田　理		100																		個人		井上　博貴		100

				個人 コジン		牧坂　重吉		100																		個人		井上　秀弘		100

				個人 コジン		牧野　強		100																		個人		井上　正巳		100

				個人 コジン		牧野　國男		100																		個人		井上　雅人		100

				個人 コジン		牧野　卓也		100																		個人		井上　美津子		100

				個人 コジン		卷島　純一朗		100																		個人		井草　拓也		100

				個人 コジン		槇原　恭志		100																		個人		井口　裕介		100

				個人 コジン		幕　良弘		100																		個人		井口　洋子		100

				個人 コジン		正司　研輔		100																		個人		井竿　富雄		100

				個人 コジン		正路　ミヤ子		100																		個人		井坂　栄		100

				個人 コジン		増尾　武士		100																		個人		井澤　正美		100

				個人 コジン		増田　勝廣		100																		個人		井田　清		100

				個人 コジン		増田　義男		100																		個人		井手　敦久		100

				個人 コジン		増平　善信		100																		個人		井手　一弥		100

				個人 コジン		増山　貴之		100																		個人		井手　ゆかり		100

				個人 コジン		町井　重之		100																		個人		井出　亜紀子		100

				個人 コジン		町井　吉彦		100																		個人		井出　晶久		100

				個人 コジン		町村　尚彦		100																		個人		井出　美穂		100

				個人 コジン		松井　隆		100																		個人		井沼　友子		100

				個人 コジン		松井　秀樹		100																		個人		井原　陽平		100

				個人 コジン		松井　正和		100																		個人		井本　貴夫		100

				個人 コジン		松井　美也子		100																		個人		井本　直宏		100

				個人 コジン		松鵜　俊朗		100																		個人		伊佐次　希至		100

				個人 コジン		松浦　慶太		100																		個人		伊差川　誠		100

				個人 コジン		松浦　行高		100																		個人		伊勢家　治彦		100

				個人 コジン		松尾　健一		100																		個人		伊勢野　恭司		100

				個人 コジン		松尾　正則		100																		個人		伊庭　与志子		100

				個人 コジン		松尾　和幸		100																		個人		伊原　民夫		100

				個人 コジン		松岡　憲司		100																		個人		伊比　隆之		100

				個人 コジン		松岡　敏子		100																		個人		伊東　正樹		100

				個人 コジン		松岡　浩三		100																		個人		伊藤　一博		100

				個人 コジン		松岡　磨里子		100																		個人		伊藤　加津子		100

				個人 コジン		松岡　良和		100																		個人		伊藤　嘉章		100

				個人 コジン		松久　武		100																		個人		伊藤　学		100

				個人 コジン		松坂　肇		100																		個人		伊藤　貴敏		100

				個人 コジン		松崎　泉帆		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		松崎　浩		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		松島　守男		100																		個人		伊藤　清之		100

				個人 コジン		松下　俊夫		100																		個人		伊藤　久吉		100

				個人 コジン		松下　和敬		100																		個人		伊藤　けい子		100

				個人 コジン		松代　教志		100																		個人		伊藤　健吾		100

				個人 コジン		松田　克仁		100																		個人		伊藤　健二		100

				個人 コジン		松田　賢治		100																		個人		伊藤　彩香		100

				個人 コジン		松田　治彦		100																		個人		伊藤　栄紀		100

				個人 コジン		松田　博夫		100																		個人		伊藤　定夫		100

				個人 コジン		松田　浩明		100																		個人		伊藤　峻		100

				個人 コジン		松田　浩一		100																		個人		伊藤　翔		100

				個人 コジン		松田　真紀子		100																		個人		伊藤　慎一		100

				個人 コジン		松谷　省吾		100																		個人		伊藤　慎太郎		100

				個人 コジン		松谷　元気		100																		個人		伊藤　世哉		100

				個人 コジン		松永　郁夫		100																		個人		伊藤　誠		100

				個人 コジン		松永　友紀		100																		個人		伊藤　忠義		100

				個人 コジン		松永　華奈子		100																		個人		伊藤　竜太		100

				個人 コジン		松橋　良		100																		個人		伊藤　哲哉		100

				個人 コジン		松原　健太		100																		個人		伊藤　統方		100

				個人 コジン		松原　高志		100																		個人		伊藤　敏幸		100

				個人 コジン		松原　匡泰		100																		個人		伊藤　友彦		100

				個人 コジン		松原　輝博		100																		個人		伊藤　博昭		100

				個人 コジン		松原　直樹		100																		個人		伊藤　弘己		100

				個人 コジン		松原　文雄		100																		個人		伊藤　宏一良		100

				個人 コジン		松原　由美子		100																		個人		伊藤　浩司		100

				個人 コジン		松原　和弘		100																		個人		伊藤　真基		100

				個人 コジン		松平　真幸		100																		個人		伊藤　正展		100

				個人 コジン		松藤　圭一		100																		個人		伊藤　雅敏		100

				個人 コジン		松本　敦裕		100																		個人		伊藤　雅人		100

				個人 コジン		松本　佳代		100																		個人		伊藤　漫紀		100

				個人 コジン		松本　賢一		100																		個人		伊藤　みどり		100

				個人 コジン		松本　智子		100																		個人		伊藤　美紀		100

				個人 コジン		松本　直子		100																		個人		伊藤　光男		100

				個人 コジン		松本　典子		100																		個人		伊藤　光広		100

				個人 コジン		松本　弘人		100																		個人		伊藤　睦子		100

				個人 コジン		松本　雅彦		100																		個人		伊藤　保治		100

				個人 コジン		松本　妙子		100																		個人		伊藤　悠馬		100

				個人 コジン		松本　義明		100																		個人		猪岡　弘行		100

				個人 コジン		松本　義孝		100																		個人		猪口　理沙		100

				個人 コジン		松丸　幸江		100																		個人		猪瀬　朱美		100

				個人 コジン		松丸　高明		100																		個人		猪名川　正彦		100

				個人 コジン		松村　直樹		100																		個人		飯尾　麻子		100

				個人 コジン		松村　延郎		100																		個人		飯岡　広子		100

				個人 コジン		松村　良夫		100																		個人		飯田　綾子		100

				個人 コジン		松山　朋郁		100																		個人		飯田　昭彦		100

				個人 コジン		的野　恭一		100																		個人		飯田　浩司		100

				個人 コジン		的場　宏道		100																		個人		飯田　由香		100

				個人 コジン		丸井　晴樹		100																		個人		飯田　和久		100

				個人 コジン		丸尾　晃一		100																		個人		飯塚　俊夫		100

				個人 コジン		丸岡　和彦		100																		個人		飯塚　康雄		100

				個人 コジン		丸山　憲子		100																		個人		飯豊　明久		100

				個人 コジン		丸山　耕志郎		100																		個人		飯山　剛大		100

				個人 コジン		圓酒　元希		100																		個人		飯吉　政春		100

				個人 コジン		三明　昌子		100																		個人		家入　悦子		100

				個人 コジン		三上　景久		100																		個人		家入　美香		100

				個人 コジン		三浦　茂則		100																		個人		家田　昭彦		100

				個人 コジン		三浦　智博		100																		個人		家村　理香		100

				個人 コジン		三浦　博之		100																		個人		生方　アムナ莉紗江		100

				個人 コジン		三枝　義常		100																		個人		生方　俊充		100

				個人 コジン		三木　宏之		100																		個人		生駒　敏博		100

				個人 コジン		三澤　信司		100																		個人		生咲　拓二		100

				個人 コジン		三島　融		100																		個人		池　強志		100

				個人 コジン		三角　秀一		100																		個人		池上　雄太		100

				個人 コジン		三宅　格		100																		個人		池上　和宏		100

				個人 コジン		三宅　君近		100																		個人		池内　亮太		100

				個人 コジン		三宅　弘敏		100																		個人		池下　章代		100

				個人 コジン		三宅　真理子		100																		個人		池田　暁洋		100

				個人 コジン		三戸　昭次		100																		個人		池田　一史		100

				個人 コジン		三觜　美穂		100																		個人		池田　加壽子		100

				個人 コジン		三村　啓爾		100																		個人		池田　貴臣		100

				個人 コジン		三好　満		100																		個人		池田　剛正		100

				個人 コジン		三輪　道子		100																		個人		池田　さやか		100

				個人 コジン		水越　満		100																		個人		池田　純子		100

				個人 コジン		水田　至		100																		個人		池田　隆幸		100

				個人 コジン		水谷　昌代		100																		個人		池田　哲也		100

				個人 コジン		水野　克宏		100																		個人		池田　朋嘉		100

				個人 コジン		水野　晴仁		100																		個人		池田　博人		100

				個人 コジン		水野　範行		100																		個人		池田　浩一		100

				個人 コジン		水野　真一		100																		個人		池田　浩敏		100

				個人 コジン		水野　雅博		100																		個人		池田　歩美		100

				個人 コジン		水野　美幸		100																		個人		池田　雅彦		100

				個人 コジン		水野　亮		100																		個人		池田　光政		100

				個人 コジン		水本　竜平		100																		個人		池田　泰之		100

				個人 コジン		水村　賢治		100																		個人		池田　裕一		100

				個人 コジン		溝口　伸二		100																		個人		池田　良生		100

				個人 コジン		溝部　純一		100																		個人		池田　量宏		100

				個人 コジン		道下　正志		100																		個人		池田　和樹		100

				個人 コジン		光岡　大輝		100																		個人		池田　和子		100

				個人 コジン		光安　裕二		100																		個人		池谷　義人		100

				個人 コジン		南　龍秀		100																		個人		池原　有		100

				個人 コジン		南　日出夫		100																		個人		池光　久		100

				個人 コジン		南岡　幹夫		100																		個人		石井　あやこ		100

				個人 コジン		南出　寛一		100																		個人		石井　明美		100

				個人 コジン		南出　重樹		100																		個人		石井　一光		100

				個人 コジン		峰松　和宏		100																		個人		石井　恵美		100

				個人 コジン		蓑毛　祥平		100																		個人		石井　清美		100

				個人 コジン		箕輪　龍之介		100																		個人		石井　悟		100

				個人 コジン		宮岡　築子		100																		個人		石井　仁		100

				個人 コジン		宮木　貞三		100																		個人		石井　隆		100

				個人 コジン		宮越　亜紀子		100																		個人		石井　隆彦		100

				個人 コジン		宮坂　悠		100																		個人		石井　博美		100

				個人 コジン		宮崎　エミ子		100																		個人		石井　宏之		100

				個人 コジン		宮崎　邦子		100																		個人		石上　徳彦		100

				個人 コジン		宮崎　彰		100																		個人		石垣　元庸		100

				個人 コジン		宮崎　仁志		100																		個人		石川　阿由美		100

				個人 コジン		宮崎　智文		100																		個人		石川　敦子		100

				個人 コジン		宮崎　比紗子		100																		個人		石川　雄一		100

				個人 コジン		宮澤　裕		100																		個人		石川　学		100

				個人 コジン		宮島　清剛		100																		個人		石川　勝美		100

				個人 コジン		宮下　恵子		100																		個人		石川　結花		100

				個人 コジン		宮下　賢一		100																		個人		石川　園惠		100

				個人 コジン		宮下　功男		100																		個人		石川　龍弥		100

				個人 コジン		宮城　伸尚		100																		個人		石川　幹		100

				個人 コジン		宮田　幸一		100																		個人		石川　充孝		100

				個人 コジン		宮田　義久		100																		個人		石川　優希		100

				個人 コジン		宮永　暁生		100																		個人		石川　和代		100

				個人 コジン		宮野　拓		100																		個人		石栗　佑平		100

				個人 コジン		宮野　弘之		100																		個人		石黒　雅隆		100

				個人 コジン		宮本　孝		100																		個人		石坂　明義		100

				個人 コジン		宮本　伸一郎		100																		個人		石崎　勝久		100

				個人 コジン		宮本　春美		100																		個人		石島　敏		100

				個人 コジン		宮本　裕太		100																		個人		石島　梨絵		100

				個人 コジン		宮村　修美		100																		個人		石田　有紀		100

				個人 コジン		向井　弘之		100																		個人		石田　郁子		100

				個人 コジン		向井　正治		100																		個人		石田　勝啓		100

				個人 コジン		向井　政人		100																		個人		石田　健之		100

				個人 コジン		村井　功		100																		個人		石田　純子		100

				個人 コジン		村上　貴弘		100																		個人		石田　竜也		100

				個人 コジン		村上　千代子		100																		個人		石田　豊		100

				個人 コジン		村上　武司		100																		個人		石田　浩		100

				個人 コジン		村上　辰雄		100																		個人		石田　正行		100

				個人 コジン		村上　照忠		100																		個人		石田　三奈子		100

				個人 コジン		村上　友洋		100																		個人		石田　愉美子		100

				個人 コジン		村上　典子		100																		個人		石田　裕紀子		100

				個人 コジン		村上　浩司		100																		個人		石田　由香		100

				個人 コジン		村上　正治		100																		個人		石塚　郁夫		100

				個人 コジン		村上　みどり		100																		個人		石塚　俊貴		100

				個人 コジン		村上　裕		100																		個人		石塚　藤子		100

				個人 コジン		村川　真教		100																		個人		石塚　正司		100

				個人 コジン		村田　寿一郎		100																		個人		石中　春生		100

				個人 コジン		村松　かお利		100																		個人		石野田　富士雄		100

				個人 コジン		村松　功子		100																		個人		石橋　一将		100

				個人 コジン		村山　直史		100																		個人		石原　矩夫		100

				個人 コジン		室谷　栄一		100																		個人		石原　憲夫		100

				個人 コジン		室山　亜希子		100																		個人		石原　正男		100

				個人 コジン		目黒　健太		100																		個人		石本　新太郎		100

				個人 コジン		目時　俊一		100																		個人		石本　恭平		100

				個人 コジン		持原　信吾		100																		個人		石本　朱里		100

				個人 コジン		望月　明美		100																		個人		石本　隆志		100

				個人 コジン		望月　聡夫		100																		個人		石巻　佑規		100

				個人 コジン		望月　智之		100																		個人		石松　信治		100

				個人 コジン		森　篤大		100																		個人		石丸　確志		100

				個人 コジン		森　恵美		100																		個人		石丸　壽子		100

				個人 コジン		森　教安		100																		個人		石丸　隆司		100

				個人 コジン		森　健彰		100																		個人		石丸　信彦		100

				個人 コジン		森　幸子		100																		個人		石丸　穂波		100

				個人 コジン		森　節子		100																		個人		石丸　洋介		100

				個人 コジン		森　敏和		100																		個人		石森　清子		100

				個人 コジン		森　典男		100																		個人		石山　宣則		100

				個人 コジン		森　秀樹		100																		個人		石山　裕一		100

				個人 コジン		森　広一		100																		個人		石綿　美智子		100

				個人 コジン		森　美鈴		100																		個人		泉　賢慈朗		100

				個人 コジン		森　幹雄		100																		個人		磯貝　誠		100

				個人 コジン		森　守		100																		個人		磯田　朱音		100

				個人 コジン		森　和雄		100																		個人		磯田　実里		100

				個人 コジン		森井　信一		100																		個人		磯部　寛		100

				個人 コジン		森内　功		100																		個人		磯部　知子		100

				個人 コジン		森崎　晃		100																		個人		礒部　諒也		100

				個人 コジン		森澤　昭二郎		100																		個人		磯山　みよ子		100

				個人 コジン		森島　雅子		100																		個人		板垣　梓		100

				個人 コジン		森下　淳		100																		個人		板垣　寿洋		100

				個人 コジン		森下　みか		100																		個人		板阪　淳子		100

				個人 コジン		森田　久美子		100																		個人		板谷　哲次		100

				個人 コジン		森田　茂樹		100																		個人		板野　寿美子		100

				個人 コジン		森田　誠司		100																		個人		一ノ瀬　久		100

				個人 コジン		森田　富夫		100																		個人		一村　幸代		100

				個人 コジン		森谷　一宏		100																		個人		市井　昌次		100

				個人 コジン		森野　喜義		100																		個人		市川　大輔		100

				個人 コジン		森野　茂		100																		個人		市川　彩夏		100

				個人 コジン		森本　啓二		100																		個人		市川　達人		100

				個人 コジン		森本　博海		100																		個人		市川　昌博		100

				個人 コジン		森実　智洋		100																		個人		市川　和子		100

				個人 コジン		森安　悦子		100																		個人		市島　英人		100

				個人 コジン		諸岡　好一		100																		個人		市成　共司		100

				個人 コジン		ヤマモト　カナエ		100																		個人		市野　直子		100

				個人 コジン		八木　雅子		100																		個人		市原　崇之		100

				個人 コジン		八代　敏		100																		個人		市原　歩		100

				個人 コジン		八田　隆士		100																		個人		市村　秀史		100

				個人 コジン		八田　卓人		100																		個人		市村　道		100

				個人 コジン		八田　勇三		100																		個人		市村　瞭		100

				個人 コジン		矢尾板　宏		100																		個人		稲　明子		100

				個人 コジン		矢倉　淳		100																		個人		稲生　育美		100

				個人 コジン		矢作　綾		100																		個人		稲員　直也		100

				個人 コジン		矢島　晃		100																		個人		稲垣　利洋		100

				個人 コジン		矢島　良輔		100																		個人		稲垣　利陽		100

				個人 コジン		矢代　操		100																		個人		稲垣　美波		100

				個人 コジン		矢田　六夫		100																		個人		稲川　敦也		100

				個人 コジン		矢津　千賀子		100																		個人		稲熊　公輔		100

				個人 コジン		矢野　江里		100																		個人		稲田　昌彦		100

				個人 コジン		矢野　範行		100																		個人		稲田　怜		100

				個人 コジン		矢野　義一		100																		個人		稲谷　芳樹		100

				個人 コジン		安江　祐紀子		100																		個人		稲葉　智美		100

				個人 コジン		安形　直浩		100																		個人		稲葉　昌彦		100

				個人 コジン		安田　健人		100																		個人		稲葉　雅里		100

				個人 コジン		安田　謙一		100																		個人		稲吉　泰匡		100

				個人 コジン		安田　伸矢		100																		個人		犬束　敦史		100

				個人 コジン		安田　文明		100																		個人		犬童　寛之		100

				個人 コジン		安達　祐輔		100																		個人		犬巻　太一		100

				個人 コジン		安達　和良		100																		個人		今井　明子		100

				個人 コジン		安並　健次		100																		個人		今井　英二		100

				個人 コジン		安部　愼二		100																		個人		今井　徳彦		100

				個人 コジン		安藤　佳永子		100																		個人		今井　務津大		100

				個人 コジン		安藤　聡		100																		個人		今井　理枝		100

				個人 コジン		安藤　雅昭		100																		個人		今泉　多栄子		100

				個人 コジン		安藤　義教		100																		個人		今泉　知沙		100

				個人 コジン		安藤　若葉		100																		個人		今川　貴博		100

				個人 コジン		安保　克実		100																		個人		今澤　昇吾		100

				個人 コジン		易平　寛信		100																		個人		今城　大介		100

				個人 コジン		保泉　喜代子		100																		個人		今仁　眞八郎		100

				個人 コジン		保上　貴幸		100																		個人		今田　大貴		100

				個人 コジン		保科　孝好		100																		個人		今富　亜美		100

				個人 コジン		保田　勝哉		100																		個人		今西　裕子		100

				個人 コジン		梁川　博光		100																		個人		今野　拓也		100

				個人 コジン		柳　友和		100																		個人		今村　明治		100

				個人 コジン		柳澤　昌宏		100																		個人		今村　幸雄		100

				個人 コジン		柳田　克也		100																		個人		今村　純子		100

				個人 コジン		柳本　雄司		100																		個人		今村　徹也		100

				個人 コジン		薮田　仁司		100																		個人		今村　和聖		100

				個人 コジン		籔田　義和		100																		個人		妹尾　哲雄		100

				個人 コジン		藪中　大輔		100																		個人		入倉　美沙希		100

				個人 コジン		山池　輝晴		100																		個人		入澤　直樹		100

				個人 コジン		山上　乃武夫		100																		個人		入部　利紀		100

				個人 コジン		山岡　功一		100																		個人		色川　学		100

				個人 コジン		山賀　勲		100																		個人		岩井　嘉子		100

				個人 コジン		山川　楠永		100																		個人		岩井　喜久雄		100

				個人 コジン		山川　真緒		100																		個人		岩井　邦康		100

				個人 コジン		山岸　克幸		100																		個人		岩井　仁志		100

				個人 コジン		山岸　幸俊		100																		個人		岩井　秀輔		100

				個人 コジン		山口　一幾		100																		個人		岩井　昌弘		100

				個人 コジン		山口　仁宏		100																		個人		岩上　英章		100

				個人 コジン		山口　トミエ		100																		個人		岩尾　憲人		100

				個人 コジン		山口　敏和		100																		個人		岩尾　真理子		100

				個人 コジン		山口　直樹		100																		個人		岩川　のり子		100

				個人 コジン		山口　信一		100																		個人		岩切　啓二		100

				個人 コジン		山口　元日		100																		個人		岩坂　栄司		100

				個人 コジン		山口　陽平		100																		個人		岩崎　敦子		100

				個人 コジン		山之内　茂嗣		100																		個人		岩崎　雄二		100

				個人 コジン		山崎　隆博		100																		個人		岩崎　久生		100

				個人 コジン		山崎　浩一		100																		個人		岩崎　久哉		100

				個人 コジン		山崎　真一郎		100																		個人		岩崎　洸大		100

				個人 コジン		山崎　美幸		100																		個人		岩崎　栄美子		100

				個人 コジン		山崎　美智子		100																		個人		岩崎　隆貴		100

				個人 コジン		山崎　靖夫		100																		個人		岩崎　知寿		100

				個人 コジン		山崎　裕美		100																		個人		岩崎　美和		100

				個人 コジン		山里　憲一		100																		個人		岩崎　由美子		100

				個人 コジン		山澤　章良		100																		個人		岩嵜　和成		100

				個人 コジン		山下　潔		100																		個人		岩澤　恭子		100

				個人 コジン		山下　貞之		100																		個人		岩重　幸之介		100

				個人 コジン		山下　茂		100																		個人		岩城　賢悟		100

				個人 コジン		山下　昭一		100																		個人		岩瀬　利徳		100

				個人 コジン		山下　博史		100																		個人		岩瀬　正敏		100

				個人 コジン		山下　博也		100																		個人		岩田　かち子		100

				個人 コジン		山下　政則		100																		個人		岩田　清		100

				個人 コジン		山下　義友		100																		個人		岩田　みどり		100

				個人 コジン		山城　真一		100																		個人		岩田　靖子		100

				個人 コジン		山田　欣徳		100																		個人		岩谷　達夫		100

				個人 コジン		山田　繁由		100																		個人		岩出　充弘		100

				個人 コジン		山田　修		100																		個人		岩永　郁雄		100

				個人 コジン		山田　聡子		100																		個人		岩永　健志		100

				個人 コジン		山田　崇弘		100																		個人		岩永　伸一		100

				個人 コジン		山田　豊彦		100																		個人		岩永　ゆかり		100

				個人 コジン		山田　直弘		100																		個人		岩波　慶一		100

				個人 コジン		山田　晴洋		100																		個人		岩沼　克晃		100

				個人 コジン		山田　勉		100																		個人		岩橋　直大		100

				個人 コジン		山田　昌宏		100																		個人		岩渕　雄		100

				個人 コジン		山田　美和		100																		個人		岩本　仁史		100

				個人 コジン		山田　妙子		100																		個人		岩本　知己		100

				個人 コジン		山田　祐実		100																		個人		岩本　直美		100

				個人 コジン		山田　裕貴		100																		個人		岩本　直也		100

				個人 コジン		山田　優子		100																		個人		岩本　博文		100

				個人 コジン		山田　吉徳		100																		個人		岩村　菊江		100

				個人 コジン		山田　良明		100																		個人		岩元　拓也		100

				個人 コジン		山田　類		100																		個人		卯野　華奈		100

				個人 コジン		山中　健夫		100																		個人		宇井　崇		100

				個人 コジン		山中　修		100																		個人		宇佐美　潤一		100

				個人 コジン		山中　伸爾		100																		個人		宇佐美　真		100

				個人 コジン		山中　誠		100																		個人		宇崎　啓太		100

				個人 コジン		山西　眞奈美		100																		個人		宇田川　真理		100

				個人 コジン		山根　鉄郎		100																		個人		宇田川　祐二		100

				個人 コジン		山根　敏江		100																		個人		宇多　秀樹		100

				個人 コジン		山根　弘一		100																		個人		宇津　徹也		100

				個人 コジン		山根　道正		100																		個人		宇津木　哲		100

				個人 コジン		山根　和明		100																		個人		宇都宮　勝		100

				個人 コジン		山藤　孝子		100																		個人		宇野　勝利		100

				個人 コジン		山本　あずさ		100																		個人		宇野　純		100

				個人 コジン		山本　雄大		100																		個人		宇野　拓真		100

				個人 コジン		山本　希治		100																		個人		宇野　博		100

				個人 コジン		山本　清治		100																		個人		鵜尾　元太		100

				個人 コジン		山本　慶以子		100																		個人		鵜飼　啓子		100

				個人 コジン		山本　里子		100																		個人		鵜飼　健作		100

				個人 コジン		山本　里沙		100																		個人		鵜飼　聡士		100

				個人 コジン		山本　治		100																		個人		鵜川　剛		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		鵜川　修武		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		上　友美		100

				個人 コジン		山本　渉		100																		個人		上遠野　雄太		100

				個人 コジン		山本　隆		100																		個人		上岡　八千代		100

				個人 コジン		山本　丈人		100																		個人		上木　淑子		100

				個人 コジン		山本　武比古		100																		個人		上木原　輝彦		100

				個人 コジン		山本　敏行		100																		個人		上坂　賢治		100

				個人 コジン		山本　智正		100																		個人		上阪　奈智子		100

				個人 コジン		山本　昇平		100																		個人		上澤　裕之		100

				個人 コジン		山本　博通		100																		個人		上城　進也		100

				個人 コジン		山本　秀雄		100																		個人		上田　麻衣		100

				個人 コジン		山本　浩功		100																		個人		上田　晃大		100

				個人 コジン		山本　真一郎		100																		個人		上田　哲生		100

				個人 コジン		山本　裕之		100																		個人		上田　浩貴		100

				個人 コジン		山道　卿英		100																		個人		上田　正人		100

				個人 コジン		山路　智		100																		個人		上田　美希		100

				個人 コジン		山村　哲也		100																		個人		上田　康陽		100

				個人 コジン		山村　靖子		100																		個人		上田　祐子		100

				個人 コジン		山室　真砂子		100																		個人		上田　洋子		100

				個人 コジン		山脇　章治		100																		個人		上田　良次		100

				個人 コジン		山脇　美香		100																		個人		上中　奈津希		100

				個人 コジン		指野　俊浩		100																		個人		上野　亜弓		100

				個人 コジン		横井　克士		100																		個人		上野　明美		100

				個人 コジン		横井　哲郎		100																		個人		上野　薫		100

				個人 コジン		横尾　将司		100																		個人		上野　智沙代		100

				個人 コジン		横澤　容子		100																		個人		上野　眞二		100

				個人 コジン		横田　文昭		100																		個人		上野　真由美		100

				個人 コジン		横野　啓一		100																		個人		上野　雅弘		100

				個人 コジン		横山　茂樹		100																		個人		上野　光太郎		100

				個人 コジン		横山　尚平		100																		個人		上野　和彦		100

				個人 コジン		横山　翔一		100																		個人		上原　雄大		100

				個人 コジン		横山　彰裕		100																		個人		上原　邦仁		100

				個人 コジン		横山　竜介		100																		個人		上原　良賢		100

				個人 コジン		横山　芳幸		100																		個人		上原　和仁		100

				個人 コジン		吉井　隆彦		100																		個人		上村　欣司		100

				個人 コジン		吉尾　雅美		100																		個人		上村　健		100

				個人 コジン		吉岡　隆		100																		個人		上村　耕平		100

				個人 コジン		吉岡　拓治		100																		個人		上村　菜々子		100

				個人 コジン		吉岡　洋二		100																		個人		上村　晋平		100

				個人 コジン		吉川　大貴		100																		個人		上村　哲也		100

				個人 コジン		吉川　貴之		100																		個人		上村　道弘		100

				個人 コジン		吉川　靖邦		100																		個人		上村　泰生		100

				個人 コジン		吉澤　満治		100																		個人		上森　加奈子		100

				個人 コジン		吉澤　康夫		100																		個人		上山　三智子		100

				個人 コジン		吉澤　良実		100																		個人		上山　裕史		100

				個人 コジン		吉田　一男		100																		個人		植木　絵里		100

				個人 コジン		吉田　嘉一		100																		個人		植木　勲		100

				個人 コジン		吉田　学志		100																		個人		植木　宏輔		100

				個人 コジン		吉田　賢司		100																		個人		植田　貴彦		100

				個人 コジン		吉田　幸一		100																		個人		植田　貴裕		100

				個人 コジン		吉田　淳之		100																		個人		植田　慎也		100

				個人 コジン		吉田　拓司		100																		個人		植竹　文哉		100

				個人 コジン		吉田　俊一		100																		個人		植西　祐		100

				個人 コジン		吉田　智		100																		個人		植村　正樹		100

				個人 コジン		吉田　智彦		100																		個人		植村　優		100

				個人 コジン		吉田　直樹		100																		個人		浮田　泰秀		100

				個人 コジン		吉田　直子		100																		個人		臼田　アン		100

				個人 コジン		吉田　典義		100																		個人		臼田　健太郎		100

				個人 コジン		吉田　昌弘		100																		個人		内海　賢司		100

				個人 コジン		吉田　昌美		100																		個人		内海　仙		100

				個人 コジン		吉田　美保子		100																		個人		内田　大輔		100

				個人 コジン		吉田　満彦		100																		個人		内田　貴		100

				個人 コジン		吉田　稔		100																		個人		内田　啓智		100

				個人 コジン		吉田　陽一		100																		個人		内田　晃司		100

				個人 コジン		吉田　好惠		100																		個人		内田　千恵子		100

				個人 コジン		吉竹　茂利		100																		個人		内田　聡		100

				個人 コジン		吉富　康幸		100																		個人		内田　卓妙		100

				個人 コジン		吉永　栄子		100																		個人		内田　陽子		100

				個人 コジン		吉永　鈴美		100																		個人		内田　朗久郎		100

				個人 コジン		吉永　誠		100																		個人		内谷　友厘英		100

				個人 コジン		吉野　賢治		100																		個人		内藤　幸治		100

				個人 コジン		吉野　悟		100																		個人		内藤　渉		100

				個人 コジン		吉野　友貴		100																		個人		内藤　友梨		100

				個人 コジン		吉野　由美		100																		個人		内藤　真理子		100

				個人 コジン		吉本　直樹		100																		個人		内藤　裕之		100

				個人 コジン		吉見　雄三		100																		個人		内山　明		100

				個人 コジン		吉見　浩子		100																		個人		内山　明彦		100

				個人 コジン		吉村　俊一		100																		個人		内山　香奈子		100

				個人 コジン		芳谷　英俊		100																		個人		内山　誠		100

				個人 コジン		依田　寛		100																		個人		内山　正幸		100

				個人 コジン		樂満　眞知子		100																		個人		打田　博之		100

				個人 コジン		李　徳韶		100																		個人		海谷　清治		100

				個人 コジン		劉　憲明		100																		個人		海野　英輔		100

				個人 コジン		和泉　惠三		100																		個人		海野　操		100

				個人 コジン		和泉川　美代子		100																		個人		海野　和美		100

				個人 コジン		和里　博保		100																		個人		梅内　隆行		100

				個人 コジン		和田　享		100																		個人		梅澤　幸夫		100

				個人 コジン		和田　幸三		100																		個人		梅澤　典子		100

				個人 コジン		和田　迅		100																		個人		梅原　健一		100

				個人 コジン		和田　進		100																		個人		梅原　卓郎		100

				個人 コジン		和田　晴美		100																		個人		梅村　晋一		100

				個人 コジン		若井　篤		100																		個人		卜部　和子		100

				個人 コジン		若木　輝彦		100																		個人		浦上　和之		100

				個人 コジン		若林　一之		100																		個人		浦川　悦子		100

				個人 コジン		若林　琢哉		100																		個人		浦木　恵子		100

				個人 コジン		若松　加代子		100																		個人		浦野　真澄		100

				個人 コジン		若松　美佐		100																		個人		瓜生　豊英		100

				個人 コジン		脇　政雄		100																		個人		瓜生田　昇		100

				個人 コジン		脇坂　弘暢		100																		個人		漆畑　夏奈子		100

				個人 コジン		涌井　洋子		100																		個人		漆原　彰紀		100

				個人 コジン		鷲見　一郎		100																		個人		漆原　光		100

				個人 コジン		渡　祐貴		100																		個人		江川　正夫		100

				個人 コジン		渡久地　政樹		100																		個人		江口　知行		100

				個人 コジン		渡部　誠		100																		個人		江口　正次郎		100

				個人 コジン		渡部　尊		100																		個人		江口　勇介		100

				個人 コジン		渡部　眞由美		100																		個人		江熊　祐二		100

				個人 コジン		渡邉　郁代		100																		個人		江波戸　香奈子		100

				個人 コジン		渡辺　一宏		100																		個人		江端　秋幸		100

				個人 コジン		渡邉　大洋		100																		個人		江橋　智大		100

				個人 コジン		渡辺　興三		100																		個人		江原　裕美		100

				個人 コジン		渡邊　希男		100																		個人		江藤　慎治		100

				個人 コジン		渡辺　恭充		100																		個人		江藤　光紀		100

				個人 コジン		渡辺　賢		100																		個人		江間　千代		100

				個人 コジン		渡邉　孔太		100																		個人		江間　稔樹		100

				個人 コジン		渡辺　聡		100																		個人		江盛　博典		100

				個人 コジン		渡辺　岳		100																		個人		榎　優一		100

				個人 コジン		渡邉　竜也		100																		個人		榎田　裕久		100

				個人 コジン		渡辺　民江		100																		個人		榎本　英明		100

				個人 コジン		渡辺　俊明		100																		個人		榎本　翔		100

				個人 コジン		渡邉　秀明		100																		個人		榎本　涼		100

				個人 コジン		渡辺　正巳		100																		個人		遠田　光志		100

				個人 コジン		渡邉　保昌		100																		個人		遠藤　麻美		100

				個人 コジン		渡邊　裕美		100																		個人		遠藤　健		100

				個人 コジン		渡辺　洋人		100																		個人		遠藤　誠		100

				個人 コジン		渡邊　亮		100																		個人		遠藤　聡		100

				個人 コジン		綿引　幸弘		100																		個人		遠藤　哲也		100

				個人 コジン		亘理　文夫		100																		個人		遠藤　利恵		100

				個人 コジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100																		個人		遠藤　智絵		100

				個人 コジン		ＰＡＲＫ　ＳＵＮＪＵＮＧ		100																		個人		遠藤　三郎		100

				個人 コジン		千葉　祥子		11																		個人		遠藤　光将		100

				個人 コジン		亀井　文夫		10																		個人		遠藤　ゆかり		100

				個人 コジン		根岸　伸明		10																		個人		遠藤　洋子		100

				個人 コジン		植原　暢哉		8																		個人		遠峰　雅人		100

				個人 コジン		澁谷　恵宜		8																		個人		遠山　英明		100

				個人 コジン		若松　義男		8																		個人		尾家　邦之		100

				個人 コジン		宇賀神　稔		5																		個人		尾形　真由美		100

				個人 コジン		川端　義光		5																		個人		尾崎　伸敏		100

				個人 コジン		原　泰之		5																		個人		尾崎　千紗		100

				個人 コジン		森岡　茂		4																		個人		尾崎　聡子		100

				個人 コジン		伊藤　高広		3																		個人		尾崎　直幸		100

				個人 コジン		加藤　真由美		3																		個人		尾崎　信介		100

				個人 コジン		三村　晃平		2																		個人		尾崎　眞由美		100

				個人 コジン		後藤　英文		1																		個人		尾定　紗貴		100

				個人 コジン		寺尾　雅子		1																		個人		尾花　勲		100

				個人 コジン		中井　健二		1																		個人		尾鼻　裕朗		100

				個人 コジン		湯原　悠太		1																		個人		尾原　義則		100

				個人 コジン		平野　尚久		10,000																		個人		尾山　徹		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300																		個人		緒方　啓介		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000																		個人		緒方　豪人		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900																		個人		緒方　稔		100

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社ベクトル		70,000																		個人		織田　光晴		100

				VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600																		個人		追分　満		100

				VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400																		個人		王　俊傑		100

				個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		26,200																		個人		王生　紀子		100

				個人 コジン		ＰＬＯＧＥＲＴ　ＮＩＣＯＬＡＳ		20,000																		個人		大井　雄吾		100

				個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000																		個人		大井　弘恵		100

				VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000																		個人		大井　美佐子		100

				個人 コジン		大塚　至高		266,600																		個人		大井　靖子		100

				法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		51,800																		個人		大家　嘉		100

				法人 ホウジン		株式会社オウケイウェイヴ		15,000																		個人		大石　雄己		100

				法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000																		個人		大石　晃裕		100

				個人 コジン		服部　茂夫		15,000																		個人		大石　誠		100

				個人 コジン		山城　祐也		10,500																		個人		大石　浩三		100

				個人 コジン		松永　良輔		9,000																		個人		大泉　優子		100

				個人 コジン		石津　知英子		8,000																		個人		大内　清		100

				個人 コジン		花田　啓陽		1,000																		個人		大内　輝子		100

				法人 ホウジン		株式会社森本本店		35,000																		個人		大内　裕基		100

				法人 ホウジン		株式会社あおい書店		12,000																		個人		大浦　菜都紀		100

				法人 ホウジン		チューリップみのや株式会社		10,000																		個人		大浦　茂		100

				法人 ホウジン		ヤマト電器株式会社		10,000																		個人		大浦　善博		100

				法人 ホウジン		株式会社アモス		8,000																		個人		大浦　崇央		100

				法人 ホウジン		常盤ステンレス工業株式会社		3,500																		個人		大江　道子		100

				法人 ホウジン		株式会社フルコーポレーション		3,000																		個人		大賀　一郎		100

				法人 ホウジン		文殊院		3,000																		個人		大門　佳弘		100

				法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100																		個人		大川　晃史		100

				法人 ホウジン		愛媛シールド工業株式会社		2,000																		個人		大川　正廣		100

				法人 ホウジン		株式会社Ａｌｅｘ　ｐａｒｔｎｅｒｓ		2,000																		個人		大川　みほ		100

				法人 ホウジン		株式会社空		2,000																		個人		大川　由美子		100

				法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		2,000																		個人		大河内　一憲		100

				法人 ホウジン		飯田水産株式会社		1,500																		個人		大貫　雅美		100

				法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500																		個人		大木　茂		100

				法人 ホウジン		Ｄｏ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社		1,500																		個人		大木　浩		100

				法人 ホウジン		株式会社テクノインベストメント		1,300																		個人		大木　義仁		100

				法人 ホウジン		株式会社フジデン		1,200																		個人		大喜多　亮		100

				法人 ホウジン		ＡＩホールディングス株式会社		1,000																		個人		大久保　俊彦		100

				法人 ホウジン		株式会社ＮＳＩ		1,000																		個人		大久保　智之		100

				法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000																		個人		大國護　慧		100

				法人 ホウジン		オプトテック有限会社		1,000																		個人		大窪　剛宏		100

				法人 ホウジン		株式会社大阪住宅		1,000																		個人		大熊　富美子		100

				法人 ホウジン		合名会社大政商店		1,000																		個人		大越　百合枝		100

				法人 ホウジン		壽光寺		1,000																		個人		大越　泰子		100

				法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000																		個人		大坂　隆征		100

				法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000																		個人		大阪谷　明美		100

				法人 ホウジン		有限会社関根企画社		1,000																		個人		大崎　浩		100

				法人 ホウジン		平林建設株式会社		1,000																		個人		大迫　涼太		100

				法人 ホウジン		向陽建設株式会社		1,000																		個人		大澤　勝正		100

				法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900																		個人		大澤　幸也		100

				法人 ホウジン		有限会社イッコー		500																		個人		大澤　治亮		100

				法人 ホウジン		有限会社マイテイ・ストアーおかもと		500																		個人		大澤　俊		100

				法人 ホウジン		株式会社良栄		500																		個人		大澤　由人		100

				法人 ホウジン		株式会社アップツール		300																		個人		大澤　理恵子		100

				法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300																		個人		大澤　了		100

				法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300																		個人		大鹿　志奈		100

				法人 ホウジン		エスワイエス合同会社		300																		個人		大島　千明		100

				法人 ホウジン		株式会社シルバーアイ		300																		個人		大島　康臣		100

				法人 ホウジン		林電気株式会社		300																		個人		大下　航輝		100

				法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		200																		個人		大城　正哉		100

				法人 ホウジン		株式会社共栄テクノ		200																		個人		大城　悠人		100

				法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200																		個人		大隅　悠司		100

				法人 ホウジン		日本電通株式会社		200																		個人		大隅　芳枝		100

				法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200																		個人		太田　明子		100

				法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100																		個人		太田　久仁子		100

				法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100																		個人		太田　隆裕		100

				法人 ホウジン		株式会社イチヤ		100																		個人		太田　匡		100

				法人 ホウジン		有限会社伊勢浪商店		100																		個人		大田　哲也		100

				法人 ホウジン		株式会社オーエイチケー		100																		個人		太田　博		100

				法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100																		個人		太田　三枝子		100

				法人 ホウジン		株式会社国中環境開発		100																		個人		太田　靖人		100

				法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100																		個人		太田　和英		100

				法人 ホウジン		株式会社サムズアップ		100																		個人		大竹　克宜		100

				法人 ホウジン		さくらフォレスト株式会社		100																		個人		大谷　昇		100

				法人 ホウジン		株式会社さくらやま地所		100																		個人		大地　潤一		100

				法人 ホウジン		株式会社シーブリーズ・コンサルティング		100																		個人		大地　義治		100

				法人 ホウジン		株式会社Ｇａｉａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ		100																		個人		大津　圭吾		100

				法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100																		個人		大津　健一		100

				法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100																		個人		大塚　克己		100

				法人 ホウジン		株式会社中央トラフィック・システム		100																		個人		大塚　健司		100

				法人 ホウジン		株式会社ＢｙｒｏｎＧｒａｐｈｉｃｓ		100																		個人		大塚　滋		100

				法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100																		個人		大塚　重希		100

				法人 ホウジン		藤島株式会社		100																		個人		大塚　純		100

				法人 ホウジン		合同会社前田商店		100																		個人		大塚　祥一		100

				法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100																		個人		大塚　崇史		100

				法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100																		個人		大塚　致雅子		100

				個人 コジン		森川　和正		100,000																		個人		大塚　博司		100

				個人 コジン		渡邉　力英		100,000																		個人		大塚　浩美		100

				個人 コジン		株式会社シャンディガフ		34,000																		個人		大塚　妙		100

				個人 コジン		野村　壮太郎		30,000																		個人		大槻　成		100

				個人 コジン		山岸　健太郎		20,000																		個人		大坪　督政		100

				個人 コジン		中川　陽		15,000																		個人		大友　由臣		100

				個人 コジン		山本　功		15,000																		個人		大西　隆昭		100

				個人 コジン		藤岡　慎也		12,000																		個人		大西　浩司		100

				個人 コジン		渡辺　啓		9,000																		個人		大西　眞博		100

				個人 コジン		田中　由起子		5,000																		個人		大西　洋介		100

				個人 コジン		林　倹一		5,000																		個人		大庭　栞		100

				個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900																		個人		大庭　行正		100

				個人 コジン		内　千恵		1,400																		個人		大沼田　靖之		100

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000																		個人		大野　雄輔		100

				役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000																		個人		大野　克明		100

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000																		個人		大野　勝利		100

				役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		15,000																		個人		大野　貴光		100

				役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000																		個人		大野　孝久		100

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000																		個人		大野　長良		100

								12,977,900																		個人		大野　浩一		100

																										個人		大野　裕哉		100

																										個人		大羽　友希子		100

																										個人		大場　賢一		100

																										個人		大場　誠也		100

																										個人		大塲　保之		100

																										個人		大橋　亜弥子		100

																										個人		大橋　麻実		100

																										個人		大橋　絵理子		100

																										個人		大橋　永志		100

																										個人		大橋　昌史		100

																										個人		大橋　康平		100

																										個人		大畑　晴香		100

																										個人		大林　公代		100

																										個人		大林　友希子		100

																										個人		大本　高志		100

																										個人		大松　雄次		100

																										個人		大溝　純		100

						小計（法人でない団体）																				個人		大村　啓介		100

																										個人		大村　弘文		100

																										個人		大桃　公樹		100

																										個人		大森　一賢		100

																										個人		大森　隆志		100

																										個人		大森　利明		100

																										個人		大森　文雄		100

																										個人		大森　裕子		100

																										個人		大山　典子		100

																										個人		大山　和幸		100

																										個人		太郎丸　悦章		100

																										個人		大和田　邦明		100

																										個人		大和田　真		100

																										個人		岡　紀彦		100

																										個人		岡崎　顯成		100

																										個人		岡崎　俊二		100

																										個人		岡崎　豊		100

																										個人		岡澤　輝幸		100

																										個人		岡島　健		100

						小計（証券会社　　　）																				個人		岡田　慧美		100

																										個人		岡田　英幸		100

																										個人		岡田　勝利		100

																										個人		岡田　清		100

																										個人		岡田　耕一郎		100

																										個人		岡田　慎也		100

																										個人		岡田　整治		100

																										個人		岡田　たか子		100

																										個人		岡田　武		100

																										個人		岡田　禎子		100

																										個人		岡田　朋子		100

																										個人		岡田　宏		100

																										個人		岡田　雅恵		100

																										個人		岡田　雅文		100

																										個人		岡田　美秀子		100

																										個人		岡田　光浩		100

																										個人		岡田　裕明		100

																										個人		岡野　直臣		100

																										個人		岡野　秀人		100

						小計（証券金融　　　）																				個人		岡野　光孝		100

																										個人		岡橋　智也		100

																										個人		岡部　壮真		100

																										個人		岡部　達夫		100

																										個人		岡本　茜		100

																										個人		岡本　明憲		100

																										個人		岡本　明博		100

																										個人		岡本　恵理子		100

																										個人		岡本　薫		100

																										個人		岡本　貴彦		100

																										個人		岡本　紗江		100

																										個人		岡本　慎悟		100

																										個人		岡本　辰徳		100

																										個人		岡本　朋子		100

																										個人		岡本　智晴		100

																										個人		岡本　豊		100

																										個人		岡本　昌樹		100

																										個人		岡本　充史		100

																										個人		岡本　裕也		100

						小計（信託銀行　　　）																				個人		岡峰　聡一		100

																										個人		岡村　一徳		100

																										個人		岡村　謙太郎		100

																										個人		岡村　彩乃		100

																										個人		岡村　千春		100

																										個人		岡村　直樹		100

																										個人		岡村　直人		100

																										個人		岡森　健太		100

																										個人		岡安　亮		100

																										個人		岡山　金平		100

																										個人		岡山　拓人		100

																										個人		沖石　直也		100

																										個人		沖津　亜由美		100

																										個人		沖山　豊		100

																										個人		荻野　真理		100

																										個人		荻野　朗		100

																										個人		荻原　柊羽		100

																										個人		置田　豊		100

																										個人		奥　大樹		100

						小計（一般法人　　　）																				個人		奥　和也		100

																										個人		奥井　章文		100

																										個人		奥居　純子		100

																										個人		奥田　豊		100

																										個人		奥田　直哉		100

																										個人		奥田　昌弘		100

																										個人		奥谷　正宏		100

																										個人		奥峪　一夫		100

																										個人		奥野　啓太		100

																										個人		奥平　茂美		100

																										個人		奥藤　亨		100

																										個人		奥本　雅之		100

																										個人		奥村　慎亮		100

																										個人		奥村　節子		100

																										個人		奥村　辰八		100

																										個人		奥村　康紀		100

																										個人		奥山　裕史		100

																										個人		桶作　敏之		100

																										個人		落合　樹一		100

						小計（非居住外国法人）																				個人		落合　正啓		100

																										個人		落部　厚志		100

																										個人		鬼頭　暁美		100

																										個人		鬼頭　伸彰		100

																										個人		鬼頭　宏		100

																										個人		折茂　尊		100

																										個人		折原　悠斗		100

																										個人		加賀谷　一正		100

																										個人		加苅　秀樹		100

																										個人		加川　巧太		100

																										個人		加島　晴景		100

																										個人		加瀬　宏		100

																										個人		加納　千織		100

																										個人		加福　宗徳		100

																										個人		加藤　茜		100

																										個人		加藤　雄太		100

																										個人		加藤　大		100

																										個人		加藤　太一		100

																										個人		加藤　大樹		100

						小計（非居住外国人　）																				個人		加藤　亨		100

																										個人		加藤　慶子		100

																										個人		加藤　健斗		100

																										個人		加藤　孝祐		100

																										個人		加藤　史人		100

																										個人		加藤　周平		100

																										個人		加藤　修		100

																										個人		加藤　慎也		100

																										個人		加藤　誠		100

																										個人		加藤　誠		100

																										個人		加藤　拓真		100

																										個人		加藤　知佐子		100

																										個人		加藤　稚菜		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　敏子		100

																										個人		加藤　直也		100

																										個人		加藤　博信		100

						小計（非居住邦人　　）																				個人		加藤　文彦		100

																										個人		加藤　奉子		100

																										個人		加藤　真吾		100

																										個人		加藤　真史		100

																										個人		加藤　真由美		100

																										個人		加藤　正智		100

																										個人		加藤　美奈子		100

																										個人		加藤　ゆみ子		100

																										個人		加藤　勇樹		100

																										個人		加藤　誉枝大		100

																										個人		加藤　洋		100

																										個人		加藤　諒		100

																										個人		加行　孝之		100

																										個人		香島　雄一郎		100

																										個人		賀集　亮太		100

																										個人		嘉祥寺　麻実		100

																										個人		嘉藤　裕一		100

																										個人		柿田　剛志		100

																										個人		柿沼　貴広		100

						小計（居住外国人　　）																				個人		柿沼　直樹		100

																										個人		柿葉　大地		100

																										個人		柿原　諒		100

																										個人		蔭西　知子		100

																										個人		笠井　亜希子		100

																										個人		笠井　里紗		100

																										個人		笠井　里帆		100

																										個人		笠井　肇		100

																										個人		笠井　涼馬		100

																										個人		笠野　幹人		100

																										個人		笠原　綾乃		100

																										個人		笠原　一仁		100

																										個人		笠原　秀喜		100

																										個人		笠原　浩司		100

																										個人		笠原　真実		100

																										個人		笠原　務		100

																										個人		柏　照太郎		100

																										個人		柏原　信也		100

																										個人		栢原　正純		100

						合計																				個人		柁原　玲奈		100

																										個人		梶田　真人		100

																										個人		梶野　雅之		100

																										個人		梶原　恒明		100

																										個人		梶村　恵子		100

																										個人		楫　喜博		100

																										個人		樫原　孝之		100

																										個人		樫村　尚		100

																										個人		樫村　宗人		100

																										個人		樫村　ちひろ		100

																										個人		樫村　博		100

																										個人		樫村　和香		100

																										個人		糟谷　佐保里		100

																										個人		糟谷　隆		100

																										個人		片岡　修		100

																										個人		片岡　昌樹		100

																										個人		片岡　光夫		100

																										個人		片桐　幸代		100

																										個人		片桐　良明		100

																										個人		片平　信行		100

																										個人		片山　勝博		100

																										個人		片山　邦秀		100

																										個人		片山　善和		100

																										個人		片山　俊一		100

																										個人		片山　朋子		100

																										個人		片山　松之		100

																										個人		片山　裕史		100

																										個人		形谷　和則		100

																										個人		形野　元彦		100

																										個人		勝井　寿一		100

																										個人		勝俣　文秋		100

																										個人		門田　侑也		100

																										個人		門奈　由記		100

																										個人		門藤　正樹		100

																										個人		門脇　宏		100

																										個人		門脇　亮太		100

																										個人		蟹江　吉弘		100

																										個人		金　月仙		100

																										個人		金　雅子		100

																										個人		金井　郁雄		100

																										個人		金井　拓也		100

																										個人		金井　弘幸		100

																										個人		金岡　京平		100

																										個人		金岡　秀之		100

																										個人		金岡　真央		100

																										個人		金岡　保彦		100

																										個人		金子　愛		100

																										個人		金子　健		100

																										個人		金子　琴鶴栄		100

																										個人		金子　順子		100

																										個人		金子　仁		100

																										個人		金子　誠哉		100

																										個人		金子　高尚		100

																										個人		金子　富久栄		100

																										個人		金子　真弓		100

																										個人		金子　政弘		100

																										個人		金子　桃香		100

																										個人		金子　和彦		100

																										個人		金澤　訓		100

																										個人		金沢　建鉄		100

																										個人		金澤　安彦		100

																										個人		金須　幸広		100

																										個人		金野　光成		100

																										個人		金野　和		100

																										個人		金平　浩一		100

																										個人		金丸　茂男		100

																										個人		金丸　弓月		100

																										個人		金光　啓佑		100

																										個人		金村　聖浩		100

																										個人		金森　恭子		100

																										個人		金森　尚弘		100

																										個人		金山　紘明		100

																										個人		兼子　明		100

																										個人		兼田　充		100

																										個人		兼松　佐知子		100

																										個人		釜木　悦子		100

																										個人		蒲原　譲司		100

																										個人		鎌田　啓次		100

																										個人		鎌田　幸男		100

																										個人		鎌田　雅史		100

																										個人		鎌田　裕樹		100

																										個人		鎌田　亮		100

																										個人		神澤　龍二		100

																										個人		神田　聡一郎		100

																										個人		神田　和政		100

																										個人		神立　慶子		100

																										個人		神谷　綾		100

																										個人		神谷　桂佑		100

																										個人		神原　秀仁		100

																										個人		神本　恒雄		100

																										個人		神宮司　晃		100

																										個人		神山　みどり		100

																										個人		神行　国博		100

																										個人		亀井　一孝		100

																										個人		亀井　菜月		100

																										個人		亀岡　裕子		100

																										個人		亀甲　陽平		100

																										個人		亀田　亜也子		100

																										個人		亀田　雅史		100

																										個人		亀田　祐一郎		100

																										個人		亀田　由梨奈		100

																										個人		甕岡　紘幸		100

																										個人		鴨志田　崇人		100

																										個人		鴨田　隆		100

																										個人		萱野　政紀		100

																										個人		柄澤　大		100

																										個人		刈谷　英夫		100

																										個人		狩野　裕将		100

																										個人		輕部　令		100

																										個人		川井　信和		100

																										個人		川井　良介		100

																										個人		川井田　英明		100

																										個人		川上　貴敏		100

																										個人		川上　久和		100

																										個人		川上　隆三		100

																										個人		川上　芳枝		100

																										個人		川岸　完次		100

																										個人		川口　貴文		100

																										個人		川口　京子		100

																										個人		川口　圭治		100

																										個人		川口　哲史		100

																										個人		川口　扶展		100

																										個人		川口　実苗		100

																										個人		川口　充展		100

																										個人		川合　紀歌		100

																										個人		川合　崇之		100

																										個人		川越　眞紀		100

																										個人		川嵜　悦子		100

																										個人		川崎　悦郎		100

																										個人		川崎　久美子		100

																										個人		川崎　佳孝		100

																										個人		川崎　寿夫		100

																										個人		川崎　誠		100

																										個人		川崎　真由美		100

																										個人		川崎　光代		100

																										個人		川崎　優史		100

																										個人		川崎　洋		100

																										個人		川島　あかり		100

																										個人		川嶋　佳久		100

																										個人		川島　拓也		100

																										個人		川島　徹		100

																										個人		川島　智之		100

																										個人		川嶋　陽子		100

																										個人		川田　麻優子		100

																										個人		川田　伊織		100

																										個人		川田　功		100

																										個人		川田　浩文		100

																										個人		川田　陽子		100

																										個人		川瀧　利之		100

																										個人		川津　清		100

																										個人		川出　真依		100

																										個人		川中　咲希		100

																										個人		川西　諭		100

																										個人		川野　和也		100

																										個人		川端　賢彦		100

																										個人		川端　淳子		100

																										個人		川畑　明博		100

																										個人		川畑　浩一		100

																										個人		川原　みちよ		100

																										個人		川部　純男		100

																										個人		川辺　英俊		100

																										個人		川本　麻衣子		100

																										個人		川本　直樹		100

																										個人		川真田　恵子		100

																										個人		川又　義雄		100

																										個人		川俣　和博		100

																										個人		川村　拓也		100

																										個人		川村　俊彦		100

																										個人		川村　昇		100

																										個人		川村　典明		100

																										個人		河内　英人		100

																										個人		河合　克彦		100

																										個人		河合　環		100

																										個人		河合　友江		100

																										個人		河合　秀樹		100

																										個人		河合　美芽		100

																										個人		河合　柳之介		100

																										個人		河合　良治		100

																										個人		河島　省朗		100

																										個人		河田　奈美		100

																										個人		河野　幸恵		100

																										個人		河野　高志		100

																										個人		河野　博道		100

																										個人		河野　真美子		100

																										個人		河野　好統		100

																										個人		河端　則好		100

																										個人		河本　英明		100

																										個人		河邑　政彦		100

																										個人		河村　新		100

																										個人		河村　雄太		100

																										個人		河村　剛至		100

																										個人		河村　和夫		100

																										個人		乾　旭秀		100

																										個人		乾　年雄		100

																										個人		木内　英仁		100

																										個人		木内　久子		100

																										個人		木内　賢		100

																										個人		木内　幸恵		100

																										個人		木内　俊介		100

																										個人		木内　真澄		100

																										個人		木川田　千尋		100

																										個人		木坂　ますみ		100

																										個人		木島　好得		100

																										個人		木下　嘉月		100

																										個人		木下　祥吾		100

																										個人		木下　善夫		100

																										個人		木下　利之		100

																										個人		木下　智之		100

																										個人		木下　直也		100

																										個人		木下　靖啓		100

																										個人		木須　康一郎		100

																										個人		木田　節子		100

																										個人		木谷　哲夫		100

																										個人		木谷　祐之		100

																										個人		木継　まゆみ		100

																										個人		木幡　千義		100

																										個人		木原　武弘		100

																										個人		木原　優太		100

																										個人		木原　和矢		100

																										個人		木船　京子		100

																										個人		木古　明彦		100

																										個人		木本　千里		100

																										個人		木村　明子		100

																										個人		木村　敦浩		100

																										個人		木村　逸郎		100

																										個人		木村　紀之		100

																										個人		木村　啓一		100

																										個人		木村　賢二郎		100

																										個人		木村　護		100

																										個人		木村　尚貴		100

																										個人		木村　晋哉		100

																										個人		木村　成暁		100

																										個人		木村　泰樹		100

																										個人		木村　和弘		100

																										個人		木元　雄一朗		100

																										個人		枳穀　美佐子		100

																										個人		黄瀬　恵美子		100

																										個人		喜瀬　佑貴		100

																										個人		喜多　竜介		100

																										個人		喜羽　宏明		100

																										個人		喜良　美都里		100

																										個人		樹下　隼人		100

																										個人		菊池　健一		100

																										個人		菊池　修平		100

																										個人		菊池　淳		100

																										個人		菊池　裕二		100

																										個人		菊地　孝行		100

																										個人		菊地　智史		100

																										個人		菊地　祐真		100

																										個人		菊地　優希		100

																										個人		菊本　美江		100

																										個人		菊村　武		100

																										個人		岸　和孝		100

																										個人		岸下　昇平		100

																										個人		岸田　節子		100

																										個人		岸田　稔子		100

																										個人		岸野　聡		100

																										個人		岸和田　哲		100

																										個人		北浦　康次		100

																										個人		北川　淳一		100

																										個人		北川　智子		100

																										個人		北川　浩明		100

																										個人		北川　正弘		100

																										個人		北川　雅典		100

																										個人		北川　誉人		100

																										個人		北口　穂乃美		100

																										個人		北澤　涼介		100

																										個人		北島　靖久		100

																										個人		北田　昌宏		100

																										個人		北谷　嘉伸		100

																										個人		北野　伊知郎		100

																										個人		北林　勝義		100

																										個人		北原　一也		100

																										個人		北原　里香		100

																										個人		北原　真行		100

																										個人		北原　悠平		100

																										個人		北村　金雄		100

																										個人		北村　基成		100

																										個人		北村　隆		100

																										個人		北村　隆幸		100

																										個人		北村　秀樹		100

																										個人		北村　昌大		100

																										個人		北守　久美子		100

																										個人		絹川　耕二		100

																										個人		君島　宜己		100

																										個人		清　一哲		100

																										個人		清田　祥平		100

																										個人		清田　俊介		100

																										個人		清武　三千子		100

																										個人		清塚　勝		100

																										個人		清水　敦夫		100

																										個人		清水　一静		100

																										個人		清水　一博		100

																										個人		清水　雄樹		100

																										個人		清水　学		100

																										個人		清水　喜久子		100

																										個人		清水　孝彰		100

																										個人		清水　晃汰		100

																										個人		清水　栄治		100

																										個人		清水　栄伸		100

																										個人		清水　茂勇		100

																										個人		清水　隆行		100

																										個人		清水　鉄也		100

																										個人		清水　利憲		100

																										個人		清水　智裕		100

																										個人		清水　豊晴		100

																										個人		清水　秀男		100

																										個人		清水　弘也		100

																										個人		清水　幹也		100

																										個人		清水　康司		100

																										個人		清水　康成		100

																										個人		清水　祐二		100

																										個人		清水　優子		100

																										個人		清水　良一		100

																										個人		清水　理史		100

																										個人		清水　和広		100

																										個人		切明　貴宏		100

																										個人		桐原　さわ子		100

																										個人		桐原　理		100

																										個人		九鬼　大樹		100

																										個人		久代　康夫		100

																										個人		久次米　正博		100

																										個人		久常　健太郎		100

																										個人		久斗　佐智子		100

																										個人		久冨　佳恵		100

																										個人		久野　友裕		100

																										個人		久場　良太		100

																										個人		久本　晃三		100

																										個人		久安　浩文		100

																										個人		久保　克人		100

																										個人		久保　久仁男		100

																										個人		久保　哲司		100

																										個人		久保　信雄		100

																										個人		久保　秀明		100

																										個人		久保　美次		100

																										個人		久保　裕則		100

																										個人		久保田　厚美		100

																										個人		久保田　一冴		100

																										個人		久保田　雄介		100

																										個人		久保田　加津子		100

																										個人		久保田　旬		100

																										個人		久保田　直樹		100

																										個人		久保田　雪美		100

																										個人		久保田　陽亮		100

																										個人		久保田　芳宏		100

																										個人		久保田　涼奈		100

																										個人		工藤　啓太		100

																										個人		工藤　啓嗣		100

																										個人		工藤　健介		100

																										個人		工藤　孔毅		100

																										個人		工藤　晃		100

																										個人		工藤　浩睦		100

																										個人		工藤　文		100

																										個人		工藤　望絵		100

																										個人		草野　功		100

																										個人		鯨岡　洋		100

																										個人		葛西　友樹		100

																										個人		楠　時恵		100

																										個人		楠　芳男		100

																										個人		楠原　潤也		100

																										個人		口地　崇之		100

																										個人		朽名　和成		100

																										個人		國柄　努		100

																										個人		国司　侑吾		100

																										個人		國友　誠人		100

																										個人		國場　大貴		100

																										個人		國廣　瑞樹		100

																										個人		國分　友貴		100

																										個人		椚原　隆		100

																										個人		窪津　保治		100

																										個人		窪野　秀美		100

																										個人		隈河　努志		100

																										個人		隈部　淳子		100

																										個人		隈部　絢子		100

																										個人		熊木　正幸		100

																										個人		熊崎　悟		100

																										個人		熊谷　精		100

																										個人		熊野　諭美		100

																										個人		粂　武		100

																										個人		倉　浩二		100

																										個人		倉井　健		100

																										個人		倉上　正義		100

																										個人		倉田　敏郎		100

																										個人		倉田　泰樹		100

																										個人		倉橋　敬		100

																										個人		倉本　勤也		100

																										個人		倉持　京子		100

																										個人		倉持　繁雄		100

																										個人		蔵薗　俊明		100

																										個人		蔵所　一彦		100

																										個人		栗崎　美嘉		100

																										個人		栗島　大輔		100

																										個人		栗嶋　慎一		100

																										個人		栗栖　悠起		100

																										個人		栗田　瞬		100

																										個人		栗林　孝行		100

																										個人		栗林　由人		100

																										個人		栗原　久美子		100

																										個人		栗原　健次		100

																										個人		栗原　茂喜		100

																										個人		栗原　裕子		100

																										個人		栗又　孝徳		100

																										個人		栗山　幹夫		100

																										個人		来栖　茂		100

																										個人		来住野　文雄		100

																										個人		来山　定寿		100

																										個人		車谷　瞳		100

																										個人		榑松　純一		100

																										個人		黒岩　ゆかり		100

																										個人		黒金　栄子		100

																										個人		黒川　綾子		100

																										個人		黒川　美恵子		100

																										個人		黒川　由佳		100

																										個人		黒木　洋一		100

																										個人		黒坂　英樹		100

																										個人		黒崎　裕行		100

																										個人		黒崎　凌馬		100

																										個人		黒澤　千晴		100

																										個人		黒住　宰		100

																										個人		黒田　幸浩		100

																										個人		黒田　知彦		100

																										個人		黒田　俊行		100

																										個人		黒田　智生		100

																										個人		黒沼　史宜		100

																										個人		黒部　拓也		100

																										個人		桑内　和人		100

																										個人		桑木　一成		100

																										個人		桑島　麿加		100

																										個人		桑田　香子		100

																										個人		桑田　利光		100

																										個人		桑田　芳子		100

																										個人		桑名　佳明		100

																										個人		桑原　喜之		100

																										個人		桑原　敏一		100

																										個人		桑原　殿		100

																										個人		桑原　正史		100

																										個人		桑山　明美		100

																										個人		桑山　敦司		100

																										個人		鍬田　康平		100

																										個人		毛利　司		100

																										個人		毛呂　優太		100

																										個人		權田　広樹		100

																										個人		小池　恵		100

																										個人		小池　英人		100

																										個人		小池　仁洋		100

																										個人		小池　宏樹		100

																										個人		小池　芳夫		100

																										個人		小石　隆子		100

																										個人		小石　好美		100

																										個人		小泉　親彦		100

																										個人		小泉　紀子		100

																										個人		小泉　沙織		100

																										個人		小泉　俊次		100

																										個人		小板　英男		100

																										個人		小浦方　直人		100

																										個人		小尾　美穂		100

																										個人		小笠原　真歩		100

																										個人		小笠原　雅人		100

																										個人		小方　陽介		100

																										個人		小川　有貴		100

																										個人		小川　海渡		100

																										個人		小川　勤		100

																										個人		小川　利希也		100

																										個人		小川　俊雄		100

																										個人		小川　正則		100

																										個人		小川　正範		100

																										個人		小川　ミヨ子		100

																										個人		小川　美貴		100

																										個人		小川　祐樹		100

																										個人		小河　香織		100

																										個人		小木曽　健太朗		100

																										個人		小木曽　広美		100

																										個人		小清水　栄治		100

																										個人		小久江　一郎		100

																										個人		小口　亜里紗		100

																										個人		小口　秀仁		100

																										個人		小倉　規彰		100

																										個人		小倉　浩則		100

																										個人		小倉　優太		100

																										個人		小栗　道秋		100

																										個人		小坂　一也		100

																										個人		小坂　等		100

																										個人		小坂　由美子		100

																										個人		小崎　三鶴		100

																										個人		小笹　史登		100

																										個人		小澤　恭子		100

																										個人		小澤　節子		100

																										個人		小澤　武平		100

																										個人		小澤　玲		100

																										個人		小椎葉　竜太		100

																										個人		小島　孝俊		100

																										個人		小島　純		100

																										個人		小島　幹也		100

																										個人		小嶋　祐史		100

																										個人		小島　裕史		100

																										個人		小城　直子		100

																										個人		小菅　直人		100

																										個人		小瀬谷　光夫		100

																										個人		小関　学		100

																										個人		小関　里奈		100

																										個人		小田　悦子		100

																										個人		小田　大貴		100

																										個人		小田　敏明		100

																										個人		小田原　洋志		100

																										個人		小鷹狩　昭吾		100

																										個人		小谷　京子		100

																										個人		小谷　直道		100

																										個人		小谷　暢明		100

																										個人		小玉　哲也		100

																										個人		小積　克義		100

																										個人		小出　唯登		100

																										個人		小出　博和		100

																										個人		小寺　伸幸		100

																										個人		小鳥居　結子		100

																										個人		小鳥居　隆		100

																										個人		小中野　翔平		100

																										個人		小長井　季継		100

																										個人		小長谷　友幸		100

																										個人		小西　紀男		100

																										個人		小西　喜久夫		100

																										個人		小西　啓策		100

																										個人		小西　慶三		100

																										個人		小西　健太		100

																										個人		小西　善之		100

																										個人		小西　秀宜		100

																										個人		小西　秀彦		100

																										個人		小西　雅彦		100

																										個人		小西　美貴		100

																										個人		小西　康代		100

																										個人		小西　洋機		100

																										個人		小野　可愛		100

																										個人		小野　幸司		100

																										個人		小野　幸彦		100

																										個人		小野　敏明		100

																										個人		小野　智之		100

																										個人		小野　広之		100

																										個人		小野　泰憲		100

																										個人		小野　勇		100

																										個人		小野　玲子		100

																										個人		小野川　裕太郎		100

																										個人		小野木　巳奈		100

																										個人		小野澤　京平		100

																										個人		小野沢　龍洋		100

																										個人		小野島　久実子		100

																										個人		小野塚　岳文		100

																										個人		小野塚　昇		100

																										個人		小幡　愛子		100

																										個人		小幡　康男		100

																										個人		小林　一彦		100

																										個人		小林　慧祐		100

																										個人		小林　英之		100

																										個人		小林　英里子		100

																										個人		小林　寛		100

																										個人		小林　紀子		100

																										個人		小林　貴		100

																										個人		小林　久剛		100

																										個人		小林　佳代		100

																										個人		小林　敬佳		100

																										個人		小林　敬弘		100

																										個人		小林　栄一		100

																										個人		小林　栄二		100

																										個人		小林　繁		100

																										個人		小林　淳子		100

																										個人		小林　渉		100

																										個人		小林　千秋		100

																										個人		小林　園子		100

																										個人		小林　利七		100

																										個人		小林　豊		100

																										個人		小林　奈々		100

																										個人		小林　奈々絵		100

																										個人		小林　直美		100

																										個人		小林　信之		100

																										個人		小林　広祈		100

																										個人		小林　正和		100

																										個人		小林　美沙		100

																										個人		小林　美千代		100

																										個人		小林　勇太		100

																										個人		小林　勇人		100

																										個人		小林　洋介		100

																										個人		小林　吉隆		100

																										個人		小林　玲子		100

																										個人		小林　和宏		100

																										個人		小原　一貴		100

																										個人		小原　和裕		100

																										個人		小桧山　博		100

																										個人		小平　千尋		100

																										個人		小堀　直美		100

																										個人		小堀　義和		100

																										個人		小前　栄治		100

																										個人		小松　清		100

																										個人		小松　秀法		100

																										個人		小松　百合子		100

																										個人		小松　弘治		100

																										個人		小松原　学		100

																										個人		小豆澤　和秀		100

																										個人		小見　由美子		100

																										個人		小宮　孝文		100

																										個人		小宮山　実		100

																										個人		小椋　秀明		100

																										個人		小村　俊平		100

																										個人		小室　峰代		100

																										個人		小森　実		100

																										個人		小森　洋子		100

																										個人		小森田　怜史		100

																										個人		小柳　敬右		100

																										個人		小柳　美和子		100

																										個人		小柳　峯夫		100

																										個人		小柳　裕介		100

																										個人		小山　綾子		100

																										個人		小山　賢司		100

																										個人		小山　史朗		100

																										個人		小山　純一		100

																										個人		小山　浩史		100

																										個人		小山　真奈人		100

																										個人		小山　光雄		100

																										個人		小山　源太		100

																										個人		小山　裕貴		100

																										個人		五明　基泰		100

																										個人		五香　宏幸		100

																										個人		五木田　亘裕		100

																										個人		五十嵐　健		100

																										個人		五十嵐　健一		100

																										個人		五十嵐　淳		100

																										個人		五十嵐　卓		100

																										個人		五十嵐　利行		100

																										個人		五十嵐　晴香		100

																										個人		五月女　陽		100

																										個人		児玉　大輝		100

																										個人		兒玉　卓也		100

																										個人		児玉　哲也		100

																										個人		後藤　秋人		100

																										個人		後藤　大輔		100

																										個人		後藤　勝壽		100

																										個人		後藤　圭子		100

																										個人		後藤　壽恵		100

																										個人		後藤　純也		100

																										個人		後藤　昭		100

																										個人		後藤　紹元		100

																										個人		後藤　忠利		100

																										個人		後藤　照道		100

																										個人		後藤　正樹		100

																										個人		後藤　守男		100

																										個人		後藤　裕司		100

																										個人		後宮　信美		100

																										個人		合田　かこ		100

																										個人		合田　智恵子		100

																										個人		合田　美帆		100

																										個人		幸田　糸布		100

																										個人		幸長　弘樹		100

																										個人		幸山　法子		100

																										個人		郷古　恭平		100

																										個人		纐纈　佳世子		100

																										個人		越川　真一		100

																										個人		越田　普之		100

																										個人		越智　邦男		100

																										個人		越智　岳也		100

																										個人		駒田　公孝		100

																										個人		駒田　秀幸		100

																										個人		米　卓哉		100

																										個人		米内山　慶太		100

																										個人		米川　州紀		100

																										個人		米川　芳男		100

																										個人		米倉　拓矢		100

																										個人		米田　拓朗		100

																										個人		米田　美貴子		100

																										個人		米田　和子		100

																										個人		米丸　龍樹		100

																										個人		米光　信彦		100

																										個人		米屋　靖子		100

																										個人		近藤　雄助		100

																										個人		近藤　基		100

																										個人		近藤　基了		100

																										個人		近藤　毅		100

																										個人		近藤　慶英		100

																										個人		近藤　憲介		100

																										個人		近藤　剛		100

																										個人		近藤　佐代子		100

																										個人		近藤　祥平		100

																										個人		近藤　伸司		100

																										個人		近藤　善一		100

																										個人		近藤　宗一郎		100

																										個人		近藤　卓		100

																										個人		近藤　豊		100

																										個人		近藤　ふさへ		100

																										個人		近藤　文		100

																										個人		近藤　美喜子		100

																										個人		近藤　光夫		100

																										個人		近藤　佑星		100

																										個人		近藤　礼志		100

																										個人		佐川　純子		100

																										個人		佐川　敏幸		100

																										個人		佐川　朋也		100

																										個人		佐川　雅之		100

																										個人		佐久川　洋子		100

																										個人		佐久本　喜誠		100

																										個人		佐久間　慶		100

																										個人		佐瀬　健一		100

																										個人		佐野　明江		100

																										個人		佐野　有起		100

																										個人		佐野　賀与		100

																										個人		佐野　幸広		100

																										個人		佐野　司朗		100

																										個人		佐野　正太郎		100

																										個人		佐野　美奈		100

																										個人		佐伯　有実子		100

																										個人		佐伯　節子		100

																										個人		佐原　緑		100

																										個人		佐平　桂子		100

																										個人		佐藤　明正		100

																										個人		佐藤　麻衣子		100

																										個人		佐藤　有希子		100

																										個人		佐藤　一男		100

																										個人		佐藤　一樹		100

																										個人		佐藤　大		100

																										個人		佐藤　大輔		100

																										個人		佐藤　嘉彦		100

																										個人		佐藤　寛之		100

																										個人		佐藤　佳世		100

																										個人		佐藤　結子		100

																										個人		佐藤　健太		100

																										個人		佐藤　剛		100

																										個人		佐藤　梢		100

																										個人		佐藤　琴美		100

																										個人		佐藤　賛		100

																										個人		佐藤　詩帆		100

																										個人		佐藤　純人		100

																										個人		佐藤　伸祐		100

																										個人		佐藤　高士		100

																										個人		佐藤　崇広		100

																										個人		佐藤　辰廣		100

																										個人		佐藤　達雄		100

																										個人		佐藤　哲朗		100

																										個人		佐藤　敏幸		100

																										個人		佐藤　友宣		100

																										個人		佐藤　直		100

																										個人		佐藤　直也		100

																										個人		佐藤　範久		100

																										個人		佐藤　ひとみ		100

																										個人		佐藤　秀憲		100

																										個人		佐藤　広		100

																										個人		佐藤　浩一		100

																										個人		佐藤　浩子		100

																										個人		佐藤　浩二		100

																										個人		佐藤　雅俊		100

																										個人		佐藤　美恵		100

																										個人		佐藤　道子		100

																										個人		佐藤　光子		100

																										個人		佐藤　佑紀		100

																										個人		佐藤　由美子		100

																										個人		佐藤　好亮		100

																										個人		佐藤　芳雄		100

																										個人		佐藤　亮一		100

																										個人		佐藤　凜		100

																										個人		佐藤　廉		100

																										個人		佐藤　和久		100

																										個人		佐渡山　安信		100

																										個人		佐々木　相生		100

																										個人		佐々木　一成		100

																										個人		佐々木　克行		100

																										個人		佐々木　基充		100

																										個人		佐々木　健次		100

																										個人		佐々木　晃		100

																										個人		佐々木　視行		100

																										個人		佐々木　武弘		100

																										個人		佐々木　歩		100

																										個人		佐々木　真		100

																										個人		佐々木　良輔		100

																										個人		斉藤　あおい		100

																										個人		斎藤　新吾		100

																										個人		齋藤　大哉		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　寛起		100

																										個人		斎藤　孝		100

																										個人		斎藤　幸子		100

																										個人		齊藤　尚		100

																										個人		齋藤　祥子		100

																										個人		齊藤　彰久		100

																										個人		齋藤　慎一郎		100

																										個人		斎藤　千春		100

																										個人		斉藤　司		100

																										個人		齋藤　透		100

																										個人		齊藤　友紀		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　のの子		100

																										個人		齋藤　宏明		100

																										個人		齋藤　福寿		100

																										個人		齋藤　マリ子		100

																										個人		齋藤　正		100

																										個人		齊藤　洋		100

																										個人		齊藤　陽平		100

																										個人		財津　幸弘		100

																										個人		坂井　剛		100

																										個人		坂井　隆之		100

																										個人		坂口　浅子		100

																										個人		坂口　均		100

																										個人		坂口　十三		100

																										個人		坂口　宣		100

																										個人		坂口　輝石		100

																										個人		坂口　博		100

																										個人		坂越　達也		100

																										個人		坂田　亮介		100

																										個人		坂中　隼人		100

																										個人		坂野　絵理		100

																										個人		坂野　雅治		100

																										個人		坂野下　和矢		100

																										個人		坂場　節子		100

																										個人		坂東　克樹		100

																										個人		坂東　琢磨		100

																										個人		坂本　愛		100

																										個人		坂本　伊知朗		100

																										個人		坂本　翔一		100

																										個人		坂本　慎弥		100

																										個人		坂本　達也		100

																										個人		坂本　哲也		100

																										個人		坂本　典子		100

																										個人		坂本　宏		100

																										個人		坂本　光信		100

																										個人		坂本　裕之		100

																										個人		坂本　ルミ子		100

																										個人		阪口　光雄		100

																										個人		堺　倫代		100

																										個人		榊　正明		100

																										個人		榊原　健雄		100

																										個人		榊原　隆		100

																										個人		榊原　隆二郎		100

																										個人		榊原　好二		100

																										個人		崎田　典男		100

																										個人		崎本　壮		100

																										個人		崎本　智則		100

																										個人		櫻井　綾		100

																										個人		桜井　雄馬		100

																										個人		櫻井　研二		100

																										個人		桜井　健晴		100

																										個人		桜井　茂夫		100

																										個人		櫻井　敏雄		100

																										個人		桜井　博幸		100

																										個人		櫻井　紋未		100

																										個人		櫻井　康智		100

																										個人		櫻井　ゆかり		100

																										個人		櫻井　芳騎		100

																										個人		桜井　良行		100

																										個人		櫻井　莉奈		100

																										個人		櫻田　伊代		100

																										個人		櫻庭　崇徳		100

																										個人		桜林　英明		100

																										個人		酒井　麻帆		100

																										個人		酒井　郁枝		100

																										個人		酒井　一洋		100

																										個人		酒井　大輔		100

																										個人		酒井　加奈恵		100

																										個人		酒井　薫		100

																										個人		酒井　慶太		100

																										個人		酒井　章		100

																										個人		酒井　廣之		100

																										個人		酒井　萌		100

																										個人		酒井　裕理		100

																										個人		酒井　玲子		100

																										個人		酒上　肇		100

																										個人		酒谷　憲明		100

																										個人		酒戸　克浩		100

																										個人		酒元　史郎		100

																										個人		迫川　寿志		100

																										個人		迫田　英光		100

																										個人		笹木　貴志		100

																										個人		笹木　督史		100

																										個人		笹倉　慶成		100

																										個人		笹浪　正嗣		100

																										個人		笹野　信行		100

																										個人		定　弘樹		100

																										個人		定方　京子		100

																										個人		定田　義博		100

																										個人		貞國　輝明		100

																										個人		貞本　泰宏		100

																										個人		貞森　英治		100

																										個人		里　勝幸		100

																										個人		里吉　範政		100

																										個人		更家　正典		100

																										個人		猿木　克明		100

																										個人		澤　麻美		100

																										個人		澤　幸司		100

																										個人		澤　彰洋		100

																										個人		澤口　茜		100

																										個人		澤田　圭介		100

																										個人		沢田　昌演		100

																										個人		沢登　多恵子		100

																										個人		澤西　雄太		100

																										個人		澤村　大輔		100

																										個人		澤村　謙二		100

																										個人		椹木　順子		100

																										個人		志村　進		100

																										個人		志村　和久		100

																										個人		四條　加奈子		100

																										個人		四ノ原　弘一郎		100

																										個人		四宮　重樹		100

																										個人		椎名　康行		100

																										個人		椎野　史裕		100

																										個人		椎山　幸人		100

																										個人		塩生　隆夫		100

																										個人		塩賀　宣弘		100

																										個人		塩崎　順也		100

																										個人		塩崎　裕城		100

																										個人		塩澤　千恵子		100

																										個人		塩沢　正孝		100

																										個人		塩瀬　和成		100

																										個人		塩野　将之		100

																										個人		塩野谷　茂		100

																										個人		塩野谷　宣子		100

																										個人		塩原　秀夫		100

																										個人		塩見　慎		100

																										個人		塩森　智文		100

																										個人		鹿島　鴻		100

																										個人		鴫原　康夫		100

																										個人		茂木　克己		100

																										個人		茂木　竜次		100

																										個人		重野　健太		100

																										個人		重信　一弘		100

																										個人		重信　浩毅		100

																										個人		重廣　亮太		100

																										個人		重藤　宏太		100

																										個人		重本　淳一郎		100

																										個人		鎭守　大貴		100

																										個人		品川　哲也		100

																										個人		品川　真紗弘		100

																										個人		品川　由美		100

																										個人		篠崎　憲		100

																										個人		篠田　順子		100

																										個人		篠塚　浩夫		100

																										個人		篠原　明		100

																										個人		篠原　香里		100

																										個人		篠原　光治		100

																										個人		篠原　光博		100

																										個人		篠原　悠		100

																										個人		篠原　義和		100

																										個人		芝　庄吾		100

																										個人		芝本　英一		100

																										個人		柴崎　裕二		100

																										個人		柴田　尚明		100

																										個人		柴田　聖晃		100

																										個人		柴田　富一		100

																										個人		柴田　友徳		100

																										個人		柴田　智成		100

																										個人		柴田　博之		100

																										個人		柴田　勇夫		100

																										個人		柴戸　実		100

																										個人		澁谷　武智		100

																										個人		渋谷　努		100

																										個人		澁谷　智晴		100

																										個人		渋谷　守		100

																										個人		嶋　秀明		100

																										個人		島　浩之		100

																										個人		島浦　重己		100

																										個人		嶋川　美幸		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　淳二		100

																										個人		嶋崎　弘美		100

																										個人		島田　克敏		100

																										個人		嶋田　彩里		100

																										個人		島田　直子		100

																										個人		島田　弘子		100

																										個人		島本　健		100

																										個人		島村　伸子		100

																										個人		嶋村　光央		100

																										個人		島村　光洋		100

																										個人		下江　正幸		100

																										個人		下川　嘉満		100

																										個人		下川原　恒一		100

																										個人		下木　和敏		100

																										個人		下田　善郎		100

																										個人		下田　博貴		100

																										個人		下田　美恵		100

																										個人		下竹　桂子		100

																										個人		下谷　康弘		100

																										個人		下地　一貫		100

																										個人		下妻　信太		100

																										個人		下牧　伸子		100

																										個人		下向　広政		100

																										個人		下村　孝治		100

																										個人		下村　茂		100

																										個人		下村　美里		100

																										個人		下屋　直人		100

																										個人		霜島　美佐子		100

																										個人		朱　偉健		100

																										個人		首藤　浩聡		100

																										個人		宿野　拓也		100

																										個人		徐　輝		100

																										個人		徐　智源		100

																										個人		庄田　健一		100

																										個人		庄司　貴紀		100

																										個人		庄山　朋美		100

																										個人		白井　智也		100

																										個人		白井　秀憲		100

																										個人		白井　宏和		100

																										個人		白石　恵美		100

																										個人		白石　晃大		100

																										個人		白石　舞子		100

																										個人		白川　慶亮		100

																										個人		白坂　辰徳		100

																										個人		白坂　舞美亜		100

																										個人		白鳥　文夫		100

																										個人		城井　孝文		100

																										個人		城尾　翔		100

																										個人		城寶　慎吾		100

																										個人		城戸　邦彦		100

																										個人		進藤　泰志		100

																										個人		須合　勝範		100

																										個人		須永　由里子		100

																										個人		須藤　雄樹		100

																										個人		須藤　嘉一		100

																										個人		須藤　智大		100

																										個人		鄒　紅岩		100

																										個人		末永　博紀		100

																										個人		末原　正美		100

																										個人		末政　友久		100

																										個人		末光　啓史郎		100

																										個人		菅　英憲		100

																										個人		菅　晃宏		100

																										個人		菅　誠喜		100

																										個人		菅谷　直樹		100

																										個人		菅沼　哲司		100

																										個人		菅野　之裕		100

																										個人		菅野　将		100

																										個人		菅野　晋也		100

																										個人		菅野　富智		100

																										個人		菅原　篤		100

																										個人		菅原　佳孝		100

																										個人		菅原　徹		100

																										個人		菅原　秀隆		100

																										個人		杉　啓輔		100

																										個人		杉浦　幸佑		100

																										個人		杉浦　正憲		100

																										個人		杉尾　直樹		100

																										個人		杉尾　正明		100

																										個人		杉岡　雄一		100

																										個人		杉木　好江		100

																										個人		杉崎　健		100

																										個人		杉下　節子		100

																										個人		杉田　亜希		100

																										個人		杉田　匠平		100

																										個人		杉田　翔		100

																										個人		杉田　聴		100

																										個人		杉野　博志		100

																										個人		杉本　太作		100

																										個人		杉本　章太		100

																										個人		杉本　匡弘		100

																										個人		杉本　留三		100

																										個人		杉本　直治		100

																										個人		杉本　真美		100

																										個人		杉本　和晃		100

																										個人		杉山　有司		100

																										個人		杉山　貴洸		100

																										個人		杉山　善樹		100

																										個人		杉山　勇太		100

																										個人		杉山　和正		100

																										個人		鈴木　あつき		100

																										個人		鈴木　麻実		100

																										個人		鈴木　郁雄		100

																										個人		鈴木　宇光		100

																										個人		鈴木　絵美理		100

																										個人		鈴木　雄太		100

																										個人		鈴木　大介		100

																										個人		鈴木　大輔		100

																										個人		鈴木　大知		100

																										個人		鈴木　克佳		100

																										個人		鈴木　克巳		100

																										個人		鈴木　寛		100

																										個人		鈴木　基之		100

																										個人		鈴木　亨		100

																										個人		鈴木　恭平		100

																										個人		鈴木　啓太		100

																										個人		鈴木　剣之介		100

																										個人		鈴木　健太		100

																										個人		鈴木　健介		100

																										個人		鈴木　幸雄		100

																										個人		鈴木　菜々実		100

																										個人		鈴木　栄悦		100

																										個人		鈴木　史朗		100

																										個人		鈴木　昭子		100

																										個人		鈴木　祥晃		100

																										個人		鈴木　伸夫		100

																										個人		鈴木　すが子		100

																										個人		鈴木　駿太郎		100

																										個人		鈴木　誠		100

																										個人		鈴木　誠司		100

																										個人		鈴木　千尋		100

																										個人		鈴木　隆		100

																										個人		鈴木　隆嗣		100

																										個人		鈴木　隆平		100

																										個人		鈴木　忠郎		100

																										個人		鈴木　哲哉		100

																										個人		鈴木　敏且		100

																										個人		鈴木　敏道		100

																										個人		鈴木　朋宏		100

																										個人		鈴木　豊		100

																										個人		鈴木　博之		100

																										個人		鈴木　晴久		100

																										個人		鈴木　秀尚		100

																										個人		鈴木　宏治		100

																										個人		鈴木　正明		100

																										個人		鈴木　正美		100

																										個人		鈴木　政夫		100

																										個人		鈴木　萌莉		100

																										個人		鈴木　康浩		100

																										個人		鈴木　夕紀子		100

																										個人		鈴木　裕明		100

																										個人		鈴木　裕一		100

																										個人		鈴木　洋平		100

																										個人		鈴木　由紀雄		100

																										個人		鈴木　義則		100

																										個人		鈴木　亮平		100

																										個人		鈴木　和弘		100

																										個人		鈴鹿　守啓		100

																										個人		鈴村　泰通		100

																										個人		住田　啓史		100

																										個人		住元　菜々美		100

																										個人		住山　雄太		100

																										個人		住吉　宏樹		100

																										個人		角　覚		100

																										個人		角田　友香里		100

																										個人		角田　真哉		100

																										個人		墨谷　修		100

																										個人		世森　俊夫		100

																										個人		瀬尾　寛深		100

																										個人		瀬川　大樹		100

																										個人		瀬口　俊太		100

																										個人		瀬治山　正博		100

																										個人		瀬戸　華世		100

																										個人		瀨良　俊一		100

																										個人		関口　麻衣子		100

																										個人		関口　美奈子		100

																										個人		関谷　征明		100

																										個人		関谷　博昭		100

																										個人		関根　孝枝		100

																										個人		関根　浩史		100

																										個人		関野　利奈		100

																										個人		芹澤　航也		100

																										個人		芹澤　則夫		100

																										個人		千田谷　直光		100

																										個人		千葉　聡子		100

																										個人		千葉　哲二		100

																										個人		千葉　正美		100

																										個人		千葉　務彦		100

																										個人		千葉　陽子		100

																										個人		千葉　由美		100

																										個人		千原　研司		100

																										個人		善方　由貴		100

																										個人		祖父江　啓一		100

																										個人		曽我　朋子		100

																										個人		曽我部　幹男		100

																										個人		雙田　理恵子		100

																										個人		宋　京美		100

																										個人		宗像　健治		100

																										個人		曹　軼男		100

																										個人		曹　然		100

																										個人		添田　朝子		100

																										個人		袖澤　純		100

																										個人		袖山　丈也		100

																										個人		外園　晴弘		100

																										個人		外所　勉		100

																										個人		外山　晋也		100

																										個人		染谷　智久		100

																										個人		タカハシ　ユウコ		100

																										個人		田口　香苗		100

																										個人		田口　翔太郎		100

																										個人		田口　民子		100

																										個人		田口　富彦		100

																										個人		田口　優		100

																										個人		田栗　義也		100

																										個人		田之上　亜紀子		100

																										個人		田坂　勝義		100

																										個人		田坂　公司		100

																										個人		田坂　和之		100

																										個人		田崎　慶介		100

																										個人		田崎　裕二		100

																										個人		田澤　大樹		100

																										個人		田島　誠		100

																										個人		田島　のり子		100

																										個人		田島　美樹		100

																										個人		田島　勇祐		100

																										個人		田島　裕士		100

																										個人		田代　慶太		100

																										個人		田代　俊一		100

																										個人		田代　美子		100

																										個人		田代　義磨		100

																										個人		田角　好子		100

																										個人		田立　知路		100

																										個人		田中　葵偉		100

																										個人		田中　明美		100

																										個人		田中　一生		100

																										個人		田中　一成		100

																										個人		田中　一広		100

																										個人		田中　一也		100

																										個人		田中　一裕		100

																										個人		田中　英介		100

																										個人		田中　大嗣		100

																										個人		田中　覚士		100

																										個人		田中　寛		100

																										個人		田中　樹希		100

																										個人		田中　久治		100

																										個人		田中　啓介		100

																										個人		田中　孝夫		100

																										個人		田中　孝征		100

																										個人		田中　宰		100

																										個人		田中　菜乃春		100

																										個人		田中　修司		100

																										個人		田中　省一		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　奏		100

																										個人		田中　辰典		100

																										個人		田中　努		100

																										個人		田中　照雄		100

																										個人		田中　トク		100

																										個人		田中　俊輔		100

																										個人		田中　友可		100

																										個人		田中　豊		100

																										個人		田中　直		100

																										個人		田中　直宏		100

																										個人		田中　典幸		100

																										個人		田中　博史		100

																										個人		田中　秀一		100

																										個人		田中　秀夫		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　弘樹		100

																										個人		田中　正國		100

																										個人		田中　未紀		100

																										個人		田中　美薫		100

																										個人		田中　美保		100

																										個人		田中　光子		100

																										個人		田中　光芳		100

																										個人		田中　康一		100

																										個人		田中　康就		100

																										個人		田中　裕次		100

																										個人		田中　優澄		100

																										個人		田中　由浩		100

																										個人		田中　芳樹		100

																										個人		田中　芳弥		100

																										個人		田中　涼司		100

																										個人		田中　遼		100

																										個人		田中　令司		100

																										個人		田中　玲子		100

																										個人		田中　和子		100

																										個人		田仲　忠春		100

																										個人		田野　尚彦		100

																										個人		田端　慶紀		100

																										個人		田畑　千賀		100

																										個人		田畑　智昭		100

																										個人		田畑　まつ子		100

																										個人		田畑　勇介		100

																										個人		田平　愛		100

																										個人		田渕　紀滋		100

																										個人		田渕　耕太		100

																										個人		田邊　幸裕		100

																										個人		田辺　航		100

																										個人		田邊　豊子		100

																										個人		田辺　弘		100

																										個人		田邉　正浩		100

																										個人		田丸　洋介		100

																										個人		田村　慧一		100

																										個人		田村　英俊		100

																										個人		田村　英祐		100

																										個人		田村　起司郎		100

																										個人		田村　紀子		100

																										個人		田村　健太		100

																										個人		田村　憲滋		100

																										個人		田村　幸子		100

																										個人		田村　正夫		100

																										個人		田村　正和		100

																										個人		田室　真由美		100

																										個人		多田　清二		100

																										個人		多田　純恵		100

																										個人		多田　昇平		100

																										個人		多田　博之		100

																										個人		多田　和生		100

																										個人		多和田　真澄		100

																										個人		堆　輝明		100

																										個人		高井　勝志		100

																										個人		高井　久之		100

																										個人		高石　雄毅		100

																										個人		高市　直樹		100

																										個人		高尾　直樹		100

																										個人		高尾　ゆかり		100

																										個人		高岡　幸一		100

																										個人		高岡　達也		100

																										個人		高岡　正勝		100

																										個人		高垣　亞美		100

																										個人		高木　孝祐		100

																										個人		高木　徹夫		100

																										個人		高木　直哉		100

																										個人		高木　のぞ美		100

																										個人		高木　宏明		100

																										個人		高木　美和子		100

																										個人		高木　容子		100

																										個人		高久　政勝		100

																										個人		高崎　邦香		100

																										個人		高澤　裕志		100

																										個人		高島　之典		100

																										個人		高島　章		100

																										個人		高島　慎太郎		100

																										個人		高島　やよい		100

																										個人		高城　尚久		100

																										個人		高杉　明彦		100

																										個人		高田　敏文		100

																										個人		高田　信一		100

																										個人		高田　博利		100

																										個人		高田　政幸		100

																										個人		高田　康博		100

																										個人		高田　勇樹		100

																										個人		高田　勇治		100

																										個人		高田　義之		100

																										個人		高谷　勝彦		100

																										個人		高谷　祥子		100

																										個人		高塚　牧人		100

																										個人		高月　淳司		100

																										個人		高月　満広		100

																										個人		高槻　信希		100

																										個人		高那　利之		100

																										個人		高梨　善廣		100

																										個人		高野　慧		100

																										個人		高野　敬三		100

																										個人		高野　詢平		100

																										個人		高野　隆哉		100

																										個人		高野　永		100

																										個人		高野　信司		100

																										個人		高野　勉		100

																										個人		高羽　毅		100

																										個人		高橋　篤史		100

																										個人		高橋　大		100

																										個人		高橋　大介		100

																										個人		高橋　凱		100

																										個人		高橋　勝則		100

																										個人		高橋　寛		100

																										個人		高橋　寛樹		100

																										個人		高橋　きよみ		100

																										個人		高橋　研二		100

																										個人		高橋　健太郎		100

																										個人		高橋　功		100

																										個人		高橋　孝和		100

																										個人		高橋　幸雄		100

																										個人		高橋　紗也加		100

																										個人		高橋　修三		100

																										個人		高橋　昭彦		100

																										個人		高橋　龍之介		100

																										個人		高橋　努		100

																										個人		高橋　輝雄		100

																										個人		高橋　利至		100

																										個人		高橋　俊吉		100

																										個人		高橋　俊朗		100

																										個人		高橋　友子		100

																										個人		高橋　信行		100

																										個人		高橋　昇		100

																										個人		高橋　博		100

																										個人		高橋　比呂美		100

																										個人		高橋　秀明		100

																										個人		高橋　秀治		100

																										個人		高橋　秀典		100

																										個人		高橋　広篤		100

																										個人		高橋　弘		100

																										個人		高橋　浩彦		100

																										個人		高橋　真里子		100

																										個人		高橋　道明		100

																										個人		高橋　裕美		100

																										個人		高橋　優美		100

																										個人		高橋　洋介		100

																										個人		高橋　翼		100

																										個人		高橋　好美		100

																										個人		高橋　和信		100

																										個人		高橋　和歩		100

																										個人		高橋　和行		100

																										個人		高本　剛祐		100

																										個人		高間木　翔		100

																										個人		高松　明彦		100

																										個人		高見　敏之		100

																										個人		高峰　静子		100

																										個人		高宮　慎介		100

																										個人		高村　勇治		100

																										個人		高森　茂之		100

																										個人		高柳　祥一		100

																										個人		高山　有寿		100

																										個人		高山　一郎		100

																										個人		高山　公男		100

																										個人		高山　聡		100

																										個人		高良　卓実		100

																										個人		滝　俊介		100

																										個人		滝井　みどり		100

																										個人		瀧内　哲男		100

																										個人		滝口　かおる		100

																										個人		瀧本　宏		100

																										個人		丈達　敏子		100

																										個人		竹内　英樹		100

																										個人		竹内　薫		100

																										個人		竹内　寛太		100

																										個人		竹内　謙次		100

																										個人		竹内　晋		100

																										個人		竹内　規裕		100

																										個人		竹内　祐子		100

																										個人		竹内　由衣		100

																										個人		竹口　了介		100

																										個人		竹澤　保成		100

																										個人		竹澤　和弘		100

																										個人		竹島　里穂		100

																										個人		竹下　美枝子		100

																										個人		竹下　亮太		100

																										個人		竹田　寛治		100

																										個人		竹田　司		100

																										個人		竹田　雅貴		100

																										個人		竹田　陽子		100

																										個人		竹中　宣江		100

																										個人		竹中　真裕美		100

																										個人		竹中　亮		100

																										個人		竹浪　一良		100

																										個人		竹花　芳郎		100

																										個人		竹本　暁子		100

																										個人		竹本　昌史		100

																										個人		竹山　祐策		100

																										個人		武　加奈子		100

																										個人		武井　大		100

																										個人		武井　二郎		100

																										個人		武市　まゆ		100

																										個人		武市　和代		100

																										個人		武内　博隆		100

																										個人		武田　崇		100

																										個人		武田　隼人		100

																										個人		武田　浩三		100

																										個人		武田　真幸		100

																										個人		武田　義之		100

																										個人		武馬　高志		100

																										個人		武藤　明		100

																										個人		武藤　均		100

																										個人		武藤　邦弘		100

																										個人		武藤　みどり		100

																										個人		武本　誠		100

																										個人		只隈　鎮		100

																										個人		忠垣　信次郎		100

																										個人		立石　葉子		100

																										個人		立石　義人		100

																										個人		立入　克敏		100

																										個人		立尾　省悟		100

																										個人		立川　雄大		100

																										個人		立川　智大		100

																										個人		立川　直樹		100

																										個人		立花　幸代		100

																										個人		立森　景子		100

																										個人		橘　佳祐		100

																										個人		橘　昭宏		100

																										個人		辰巳　香織		100

																										個人		辰己　謙一郎		100

																										個人		巽　晃平		100

																										個人		舘田　亮		100

																										個人		棚橋　正人		100

																										個人		谷　若子		100

																										個人		谷井　紘子		100

																										個人		谷川　正幸		100

																										個人		谷川　雅子		100

																										個人		谷川　睦子		100

																										個人		谷口　学		100

																										個人		谷口　勝也		100

																										個人		谷口　毅		100

																										個人		谷口　玄樹		100

																										個人		谷口　仁史		100

																										個人		谷口　駿平		100

																										個人		谷口　善紀		100

																										個人		谷口　利允		100

																										個人		谷口　安弘		100

																										個人		谷口　義明		100

																										個人		谷田　満		100

																										個人		谷辺　静子		100

																										個人		谷本　悦二		100

																										個人		谷本　香亜奈		100

																										個人		谷好　弘章		100

																										個人		玉井　伸二		100

																										個人		玉置　絵里		100

																										個人		玉垣　麻奈		100

																										個人		玉川　敦祥		100

																										個人		玉木　学		100

																										個人		玉木　徹朗		100

																										個人		玉木　陽介		100

																										個人		玉田　八千代		100

																										個人		爲延　聡仁		100

																										個人		垂野　充宏		100

																										個人		樽本　章		100

																										個人		丹下　崇裕		100

																										個人		旦部　敏信		100

																										個人		地村　誠		100

																										個人		知野　雄介		100

																										個人		築村　豪輝		100

																										個人		茶谷　慎也		100

																										個人		丁　龍鎮		100

																										個人		調枝　玲子		100

																										個人		勅使河原　喬		100

																										個人		勅使河原　道江		100

																										個人		津川　雄輔		100

																										個人		津田　誠		100

																										個人		對馬　信博		100

																										個人		對馬　浩一		100

																										個人		塚田　恵美		100

																										個人		塚原　孝則		100

																										個人		塚原　洋平		100

																										個人		塚本　剛		100

																										個人		月岡　智		100

																										個人		辻　大祐		100

																										個人		辻　隼平		100

																										個人		辻　正光		100

																										個人		辻　陽治		100

																										個人		辻　好子		100

																										個人		辻上　和也		100

																										個人		辻内　瑠莉		100

																										個人		辻川　多惠子		100

																										個人		辻郷　幹夫		100

																										個人		辻田　祥二		100

																										個人		辻田　政喜		100

																										個人		辻本　有香		100

																										個人		土井　哲夫		100

																										個人		土岐　豊成		100

																										個人		土岐　光則		100

																										個人		土合　真人		100

																										個人		土合　雪乃		100

																										個人		土沢　忠正		100

																										個人		土田　健太		100

																										個人		土谷　慎一		100

																										個人		土谷　洋介		100

																										個人		土屋　圭子		100

																										個人		土屋　健太		100

																										個人		土屋　健三		100

																										個人		土屋　岳広		100

																										個人		土屋　宏二		100

																										個人		土屋　昌宏		100

																										個人		土屋　洋二		100

																										個人		筒井　昭男		100

																										個人		堤　健史		100

																										個人		恒藤　啓介		100

																										個人		坪井　孝文		100

																										個人		坪井　政和		100

																										個人		坪井　義雄		100

																										個人		坪野　綾子		100

																										個人		爪川　良男		100

																										個人		艶島　悠介		100

																										個人		釣　孝都志		100

																										個人		鶴岡　あや子		100

																										個人		鶴田　聡		100

																										個人		鶴巻　辰紘		100

																										個人		鶴見　正輝		100

																										個人		手嶋　有希		100

																										個人		手嶋　信行		100

																										個人		手島　美和		100

																										個人		手嶋　裕司		100

																										個人		手束　嘉孝		100

																										個人		手塚　慧介		100

																										個人		手塚　久雄		100

																										個人		手塚　勲		100

																										個人		手塚　直人		100

																										個人		出口　裕士		100

																										個人		出口　裕理江		100

																										個人		出口　義信		100

																										個人		出島　啓志		100

																										個人		出田　浩子		100

																										個人		出戸　道雄		100

																										個人		寺井　修也		100

																										個人		寺内　麻実子		100

																										個人		寺内　豊		100

																										個人		寺内　日出子		100

																										個人		寺内　湊紀		100

																										個人		寺尾　シヅ子		100

																										個人		寺尾　浩一		100

																										個人		寺岡　達郎		100

																										個人		寺門　直		100

																										個人		寺田　智浩		100

																										個人		寺田　優		100

																										個人		寺中　陽子		100

																										個人		寺本　明世		100

																										個人		寺本　翔		100

																										個人		寺本　翔太		100

																										個人		寺本　秀生		100

																										個人		寺山　大輔		100

																										個人		照井　春菜		100

																										個人		照屋　康之		100

																										個人		戸上　愛実		100

																										個人		戸崎　節		100

																										個人		戸崎　和彦		100

																										個人		戸澤　徹		100

																										個人		戸澤　信也		100

																										個人		戸城　憲子		100

																										個人		戸田　将平		100

																										個人		戸田　拓也		100

																										個人		戸田　信子		100

																										個人		戸田　浩喜		100

																										個人		戸田　美佳		100

																										個人		戸塚　勉		100

																										個人		戸部　直子		100

																										個人		都　恵理佳		100

																										個人		都澤　真也		100

																										個人		都志　俊範		100

																										個人		當真　聖也		100

																										個人		唐木　昭広		100

																										個人		唐木　駿一		100

																										個人		堂崎　幸伸		100

																										個人		陶山　欽三		100

																										個人		陶山　力		100

																										個人		通阪　純也		100

																										個人		通野　太一		100

																										個人		時女　充夫		100

																										個人		時野谷　亮太		100

																										個人		得岡　さおり		100

																										個人		徳江　豊		100

																										個人		徳岡　光範		100

																										個人		徳重　海		100

																										個人		徳丸　哲司		100

																										個人		床井　祐二朗		100

																										個人		利根川　惇		100

																										個人		富　玲子		100

																										個人		冨井　寛		100

																										個人		冨岡　要		100

																										個人		富岡　誠二		100

																										個人		冨田　陽平		100

																										個人		冨谷　佳成		100

																										個人		冨谷　知子		100

																										個人		富永　有美		100

																										個人		富永　尚晃		100

																										個人		富永　翔太		100

																										個人		冨安　誠志		100

																										個人		友澤　慎也		100

																										個人		友添　湖晴		100

																										個人		友田　美知代		100

																										個人		友利　亮太		100

																										個人		友野　順章		100

																										個人		豊田　皓介		100

																										個人		豊原　秀樹		100

																										個人		豊枡　正英		100

																										個人		豊増　和司		100

																										個人		乕田　隆介		100

																										個人		虎間　大樹		100

																										個人		鳥居　幸司		100

																										個人		鳥居　深雪		100

																										個人		鳥越　伸二		100

																										個人		鳥澤　正行		100

																										個人		鳥巣　京子		100

																										個人		名倉　国昭		100

																										個人		名越　幸基		100

																										個人		那須野　亮		100

																										個人		奈良　麻友子		100

																										個人		奈良　泰之		100

																										個人		直井　年夫		100

																										個人		中井　一貴		100

																										個人		中井　紘棋		100

																										個人		中井　浩義		100

																										個人		中井　眞砂子		100

																										個人		中居　真由美		100

																										個人		中上　祥吾		100

																										個人		中浦　真希		100

																										個人		中尾　直美		100

																										個人		中尾　瑞枝		100

																										個人		中尾　和		100

																										個人		中尾　和哉		100

																										個人		中川　英樹		100

																										個人		中川　勝之		100

																										個人		中川　翔太		100

																										個人		中川　隆介		100

																										個人		中川　拓磨		100

																										個人		中川　俊男		100

																										個人		中川　智晴		100

																										個人		中川　涼太		100

																										個人		中川　湧介		100

																										個人		中久木　晴美		100

																										個人		中久保　泰司		100

																										個人		中込　將太		100

																										個人		中沢　賢哉		100

																										個人		中澤　智美		100

																										個人		中澤　正人		100

																										個人		中澤　光		100

																										個人		中島　明大		100

																										個人		中島　麻美子		100

																										個人		中島　京子		100

																										個人		中島　孔志		100

																										個人		中島　幸治郎		100

																										個人		中島　仁志		100

																										個人		中島　輝王		100

																										個人		中島　直樹		100

																										個人		中島　信明		100

																										個人		中島　秀明		100

																										個人		中島　宏治		100

																										個人		中嶋　文彦		100

																										個人		中島　昌子		100

																										個人		中島　三男		100

																										個人		中嶋　陽一		100

																										個人		中条　ひろみ		100

																										個人		中園　幸太郎		100

																										個人		中園　聡子		100

																										個人		中田　乙一		100

																										個人		中田　啓史		100

																										個人		中田　純		100

																										個人		中田　和彦		100

																										個人		中谷　眞理子		100

																										個人		中司　雄基		100

																										個人		中司　文典		100

																										個人		中坪　昌朗		100

																										個人		中出　圭一		100

																										個人		中西　功		100

																										個人		中西　章		100

																										個人		中西　拓巳		100

																										個人		中西　政敏		100

																										個人		中西　康代		100

																										個人		中西　靖展		100

																										個人		中西　義彦		100

																										個人		中根　佳保里		100

																										個人		中野　歌代		100

																										個人		中野　恵太		100

																										個人		中野　雄太		100

																										個人		中野　大和		100

																										個人		中野　貴斗		100

																										個人		中野　毅彦		100

																										個人		中野　幸一		100

																										個人		中野　善夫		100

																										個人		中野　たづ子		100

																										個人		中埜　高史		100

																										個人		中野　武男		100

																										個人		中野　達哉		100

																										個人		中野　智博		100

																										個人		中野　浩臣		100

																										個人		中野　政子		100

																										個人		中野　良紀		100

																										個人		中畑　和也		100

																										個人		中林　敏国		100

																										個人		中原　章雄		100

																										個人		中原　真実		100

																										個人		中本　正博		100

																										個人		中松　隆一		100

																										個人		中路　稔彦		100

																										個人		中村　明博		100

																										個人		中村　敦夫		100

																										個人		中村　一夫		100

																										個人		中村　一典		100

																										個人		中村　克幸		100

																										個人		中村　寛一		100

																										個人		中村　樹		100

																										個人		中村　佳代		100

																										個人		中村　功		100

																										個人		中村　茂		100

																										個人		中村　静夫		100

																										個人		中村　淳子		100

																										個人		中村　純一		100

																										個人		中村　章紀		100

																										個人		中村　仁		100

																										個人		中村　澄子		100

																										個人		中村　聡子		100

																										個人		中村　高典		100

																										個人		中村　隆夫		100

																										個人		中村　智		100

																										個人		中村　智至		100

																										個人		中村　奈都子		100

																										個人		中村　弘美		100

																										個人		中村　浩一		100

																										個人		中村　文枝		100

																										個人		中村　眞耶子		100

																										個人		中村　昌治		100

																										個人		中村　充広		100

																										個人		中村　光男		100

																										個人		中村　めぐみ		100

																										個人		中村　守		100

																										個人		中村　裕也		100

																										個人		中村　翼		100

																										個人		中村　和徳		100

																										個人		中森　央貴		100

																										個人		中屋　雅博		100

																										個人		中保　和明		100

																										個人		中山　伊知郎		100

																										個人		中山　久美子		100

																										個人		中山　純雄		100

																										個人		中山　誠三		100

																										個人		中山　達雄		100

																										個人		中山　輝彦		100

																										個人		中山　智裕		100

																										個人		中山　秀昭		100

																										個人		中山　美保子		100

																										個人		中山　好昭		100

																										個人		中山　亮		100

																										個人		永井　健太郎		100

																										個人		永井　徹		100

																										個人		永井　智一		100

																										個人		永井　奈美		100

																										個人		永井　勇一		100

																										個人		永井　理雄		100

																										個人		永岡　慶悟		100

																										個人		永久保　浩		100

																										個人		永島　一郎		100

																										個人		永島　聖之		100

																										個人		永島　涼		100

																										個人		永瀬　崇行		100

																										個人		永瀬　百合子		100

																										個人		永田　英二		100

																										個人		永田　恭子		100

																										個人		永田　玄基		100

																										個人		永田　俊裕		100

																										個人		永原　英人		100

																										個人		永原　律子		100

																										個人		永森　弘子		100

																										個人		永山　誠吏		100

																										個人		永山　盛和		100

																										個人		仲井　優太		100

																										個人		仲尾　卓浩		100

																										個人		仲島　智		100

																										個人		仲島　正巳		100

																										個人		仲谷　周三		100

																										個人		仲西　弘善		100

																										個人		仲野　邦彦		100

																										個人		仲野　多美子		100

																										個人		仲村　拓		100

																										個人		長江　爽太		100

																										個人		長尾　徳貴		100

																										個人		長尾　康平		100

																										個人		長岡　研太郎		100

																										個人		長久　美鈴		100

																										個人		長崎　太樹		100

																										個人		長迫　君代		100

																										個人		長澤　伸治		100

																										個人		長澤　まり子		100

																										個人		長島　厚子		100

																										個人		長島　佳祐		100

																										個人		長島　好輝		100

																										個人		長島　芳子		100

																										個人		長島　和誉		100

																										個人		長瀬　之治		100

																										個人		長谷　さえ		100

																										個人		長谷川　清		100

																										個人		長谷川　邦子		100

																										個人		長谷川　健司		100

																										個人		長谷川　茂雄		100

																										個人		長谷川　隆史		100

																										個人		長谷川　正治		100

																										個人		長谷部　智		100

																										個人		長谷部　文哉		100

																										個人		長友　昌弘		100

																										個人		長南　峻介		100

																										個人		長屋　健太郎		100

																										個人		夏原　貴代美		100

																										個人		鍋島　和貴		100

																										個人		並河　孝		100

																										個人		並木　秀行		100

																										個人		波形　靖代		100

																										個人		波爾　宏明		100

																										個人		波多野　恵美子		100

																										個人		浪江　初代		100

																										個人		浪川　智行		100

																										個人		成井　絵美		100

																										個人		成川　雄亮		100

																										個人		成願　ひかる		100

																										個人		成清　心結		100

																										個人		成清　博司		100

																										個人		成清　夕香里		100

																										個人		成澤　尚人		100

																										個人		成瀬　義文		100

																										個人		成田　安友子		100

																										個人		鳴海　健大		100

																										個人		鳴澤　康予		100

																										個人		難波　慶太		100

																										個人		難波　宏文		100

																										個人		二階堂　嘉樹		100

																										個人		二ノ神　昭一		100

																										個人		二瓶　徹		100

																										個人		二又　俊仁		100

																										個人		二宮　まゆり		100

																										個人		西　麻由子		100

																										個人		西　将輝		100

																										個人		西　創太		100

																										個人		西　隆行		100

																										個人		西　俊明		100

																										個人		西　康栄		100

																										個人		西上　孝一		100

																										個人		西尾　浩二		100

																										個人		西尾　和久		100

																										個人		西岡　郁美		100

																										個人		西岡　かず江		100

																										個人		西岡　辰雄		100

																										個人		西岡　敏行		100

																										個人		西岡　日出喜		100

																										個人		西川　孝子		100

																										個人		西川　徹		100

																										個人		西迫　賢一		100

																										個人		西澤　実英		100

																										個人		西島　智裕		100

																										個人		西島　豊		100

																										個人		西島　正人		100

																										個人		西城　毅		100

																										個人		西田　士師		100

																										個人		西田　徳治		100

																										個人		西田　直矢		100

																										個人		西田　桃香		100

																										個人		西田　怜史		100

																										個人		西谷　重俊		100

																										個人		西出　幹治		100

																										個人		西中　克己		100

																										個人		西根　遥佑		100

																										個人		西野　泰正		100

																										個人		西野　陽子		100

																										個人		西本　晶子		100

																										個人		西本　奈生		100

																										個人		西本　雅俊		100

																										個人		西本　崚平		100

																										個人		西松　優一		100

																										個人		西村　有希子		100

																										個人		西村　一峰		100

																										個人		西村　香純		100

																										個人		西村　公輔		100

																										個人		西村　淳		100

																										個人		西村　翔汰		100

																										個人		西村　創		100

																										個人		西村　聡		100

																										個人		西村　拓哉		100

																										個人		西村　政輝		100

																										個人		西山　英二		100

																										個人		西山　かづゑ		100

																										個人		西山　絹		100

																										個人		西山　修一郎		100

																										個人		西山　康隆		100

																										個人		布川　敬祐		100

																										個人		布川　千秋		100

																										個人		布川　雅俊		100

																										個人		布瀬　哲男		100

																										個人		沼倉　真之		100

																										個人		沼田　春江		100

																										個人		根木　隆一		100

																										個人		根岸　久夫		100

																										個人		根岸　達朗		100

																										個人		根岸　裕麻		100

																										個人		根岸　良実		100

																										個人		根来　和昭		100

																										個人		根立　登喜夫		100

																										個人		根本　一宏		100

																										個人		根本　昂		100

																										個人		根本　信男		100

																										個人		根間　勇人		100

																										個人		野秋　良輔		100

																										個人		野上　明子		100

																										個人		野垣　佳奈		100

																										個人		野木　英樹		100

																										個人		野木森　一剛		100

																										個人		野口　心平		100

																										個人		野口　彩里		100

																										個人		野口　隆		100

																										個人		野口　敏彦		100

																										個人		野口　博史		100

																										個人		野口　和彦		100

																										個人		野坂　尋巳		100

																										個人		野崎　太一		100

																										個人		野崎　幸美		100

																										個人		野崎　テル子		100

																										個人		野沢　勝		100

																										個人		野澤　竹志		100

																										個人		野島　健嗣		100

																										個人		野島　秀子		100

																										個人		野田　学		100

																										個人		野田　勝也		100

																										個人		野田　繁雄		100

																										個人		野田　利幸		100

																										個人		野田　信仁		100

																										個人		野出　俊策		100

																										個人		野中　健太朗		100

																										個人		野中　孝子		100

																										個人		野本　敬		100

																										個人		野本　広男		100

																										個人		野本　雪子		100

																										個人		野間　隆宏		100

																										個人		野見山　大地		100

																										個人		野村　勝美		100

																										個人		野村　貴宏		100

																										個人		野村　貞子		100

																										個人		野村　周平		100

																										個人		野村　正		100

																										個人		野村　正江		100

																										個人		野村　祐基		100

																										個人		野村　良江		100

																										個人		野呂　佳代子		100

																										個人		野々垣　早苗		100

																										個人		野々村　伊千志		100

																										個人		能瀬　実		100

																										個人		能勢　晶暉		100

																										個人		能登　英一		100

																										個人		能見　靖		100

																										個人		納谷　昭美		100

																										個人		信原　彰		100

																										個人		乗田　正		100

																										個人		乗藤　学		100

																										個人		羽田　慎二		100

																										個人		羽田　陽三		100

																										個人		羽原　愼一郎		100

																										個人		羽藤　美恵		100

																										個人		馬越　秀夫		100

																										個人		馬野　恭視		100

																										個人		馬場　有子		100

																										個人		馬場　太希		100

																										個人		馬場　大和		100

																										個人		馬場　啓修		100

																										個人		馬場　善男		100

																										個人		馬淵　敬祐		100

																										個人		馬屋原　崇宏		100

																										個人		袴田　周		100

																										個人		萩　高明		100

																										個人		萩野　亜悠子		100

																										個人		萩野　新子		100

																										個人		萩原　一慶		100

																										個人		萩原　住枝		100

																										個人		萩原　敏男		100

																										個人		橋川　武		100

																										個人		橋本　新吾		100

																										個人		橋本　佳行		100

																										個人		橋本　健太郎		100

																										個人		橋本　章		100

																										個人		橋本　隆毅		100

																										個人		橋本　拓也		100

																										個人		橋本　晴充		100

																										個人		橋本　雅之		100

																										個人		橋本　みゆき		100

																										個人		橋本　泰広		100

																										個人		橋本　由里		100

																										個人		橋本　涼平		100

																										個人		橋村　信宏		100

																										個人		橋元　江里香		100

																										個人		蓮尾　修一		100

																										個人		畑垣　伸良		100

																										個人		畑田　猛		100

																										個人		畑田　泰彦		100

																										個人		畑中　義則		100

																										個人		畑山　正仁		100

																										個人		畠中　賢嗣		100

																										個人		畠山　淳		100

																										個人		畠山　康弘		100

																										個人		畠山　容子		100

																										個人		幡本　有造		100

																										個人		蜂須賀　英乃		100

																										個人		鉢嶺　宗盛		100

																										個人		鳩貝　松枝		100

																										個人		花井　善太		100

																										個人		花内　洋		100

																										個人		花澤　健太		100

																										個人		花澤　昭仁		100

																										個人		花尻　尚		100

																										個人		花田　寛和		100

																										個人		花野　誠士		100

																										個人		花房　宏		100

																										個人		花房　量子		100

																										個人		花渕　裕		100

																										個人		塙　新吾		100

																										個人		浜砂　俊憲		100

																										個人		浜瀬　敬輔		100

																										個人		浜田　大輔		100

																										個人		浜田　貴美子		100

																										個人		浜田　均		100

																										個人		濱田　敏男		100

																										個人		浜田　博		100

																										個人		濱田　真次		100

																										個人		浜田　美香		100

																										個人		濱中　千穗子		100

																										個人		浜本　清貴		100

																										個人		浜村　和生		100

																										個人		濱屋　孝憲		100

																										個人		早川　政夫		100

																										個人		早嵜　寿一		100

																										個人		早瀬　志麻		100

																										個人		速水　裕美		100

																										個人		林　一宏		100

																										個人		林　一也		100

																										個人		林　香澄		100

																										個人		林　健太		100

																										個人		林　賢成		100

																										個人		林　祥介		100

																										個人		林　精一		100

																										個人		林　竜		100

																										個人		林　常義		100

																										個人		林　哲也		100

																										個人		林　徹郎		100

																										個人		林　俊進		100

																										個人		林　秀之		100

																										個人		林　広明		100

																										個人		林　文哉		100

																										個人		林　稔		100

																										個人		林　洋子		100

																										個人		林　良弘		100

																										個人		林　亮太		100

																										個人		林田　萌聖		100

																										個人		林田　亘平		100

																										個人		林本　久美子		100

																										個人		原　明子		100

																										個人		原　悦久		100

																										個人		原　嘉宏		100

																										個人		原　覚		100

																										個人		原　健太郎		100

																										個人		原　健介		100

																										個人		原　順子		100

																										個人		原　章		100

																										個人		原　奈都良		100

																										個人		原　康一郎		100

																										個人		原　康城		100

																										個人		原　和美		100

																										個人		原川　睦美		100

																										個人		原口　洋徳		100

																										個人		原澤　昂大		100

																										個人		原沢　総一郎		100

																										個人		原澤　裕美子		100

																										個人		原島　昇		100

																										個人		原田　恭子		100

																										個人		原田　伸一		100

																										個人		原田　巧		100

																										個人		原田　豊		100

																										個人		原田　政広		100

																										個人		原田　涼平		100

																										個人		原野　直枝		100

																										個人		播摩　友恵		100

																										個人		春山　嘉章		100

																										個人		半田　直之		100

																										個人		半田　秀史		100

																										個人		伴　利治		100

																										個人		伴　義治		100

																										個人		畔柳　きよ子		100

																										個人		比嘉　浩美		100

																										個人		日沖　望		100

																										個人		日隈　久		100

																										個人		日下　教雅		100

																										個人		日下　拓也		100

																										個人		日野　美香		100

																										個人		日野戸　篤		100

																										個人		日比　文博		100

																										個人		日比　正博		100

																										個人		日比野　高史		100

																										個人		日比野　智博		100

																										個人		日比野　浩		100

																										個人		氷見野　真平		100

																										個人		肥田　正志		100

																										個人		樋口　啓子		100

																										個人		樋口　隆枝		100

																										個人		樋口　豊		100

																										個人		樋口　晴文		100

																										個人		樋口　満		100

																										個人		樋口　祐子		100

																										個人		樋口　裕之		100

																										個人		檜垣　修一		100

																										個人		檜垣　昌宏		100

																										個人		東　篤志		100

																										個人		東　綾子		100

																										個人		東　剛輝		100

																										個人		東　宗一郎		100

																										個人		東　達也		100

																										個人		東　勇生		100

																										個人		東嶋　麻哉		100

																										個人		東谷　健		100

																										個人		東野　俊哉		100

																										個人		東良　正人		100

																										個人		引地　秀		100

																										個人		引地　ミヤ子		100

																										個人		菱木　亮平		100

																										個人		菱田　佳紀		100

																										個人		左口　佳枝		100

																										個人		左田野　みゆき		100

																										個人		姫野　磨		100

																										個人		姫野　洋明		100

																										個人		百木　薫		100

																										個人		百々　寛子		100

																										個人		平　洋奈		100

																										個人		平井　亜紀子		100

																										個人		平井　雄己		100

																										個人		平井　伸和		100

																										個人		平井　壮紀		100

																										個人		平石　勝典		100

																										個人		平尾　篤利		100

																										個人		平尾　純苗		100

																										個人		平尾　晋介		100

																										個人		平尾　広吉		100

																										個人		平尾　充成		100

																										個人		平尾　亮		100

																										個人		平岡　てる子		100

																										個人		平岡　博志		100

																										個人		平岡　秀雄		100

																										個人		平賀　里美		100

																										個人		平川　幸節		100

																										個人		平川　優子		100

																										個人		平口　ますみ		100

																										個人		平子　聡		100

																										個人		平澤　和馬		100

																										個人		平社　美希		100

																										個人		平瀬　正洋		100

																										個人		平田　英昭		100

																										個人		平田　博樹		100

																										個人		平田　隼		100

																										個人		平田　みゆき		100

																										個人		平田　道晃		100

																										個人		平田　元彦		100

																										個人		平塚　英紀		100

																										個人		平手　知紗		100

																										個人		平西　学		100

																										個人		平野　惠子		100

																										個人		平野　智一		100

																										個人		平野　比呂美		100

																										個人		平野　美智子		100

																										個人		平野　祐貴		100

																										個人		平野　由香利		100

																										個人		平原　康彦		100

																										個人		平間　直道		100

																										個人		平松　和秀		100

																										個人		平見　祥之		100

																										個人		平山　征男		100

																										個人		平山　竜汰		100

																										個人		平山　正		100

																										個人		蛭子　新子		100

																										個人		廣井　正芳		100

																										個人		廣重　陽		100

																										個人		廣瀬　貴志		100

																										個人		広瀬　健一		100

																										個人		広田　有紀		100

																										個人		廣田　誠一		100

																										個人		廣田　拓也		100

																										個人		廣田　勇		100

																										個人		廣野　耕祐		100

																										個人		廣橋　真子		100

																										個人		広松　史洋		100

																										個人		不動　日祥		100

																										個人		譜久島　大介		100

																										個人		譜久島　理		100

																										個人		深味　孝之		100

																										個人		深尾　あつ子		100

																										個人		深田　晃生		100

																										個人		深谷　忠徳		100

																										個人		深原　一晃		100

																										個人		深山　泰三		100

																										個人		吹野　真理絵		100

																										個人		服部　克也		100

																										個人		服部　貞子		100

																										個人		服部　達哉		100

																										個人		服部　知巳		100

																										個人		服部　友三		100

																										個人		福井　英一		100

																										個人		福井　秀行		100

																										個人		福井　みち子		100

																										個人		福井　光治		100

																										個人		福岡　桂		100

																										個人		福岡　拓哉		100

																										個人		福岡　丈仁		100

																										個人		福岡　良佑		100

																										個人		福川　孝太郎		100

																										個人		福壽　健一		100

																										個人		福壽　弘子		100

																										個人		福島　彬		100

																										個人		福島　敦司		100

																										個人		福島　大揮		100

																										個人		福嶋　茂信		100

																										個人		福島　昭		100

																										個人		福島　祥太		100

																										個人		福島　伸太郎		100

																										個人		福島　浩		100

																										個人		福田　敦友		100

																										個人		福田　英樹		100

																										個人		福田　紀恵		100

																										個人		福田　貴代江		100

																										個人		福田　小夜子		100

																										個人		福田　岳彦		100

																										個人		福田　武司		100

																										個人		福田　龍生		100

																										個人		福田　敏也		100

																										個人		福田　盛樹		100

																										個人		福地　健太郎		100

																										個人		福地　淑人		100

																										個人		福永　浩之		100

																										個人		福本　嘉明		100

																										個人		福本　聡		100

																										個人		福本　隆男		100

																										個人		福本　好史		100

																										個人		福間　健太		100

																										個人		福元　隆吾		100

																										個人		福山　紀子		100

																										個人		福山　正裕		100

																										個人		福吉　直也		100

																										個人		伏原　資典		100

																										個人		伏見　二彦		100

																										個人		藤井　旭		100

																										個人		藤井　一成		100

																										個人		藤井　恵子		100

																										個人		藤井　孝比古		100

																										個人		藤井　修		100

																										個人		藤井　辰成		100

																										個人		藤井　友生		100

																										個人		藤井　信		100

																										個人		藤井　保浩		100

																										個人		藤井　靖子		100

																										個人		藤井　良和		100

																										個人		藤井　莉帆		100

																										個人		藤倉　克己		100

																										個人		藤倉　功育		100

																										個人		藤崎　愛馨		100

																										個人		藤崎　沙織		100

																										個人		藤崎　豊		100

																										個人		藤澤　和敏		100

																										個人		藤嶋　大輔		100

																										個人		藤島　美登里		100

																										個人		藤島　道雄		100

																										個人		藤城　正直		100

																										個人		藤田　一宏		100

																										個人		藤田　海人		100

																										個人		藤田　健一郎		100

																										個人		藤田　匠		100

																										個人		藤田　慎樹		100

																										個人		藤田　隆義		100

																										個人		藤田　竜也		100

																										個人		藤田　知宏		100

																										個人		藤田　敏代		100

																										個人		藤田　智憲		100

																										個人		藤田　秀一		100

																										個人		藤田　浩之		100

																										個人		藤田　洋一		100

																										個人		藤田　和代		100

																										個人		藤多　裕介		100

																										個人		藤墳　和典		100

																										個人		藤中　晴日		100

																										個人		藤永　仁美		100

																										個人		藤ノ井　孝治		100

																										個人		藤野　富士子		100

																										個人		藤原　恵美		100

																										個人		藤原　大		100

																										個人		藤原　数義		100

																										個人		藤原　友和		100

																										個人		藤原　智子		100

																										個人		藤原　幹響		100

																										個人		藤本　海渡		100

																										個人		藤本　英昭		100

																										個人		藤本　彰也		100

																										個人		藤本　知生		100

																										個人		藤本　友一		100

																										個人		藤本　雅巳		100

																										個人		藤村　一廣		100

																										個人		藤森　祐介		100

																										個人		藤山　雅章		100

																										個人		藤渡　真利		100

																										個人		淵上　敏行		100

																										個人		舟橋　葉子		100

																										個人		舩大工　海月		100

																										個人		麓　文範		100

																										個人		古市　みちる		100

																										個人		古賀　基幸		100

																										個人		古賀　颯汰		100

																										個人		古賀　信二		100

																										個人		古門　かおり		100

																										個人		古川　慧一		100

																										個人		古川　勝也		100

																										個人		古川　達也		100

																										個人		古川　政芳		100

																										個人		古川　保典		100

																										個人		古川　義樹		100

																										個人		古河　小由里		100

																										個人		古越　浩幸		100

																										個人		古澤　幸		100

																										個人		古澤　順子		100

																										個人		古城　洋子		100

																										個人		古薗　智也		100

																										個人		古谷　ありさ		100

																										個人		古谷　健一		100

																										個人		古谷　洋之		100

																										個人		古津　浩司		100

																										個人		古寺　孝一		100

																										個人		古波倉　睦代		100

																										個人		古西　正弥		100

																										個人		古布　尚久		100

																										個人		古野　正人		100

																										個人		古橋　せつ子		100

																										個人		古橋　和仁		100

																										個人		古林　達也		100

																										個人		古矢　雅彦		100

																										個人		古屋　京子		100

																										個人		古山　諄		100

																										個人		別所　達也		100

																										個人		別府　洋平		100

																										個人		穂坂　信司		100

																										個人		法原　泰		100

																										個人		朴　惠淑		100

																										個人		星　圭悟		100

																										個人		星　栄作		100

																										個人		星賀　康史		100

																										個人		星川　智郁		100

																										個人		星野　亜衣		100

																										個人		星野　裕子		100

																										個人		星野　陽平		100

																										個人		星野　由子		100

																										個人		星山　敏美		100

																										個人		細江　千草		100

																										個人		細川　恵多		100

																										個人		細川　聡		100

																										個人		細川　拓		100

																										個人		細木　榮一		100

																										個人		細田　恭章		100

																										個人		細田　悠太		100

																										個人		細谷　均		100

																										個人		細谷　岳史		100

																										個人		細谷　竜治		100

																										個人		細谷　峰男		100

																										個人		細野　昌二		100

																										個人		細見　克俊		100

																										個人		堀　有佑		100

																										個人		堀　耕補		100

																										個人		堀　匠		100

																										個人		堀　匡佑		100

																										個人		堀　智枝子		100

																										個人		堀　智之		100

																										個人		堀　宏一		100

																										個人		堀　福子		100

																										個人		堀内　忠紘		100

																										個人		堀内　美和		100

																										個人		堀江　麻美		100

																										個人		堀江　活三		100

																										個人		堀江　司		100

																										個人		堀江　飛辰		100

																										個人		堀口　大輔		100

																										個人		堀越　一洋		100

																										個人		堀越　英里		100

																										個人		堀越　駿平		100

																										個人		堀田　駿		100

																										個人		堀田　信三		100

																										個人		本岡　良英		100

																										個人		本木　和徳		100

																										個人		本田　幸愛		100

																										個人		本田　絢子		100

																										個人		本田　利明		100

																										個人		本田　法子		100

																										個人		本田　真也		100

																										個人		本田　昌枝		100

																										個人		本田　光		100

																										個人		本田　由馬		100

																										個人		本田　吉孝		100

																										個人		本多　英世		100

																										個人		本多　誠		100

																										個人		本多　早苗		100

																										個人		本多　範久		100

																										個人		本多　秀年		100

																										個人		本間　圭一		100

																										個人		本間　道郎		100

																										個人		本間　光一		100

																										個人		本松　直也		100

																										個人		本村　隆一		100

																										個人		本吉　正宗		100

																										個人		本吉　繭美		100

																										個人		本若　武久		100

																										個人		眞木　貞裕		100

																										個人		眞崎　シゲ子		100

																										個人		真城　仁		100

																										個人		真瀬　厚子		100

																										個人		眞造　裕子		100

																										個人		真継　悦子		100

																										個人		真鍋　英和		100

																										個人		真野　徳之		100

																										個人		眞山　洋士		100

																										個人		間嶋　瞳		100

																										個人		間宮　眞弓		100

																										個人		間宮　みどり		100

																										個人		前　加代子		100

																										個人		前　秀知		100

																										個人		前川　啓子		100

																										個人		前川　拓也		100

																										個人		前川　敏郎		100

																										個人		前川　美恵子		100

																										個人		前田　敦史		100

																										個人		前田　一成		100

																										個人		前田　樹希		100

																										個人		前田　樹里		100

																										個人		前田　晃		100

																										個人		前田　武		100

																										個人		前田　武士		100

																										個人		前田　哲也		100

																										個人		前田　敏宏		100

																										個人		前田　成彦		100

																										個人		前田　はるみ		100

																										個人		前田　正志		100

																										個人		前田　政典		100

																										個人		前田　雅代		100

																										個人		前田　道治		100

																										個人		前山　克己		100

																										個人		前山　利美		100

																										個人		牧　秀孝		100

																										個人		牧　泰則		100

																										個人		牧之内　祐介		100

																										個人		牧坂　壽美子		100

																										個人		牧田　渉		100

																										個人		牧野　加奈		100

																										個人		牧野　由尚		100

																										個人		蒔苗　友規		100

																										個人		槙野　修成		100

																										個人		槙原　由恵		100

																										個人		昌山　裕昭		100

																										個人		升　香里		100

																										個人		升田　博子		100

																										個人		桝谷　梓		100

																										個人		益子　保行		100

																										個人		益田　鮎美		100

																										個人		益留　誠		100

																										個人		増井　博一		100

																										個人		増井　宏幸		100

																										個人		増井　真紀		100

																										個人		増田　寛子		100

																										個人		増田　俊之		100

																										個人		増田　富夫		100

																										個人		増田　秀夫		100

																										個人		増田　未希		100

																										個人		増田　義男		100

																										個人		増平　善信		100

																										個人		増元　由紀		100

																										個人		増山　英男		100

																										個人		町田　圭介		100

																										個人		町田　寿治		100

																										個人		町田　翠		100

																										個人		町田　良		100

																										個人		町田　和靖		100

																										個人		松井　渓		100

																										個人		松井　賢一		100

																										個人		松井　修身		100

																										個人		松井　澄雄		100

																										個人		松井　龍世		100

																										個人		松井　秀博		100

																										個人		松井　宏樹		100

																										個人		松井　勇輔		100

																										個人		松居　卓也		100

																										個人		松家　慎二		100

																										個人		松石　康秀		100

																										個人		松浦　英樹		100

																										個人		松浦　徹		100

																										個人		松浦　康人		100

																										個人		松浦　夕貴		100

																										個人		松尾　大輔		100

																										個人		松尾　寛敏		100

																										個人		松尾　昭		100

																										個人		松尾　昭仁		100

																										個人		松尾　規之		100

																										個人		松岡　悟		100

																										個人		松岡　政和		100

																										個人		松木　明日美		100

																										個人		松隈　誠司		100

																										個人		松隈　由紀		100

																										個人		松崎　有宏		100

																										個人		松崎　泉帆		100

																										個人		松崎　淳		100

																										個人		松崎　武		100

																										個人		松崎　智大		100

																										個人		松崎　文則		100

																										個人		松崎　裕一		100

																										個人		松崎　良		100

																										個人		松島　淑江		100

																										個人		松下　佳史		100

																										個人		松下　健一郎		100

																										個人		松下　顕正		100

																										個人		松下　斉		100

																										個人		松下　讓		100

																										個人		松下　はな枝		100

																										個人		松下　浩治		100

																										個人		松下　律		100

																										個人		松田　大		100

																										個人		松田　強志		100

																										個人		松田　幸子		100

																										個人		松田　靜流		100

																										個人		松田　尚太郎		100

																										個人		松田　聡		100

																										個人		松田　浩一		100

																										個人		松田　洋子		100

																										個人		松田　和重		100

																										個人		松竹　一三		100

																										個人		松谷　あかね		100

																										個人		松谷　香里		100

																										個人		松谷　貴裕		100

																										個人		松谷　忠嗣		100

																										個人		松谷　元気		100

																										個人		松永　恵子		100

																										個人		松永　きみ		100

																										個人		松永　里加子		100

																										個人		松波　怜		100

																										個人		松原　英恵		100

																										個人		松原　武志		100

																										個人		松原　珠代		100

																										個人		松原　輝博		100

																										個人		松原　文雄		100

																										個人		松原　勉		100

																										個人		松原　未菜		100

																										個人		松原　充甫		100

																										個人		松藤　京介		100

																										個人		松本　圭司		100

																										個人		松本　啓		100

																										個人		松本　賢一		100

																										個人		松本　剛実		100

																										個人		松本　章		100

																										個人		松本　進		100

																										個人		松本　武志		100

																										個人		松本　達哉		100

																										個人		松本　鉄太		100

																										個人		松本　智子		100

																										個人		松本　成道		100

																										個人		松本　広		100

																										個人		松本　貢史郎		100

																										個人		松本　義明		100

																										個人		松本　亮一		100

																										個人		松丸　友樹		100

																										個人		松村　新一郎		100

																										個人		松村　覚子		100

																										個人		松村　栄司		100

																										個人		松村　高幸		100

																										個人		松村　充浩		100

																										個人		松元　久典		100

																										個人		的場　功一		100

																										個人		丸井　晴樹		100

																										個人		丸島　明		100

																										個人		丸本　清一郎		100

																										個人		丸山　あゆみ		100

																										個人		丸山　克彦		100

																										個人		丸山　耕志郎		100

																										個人		丸山　渉		100

																										個人		丸山　智子		100

																										個人		丸山　義夫		100

																										個人		三井　杏子		100

																										個人		三井　貴史		100

																										個人		三井　健司		100

																										個人		三井　慎介		100

																										個人		三上　三千代		100

																										個人		三上　祐希		100

																										個人		三浦　絵理子		100

																										個人		三浦　照子		100

																										個人		三浦　康司		100

																										個人		三浦　裕之		100

																										個人		三浦　義信		100

																										個人		三浦　和久		100

																										個人		三木　健太郎		100

																										個人		三木　正郎		100

																										個人		三木　涼太		100

																										個人		三国　きよ子		100

																										個人		三坂　彰史		100

																										個人		三品　祐樹		100

																										個人		三島　大季		100

																										個人		三島　睦美		100

																										個人		三角　秀一		100

																										個人		三田　寛之		100

																										個人		三田　和久		100

																										個人		三宅　明		100

																										個人		三宅　英紀		100

																										個人		三宅　健之		100

																										個人		三宅　伸夫		100

																										個人		三宅　俊彦		100

																										個人		三宅　則子		100

																										個人		三宅　正高		100

																										個人		三宅　より子		100

																										個人		三谷　史郎		100

																										個人		三反田　耕一		100

																										個人		三ツ橋　雄太		100

																										個人		三成　博子		100

																										個人		三根　広大		100

																										個人		三橋　良一		100

																										個人		三林　建太		100

																										個人		三原　幸文		100

																										個人		三村　洋子		100

																										個人		三村　遥		100

																										個人		三好　敦史		100

																										個人		三好　貴文		100

																										個人		三好　幸一郎		100

																										個人		三好　秀佳		100

																										個人		三輪　信幸		100

																										個人		見城　茜		100

																										個人		水上　健二		100

																										個人		水木　戍		100

																										個人		水木　信之		100

																										個人		水口　幸子		100

																										個人		水島　房江		100

																										個人		水田　浩一		100

																										個人		水田　亮		100

																										個人		水田　和子		100

																										個人		水谷　隆良		100

																										個人		水谷　友香		100

																										個人		水戸　秀子		100

																										個人		水野　愛巳		100

																										個人		水野　綾香		100

																										個人		水野　偉智		100

																										個人		水野　貴恵		100

																										個人		水野　貴仁		100

																										個人		水野　孝夫		100

																										個人		水野　達哉		100

																										個人		水野　美知子		100

																										個人		水野　矢彦		100

																										個人		水野　塁		100

																										個人		溝口　育弘		100

																										個人		溝口　伸二		100

																										個人		溝口　弘己		100

																										個人		溝田　浩利		100

																										個人		溝渕　高信		100

																										個人		溝渕　光		100

																										個人		道下　睦国		100

																										個人		道信　智之		100

																										個人		道見　和幸		100

																										個人		光冨　博章		100

																										個人		満塩　隼		100

																										個人		満田　典佳		100

																										個人		満間　智佳子		100

																										個人		皆川　恵信		100

																										個人		湊谷　剛博		100

																										個人		南　重喜		100

																										個人		南　昭洋		100

																										個人		南　拓磨		100

																										個人		南　拓郎		100

																										個人		南　智子		100

																										個人		南　道明		100

																										個人		南方　文雄		100

																										個人		南条　正宏		100

																										個人		南塚　信人		100

																										個人		南場　孝彦		100

																										個人		南部　親成		100

																										個人		源　明日斗		100

																										個人		源　怜奈		100

																										個人		峰岸　燦		100

																										個人		峯山　瑛斗		100

																										個人		箕浦　勝太郎		100

																										個人		箕輪　直枝		100

																										個人		箕輪　浩次		100

																										個人		宮内　裕征		100

																										個人		宮川　太暉		100

																										個人		宮川　宏美		100

																										個人		宮木　久眞		100

																										個人		宮坂　洋介		100

																										個人		宮崎　紀代		100

																										個人		宮嵜　清彦		100

																										個人		宮崎　圭司		100

																										個人		宮崎　佐知子		100

																										個人		宮崎　純子		100

																										個人		宮崎　順子		100

																										個人		宮崎　第五郎		100

																										個人		宮崎　直美		100

																										個人		宮崎　望		100

																										個人		宮崎　亮太		100

																										個人		宮崎　凛		100

																										個人		宮里　和子		100

																										個人		宮澤　一史		100

																										個人		宮澤　祐紀		100

																										個人		宮下　健一		100

																										個人		宮下　幸大		100

																										個人		宮下　充司		100

																										個人		宮下　源都		100

																										個人		宮代　克明		100

																										個人		宮城　有子		100

																										個人		宮城　大輔		100

																										個人		宮城　孝之		100

																										個人		宮園　紘彰		100

																										個人		宮田　幸一		100

																										個人		宮田　晃希		100

																										個人		宮田　昌之		100

																										個人		宮田　良子		100

																										個人		宮田　和弥		100

																										個人		宮地　佐知子		100

																										個人		宮永　大史		100

																										個人		宮野　弘之		100

																										個人		宮原　袈裟夫		100

																										個人		宮原　真紀		100

																										個人		宮古　愛美		100

																										個人		宮本　サナエ		100

																										個人		宮本　千佳		100

																										個人		宮本　直幸		100

																										個人		宮本　美耶子		100

																										個人		宮本　和典		100

																										個人		宮前　洋子		100

																										個人		牟田　まさみ		100

																										個人		向井　太郎		100

																										個人		向井　智恵		100

																										個人		向井　優正		100

																										個人		向出　真広		100

																										個人		麦沢　真吾		100

																										個人		椋本　左洋		100

																										個人		村井　健		100

																										個人		村井　峻悟		100

																										個人		村井　泰世		100

																										個人		村上　恵里佳		100

																										個人		村上　健太		100

																										個人		村上　寿朗		100

																										個人		村上　修一		100

																										個人		村上　千代		100

																										個人		村上　聡美		100

																										個人		村上　隆		100

																										個人		村上　隆夫		100

																										個人		村上　徹		100

																										個人		村上　正治		100

																										個人		村上　雅一		100

																										個人		村上　保彦		100

																										個人		村上　祐哉		100

																										個人		村上　和敬		100

																										個人		村尾　良太		100

																										個人		村岡　勝行		100

																										個人		村川　富美		100

																										個人		村島　順子		100

																										個人		村瀬　尚之		100

																										個人		村瀬　康人		100

																										個人		村田　寿一郎		100

																										個人		村田　尚貴		100

																										個人		村田　慎也		100

																										個人		村田　直樹		100

																										個人		村田　則一		100

																										個人		村田　宏嘉		100

																										個人		村田　康子		100

																										個人		村田　優		100

																										個人		村田　良光		100

																										個人		村野　瑞治		100

																										個人		村野　和也		100

																										個人		村橋　辰夫		100

																										個人		村松　和宏		100

																										個人		村山　正明		100

																										個人		村吉　政晃		100

																										個人		室山　大輔		100

																										個人		目代　真美		100

																										個人		望月　洋輔		100

																										個人		元　正之		100

																										個人		元久　晴夫		100

																										個人		守家　英斗		100

																										個人		守野　晃央		100

																										個人		守屋　喜巳		100

																										個人		守山　理恵		100

																										個人		盛井　一央		100

																										個人		森　藍里		100

																										個人		森　新祐		100

																										個人		森　恵美		100

																										個人		森　教安		100

																										個人		森　健哲		100

																										個人		森　幸子		100

																										個人		森　智史		100

																										個人		森　信也		100

																										個人		森　博昭		100

																										個人		森　政道		100

																										個人		森　佑佳		100

																										個人		森　勇二		100

																										個人		森　由加利		100

																										個人		森　芳子		100

																										個人		森井　康夫		100

																										個人		森井　優輝		100

																										個人		森岡　一		100

																										個人		森岡　榮吉		100

																										個人		森岡　淳彦		100

																										個人		森川　馨		100

																										個人		森川　和政		100

																										個人		森國　宏一郎		100

																										個人		森崎　晃		100

																										個人		森嶋　亜樹		100

																										個人		森島　敏雄		100

																										個人		森島　美樹		100

																										個人		森下　昌寬		100

																										個人		森住　友貴		100

																										個人		森田　雄斗		100

																										個人		森田　久美子		100

																										個人		森田　啓介		100

																										個人		森田　忠		100

																										個人		森田　博喜		100

																										個人		森田　晴子		100

																										個人		森田　諭史		100

																										個人		森田　悠司		100

																										個人		森田　裕之		100

																										個人		森田　和芳		100

																										個人		森高　千詞		100

																										個人		森谷　修巳		100

																										個人		森谷　文恵		100

																										個人		森中　麻知子		100

																										個人		森野　喜義		100

																										個人		森原　恵美		100

																										個人		森藤　瑞恵		100

																										個人		森本　有佳		100

																										個人		森本　英徳		100

																										個人		森本　久美子		100

																										個人		森本　啓二		100

																										個人		森本　忠司		100

																										個人		森本　博海		100

																										個人		森安　健太郎		100

																										個人		森安　信太郎		100

																										個人		森安　和奈		100

																										個人		森山　鈴子		100

																										個人		森吉　丈夫		100

																										個人		諸見里　みゆき		100

																										個人		八木　久欣		100

																										個人		八木　里奈		100

																										個人		八木　達雄		100

																										個人		八木　三重子		100

																										個人		八木　洋一		100

																										個人		八木沼　直記		100

																										個人		八木原　勇斗		100

																										個人		八倉　崇浩		100

																										個人		八坂　優希恵		100

																										個人		八重樫　亮一		100

																										個人		八島　潤子		100

																										個人		八田　直也		100

																										個人		八幡　圭		100

																										個人		矢口　佳代子		100

																										個人		矢口　悟志		100

																										個人		矢倉　淳		100

																										個人		矢作　晃		100

																										個人		矢作　浩		100

																										個人		矢島　考貴		100

																										個人		矢嶋　武		100

																										個人		矢野　哲郎		100

																										個人		矢野　稔		100

																										個人		矢吹　敏行		100

																										個人		矢藤　貴大		100

																										個人		屋式　徳孝		100

																										個人		屋比久　孝		100

																										個人		箭野　心太郎		100

																										個人		役　能之		100

																										個人		薬師寺　健太朗		100

																										個人		薬師寺　翔太		100

																										個人		安生　啓子		100

																										個人		安喜　史		100

																										個人		安田　恵美		100

																										個人		安田　圭佑		100

																										個人		安田　龍生		100

																										個人		安田　俊一		100

																										個人		安田　元也		100

																										個人		安達　清志		100

																										個人		安達　峻彦		100

																										個人		安達　宣克		100

																										個人		安達　俊美		100

																										個人		安永　克成		100

																										個人		安西　富美子		100

																										個人		安部　悦三		100

																										個人		安部　恒		100

																										個人		安藤　育佳		100

																										個人		安藤　郁		100

																										個人		安藤　一徳		100

																										個人		安藤　恵		100

																										個人		安藤　佳永子		100

																										個人		安藤　孝啓		100

																										個人		安藤　聡		100

																										個人		安藤　範樹		100

																										個人		安藤　正純		100

																										個人		安藤　康江		100

																										個人		安藤　亮佑		100

																										個人		安藤　涼平		100

																										個人		安藤　和幸		100

																										個人		安松　徹		100

																										個人		安保　克実		100

																										個人		安保　拓治		100

																										個人		保科　秀幸		100

																										個人		保科　亮祐		100

																										個人		梁　悠樹		100

																										個人		柳　聡諮		100

																										個人		柳　道寿		100

																										個人		柳澤　慎太朗		100

																										個人		柳澤　昌宏		100

																										個人		柳瀬　亜希		100

																										個人		柳田　崇		100

																										個人		柳橋　拓磨		100

																										個人		柳本　順子		100

																										個人		藪　博利		100

																										個人		籔下　俊一		100

																										個人		藪中　幸一		100

																										個人		山内　勝二		100

																										個人		山内　裕治		100

																										個人		山内　楽一		100

																										個人		山内　和明		100

																										個人		山内　和広		100

																										個人		山浦　京子		100

																										個人		山川　慶二郎		100

																										個人		山川　治		100

																										個人		山川　千秋		100

																										個人		山川　泰祐		100

																										個人		山川　綏子		100

																										個人		山岸　郁子		100

																										個人		山岸　清		100

																										個人		山岸　賢次		100

																										個人		山岸　晃司		100

																										個人		山岸　文雄		100

																										個人		山岸　遼太郎		100

																										個人		山口　慧		100

																										個人		山口　嘉明		100

																										個人		山口　貴也		100

																										個人		山口　幸士		100

																										個人		山口　剛礼		100

																										個人		山口　晃史		100

																										個人		山口　菜穂子		100

																										個人		山口　淳一		100

																										個人		山口　翔大		100

																										個人		山口　伸一		100

																										個人		山口　世二		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　トミエ		100

																										個人		山口　富士子		100

																										個人		山口　秀美		100

																										個人		山口　雅義		100

																										個人		山口　稔史		100

																										個人		山口　和人		100

																										個人		山縣　恭平		100

																										個人		山縣　哲孝		100

																										個人		山之内　雅紀		100

																										個人		山崎　喜美則		100

																										個人		山崎　貴晃		100

																										個人		山崎　國廣		100

																										個人		山崎　圭介		100

																										個人		山崎　淑子		100

																										個人		山崎　淳		100

																										個人		山嵜　哲也		100

																										個人		山崎　登彦		100

																										個人		山崎　敏也		100

																										個人		山崎　規生		100

																										個人		山嵜　晴美		100

																										個人		山崎　広之		100

																										個人		山崎　宏治		100

																										個人		山崎　浩司		100

																										個人		山崎　浩次		100

																										個人		山崎　勉		100

																										個人		山崎　真一		100

																										個人		山崎　康嗣		100

																										個人		山崎　靖子		100

																										個人		山崎　勇		100

																										個人		山崎　優太		100

																										個人		山崎　良喜		100

																										個人		山里　憲一		100

																										個人		山下　麻衣子		100

																										個人		山下　一歩		100

																										個人		山下　英法		100

																										個人		山下　大樹		100

																										個人		山下　勝		100

																										個人		山下　希望		100

																										個人		山下　恭市		100

																										個人		山下　純弘		100

																										個人		山下　順子		100

																										個人		山下　聡史		100

																										個人		山下　智		100

																										個人		山下　智弘		100

																										個人		山下　秀博		100

																										個人		山下　真理子		100

																										個人		山下　良幸		100

																										個人		山城　明		100

																										個人		山瀬　日奈		100

																										個人		山田　新太郎		100

																										個人		山田　大介		100

																										個人		山田　慶子		100

																										個人		山田　健司		100

																										個人		山田　献次		100

																										個人		山田　彩乃		100

																										個人		山田　尚登		100

																										個人		山田　尚弥		100

																										個人		山田　将大		100

																										個人		山田　高史		100

																										個人		山田　知世		100

																										個人		山田　敏男		100

																										個人		山田　智賀里		100

																										個人		山田　広樹		100

																										個人		山田　浩幸		100

																										個人		山田　文太郎		100

																										個人		山田　正治		100

																										個人		山田　元弘		100

																										個人		山田　康平		100

																										個人		山田　裕貴		100

																										個人		山田　陽一		100

																										個人		山田　和男		100

																										個人		山谷　智恵子		100

																										個人		山地　照代		100

																										個人		山中　一史		100

																										個人		山中　誠		100

																										個人		山中　牧子		100

																										個人		山中　勇輝		100

																										個人		山中　良介		100

																										個人		山梨　潤紀		100

																										個人		山梨　靖行		100

																										個人		山根　一祥		100

																										個人		山根　清嗣		100

																										個人		山根　栄利子		100

																										個人		山根　崇		100

																										個人		山根　鉄郎		100

																										個人		山根　和明		100

																										個人		山野　春樹		100

																										個人		山野　正高		100

																										個人		山部　肇		100

																										個人		山副　耕一		100

																										個人		山辺　康宏		100

																										個人		山辺　理紗		100

																										個人		山本　泉葉		100

																										個人		山本　一隆		100

																										個人		山本　英津子		100

																										個人		山本　英督		100

																										個人		山本　雄大		100

																										個人		山本　大地		100

																										個人		山本　大祐		100

																										個人		山本　紀代子		100

																										個人		山本　貴大		100

																										個人		山本　恭平		100

																										個人		山本　玄輝		100

																										個人		山本　幸一		100

																										個人		山本　耕司		100

																										個人		山本　治		100

																										個人		山本　尚弘		100

																										個人		山本　祥子		100

																										個人		山本　祥之		100

																										個人		山本　伸一		100

																										個人		山本　伸孝		100

																										個人		山本　千弦		100

																										個人		山本　丈人		100

																										個人		山本　知典		100

																										個人		山本　哲也		100

																										個人		山本　直輝		100

																										個人		山本　信美		100

																										個人		山本　肇		100

																										個人		山本　秀行		100

																										個人		山本　美香		100

																										個人		山本　妙子		100

																										個人		山本　睦男		100

																										個人		山本　元宣		100

																										個人		山本　盛之		100

																										個人		山本　泰寛		100

																										個人		山本　勇		100

																										個人		山本　行紘		100

																										個人		山本　よし子		100

																										個人		山本　由美子		100

																										個人		山路　智		100

																										個人		山宮　かれん		100

																										個人		山村　剛秀		100

																										個人		山室　治人		100

																										個人		鑓田　恒夫		100

																										個人		油川　さち		100

																										個人		湯川　大輝		100

																										個人		湯澤　二三子		100

																										個人		湯本　洋司		100

																										個人		湯本　和隆		100

																										個人		湯室　和夫		100

																										個人		柚原　秀明		100

																										個人		雪本　徹		100

																										個人		指田　貴子		100

																										個人		弓川　和子		100

																										個人		弓場　寛子		100

																										個人		與儀　明彦		100

																										個人		与那原　正勝		100

																										個人		與那嶺　弘次		100

																										個人		余　晴妍		100

																										個人		用水原　嘉一		100

																										個人		横井　幸治		100

																										個人		横内　隆		100

																										個人		横内　博		100

																										個人		横尾　卓也		100

																										個人		横尾　智恵		100

																										個人		横川　貴大		100

																										個人		横川　忠弘		100

																										個人		横木　直弥		100

																										個人		横崎　めぐみ		100

																										個人		横田　昭彦		100

																										個人		横田　昌和		100

																										個人		横原　秀平		100

																										個人		横堀　克幸		100

																										個人		横溝　孝幸		100

																										個人		横溝　拓		100

																										個人		横山　航		100

																										個人		横山　尚平		100

																										個人		横山　将史		100

																										個人		横山　ななみ		100

																										個人		横山　博文		100

																										個人		横山　光宏		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕保		100

																										個人		吉井　博子		100

																										個人		吉井　勇		100

																										個人		吉江　玲子		100

																										個人		吉岡　拓朗		100

																										個人		吉岡　知紘		100

																										個人		吉岡　照子		100

																										個人		吉岡　行雄		100

																										個人		吉賀　紘平		100

																										個人		吉川　剛司		100

																										個人		吉川　周		100

																										個人		吉川　修		100

																										個人		吉川　武仁		100

																										個人		吉川　達也		100

																										個人		吉川　博		100

																										個人		吉川　裕二		100

																										個人		吉川　由紀恵		100

																										個人		吉崎　孝史		100

																										個人		吉澤　寛智		100

																										個人		吉澤　弘子		100

																										個人		吉住　哲		100

																										個人		吉田　恵美		100

																										個人		吉田　恭子		100

																										個人		吉田　久子		100

																										個人		吉田　潔		100

																										個人		吉田　健治		100

																										個人		吉田　幸史		100

																										個人		吉田　之久		100

																										個人		吉田　昭枝		100

																										個人		吉田　千寿也		100

																										個人		吉田　隆峰		100

																										個人		吉田　拓麿		100

																										個人		吉田　哲央		100

																										個人		吉田　典義		100

																										個人		吉田　博俊		100

																										個人		吉田　美佳		100

																										個人		吉田　妙子		100

																										個人		吉田　元昭		100

																										個人		吉田　裕紀		100

																										個人		吉田　洋子		100

																										個人		吉田　由加		100

																										個人		吉田　好恵		100

																										個人		吉田　亮		100

																										個人		吉田　玲		100

																										個人		吉竹　茂利		100

																										個人		吉竹　裕子		100

																										個人		吉富　央子		100

																										個人		吉留　玲緒		100

																										個人		吉永　重成		100

																										個人		吉永　誠		100

																										個人		吉永　正信		100

																										個人		吉永　充孝		100

																										個人		吉成　和江		100

																										個人		吉沼　はるか		100

																										個人		吉野　幸夫		100

																										個人		吉野　幸雄		100

																										個人		吉野　祥		100

																										個人		吉野　安尋		100

																										個人		吉橋　眞由美		100

																										個人		吉原　知子		100

																										個人		吉原　正彦		100

																										個人		吉本　尚		100

																										個人		吉本　侑平		100

																										個人		吉村　一義		100

																										個人		吉村　憲一		100

																										個人		吉村　誠一		100

																										個人		吉村　秀夫		100

																										個人		吉村　真貴		100

																										個人		吉村　昌也		100

																										個人		吉村　元成		100

																										個人		吉山　徹		100

																										個人		芳本　慈央里		100

																										個人		良知　礼子		100

																										個人		呼　思楽		100

																										個人		李　恩卿		100

																										個人		李　思		100

																										個人		劉　柯		100

																										個人		劉　勇進		100

																										個人		和泉　秀文		100

																										個人		和泉　雅夫		100

																										個人		和泉　雅之		100

																										個人		和木　雄治		100

																										個人		和田　幸三		100

																										個人		和田　紘輝		100

																										個人		和田　進		100

																										個人		和田　長		100

																										個人		和田　延江		100

																										個人		和田　真範		100

																										個人		和田　真弓		100

																										個人		和田　光示		100

																										個人		和智　光弘		100

																										個人		輪千　大		100

																										個人		若月　友莉果		100

																										個人		若槻　久義		100

																										個人		若林　信雄		100

																										個人		若松　加代子		100

																										個人		脇　昌弘		100

																										個人		脇坂　弘暢		100

																										個人		脇阪　松代		100

																										個人		脇田　愛子		100

																										個人		脇本　裕夫		100

																										個人		渡部　天彦		100

																										個人		渡部　勝巳		100

																										個人		渡部　敬文		100

																										個人		渡部　俊平		100

																										個人		渡部　真一		100

																										個人		渡部　康裕		100

																										個人		渡部　裕之		100

																										個人		渡辺　亜希子		100

																										個人		渡邉　一博		100

																										個人		渡辺　一平		100

																										個人		渡辺　一弘		100

																										個人		渡辺　英一朗		100

																										個人		渡邉　寛		100

																										個人		渡邊　欣弥		100

																										個人		渡邊　啓太郎		100

																										個人		渡邊　敬介		100

																										個人		渡邉　健太		100

																										個人		渡邉　公平		100

																										個人		渡辺　孝充		100

																										個人		渡邊　茂		100

																										個人		渡邉　淳二		100

																										個人		渡邉　伸一		100

																										個人		渡邉　哲郎		100

																										個人		渡邉　利幸		100

																										個人		渡辺　友佳子		100

																										個人		渡邉　真		100

																										個人		渡邊　槙子		100

																										個人		渡辺　正		100

																										個人		渡辺　正幸		100

																										個人		渡辺　正巳		100

																										個人		渡邊　實		100

																										個人		渡邉　保		100

																										個人		渡邉　泰司		100

																										個人		渡辺　裕幸		100

																										個人		渡邉　由記		100

																										個人		渡辺　義隆		100

																										個人		渡邉　亮		100

																										個人		渡邊　亮		100

																										個人		渡辺　亮二		100

																										個人		渡邉　涼平		100

																										個人		渡辺　和雅		100

																										個人		蕨　悠太		100

																										個人		割石　健		100

																										個人		我喜屋　洋太		100

																										個人		我妻　卓哉		100

																										個人		我妻　美保		100

																										個人		天川商店		100

																										個人		西田　圭吾		100

																										個人		ＳＩＡ　ＣＨＥＥ　ＹＡＮ		100

																										個人		ゴ　チカ		100

																										個人		ＺＨＯＵ　ＷＥＩＪＩＮＧ		100

																										個人		チン　ケンキツ		100

																										個人		Ｄｅｌｓａｕｘ　Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｄｉｄｉｅｒ		100

																										個人		マナーズ　秀子		100

																										個人		柴野　真代		92

																										個人		高見澤　新悟		88

																										個人		西之上　美智子		83

																										個人		宮田　三佳		83

																										個人		宇古　学		82

																										個人		福田　元晃		80

																										個人		鹿子生　共紘		78

																										個人		石川　裕一		75

																										個人		兼田　聖子		74

																										個人		水谷　龍太		74

																										個人		青島　周一		73

																										個人		青木　寛敬		70

																										個人		籠宮　豊		70

																										個人		柴田　幸範		69

																										個人		辻野　克幸		69

																										個人		岡本　弘行		68

																										個人		上地　宣嘉		65

																										個人		天野　賢一		64

																										個人		川添　遥加		63

																										個人		清都　和也		63

																										個人		樫　千早		62

																										個人		満田　智彦		62

																										個人		大渕　魁人		61

																										個人		兜坂　一夫		60

																										個人		土生　幸広		60

																										個人		細谷　彩子		60

																										個人		斉藤　竜也		59

																										個人		清永　圭一		57

																										個人		青木　佑太		56

																										個人		田中　晶人		56

																										個人		伊東　勝弘		55

																										個人		関口　隼人		55

																										個人		渡邉　哲郎		54

																										個人		小林　ゆりえ		53

																										個人		澤山　克枝		53

																										個人		山田　かおる		53

																										個人		市原　正幸		52

																										個人		山内　貴之		52

																										個人		浅見　浩行		50

																										個人		梅田　和紀		50

																										個人		岸田　篤典		50

																										個人		國定　直樹		50

																										個人		栗野　沙織		50

																										個人		佐藤　真		50

																										個人		白井　克佳		50

																										個人		白木　寛和		50

																										個人		城塚　庸行		50

																										個人		中村　健司		50

																										個人		橋詰　浩明		50

																										個人		深味　朝日		50

																										個人		藤井　康弘		50

																										個人		眞野　鈴子		50

																										個人		松澤　紀子		50

																										個人		森　真弓		50

																										個人		安齋　徹哉		50

																										個人		安西　稔行		50

																										個人		山根　浩史		50

																										個人		山本　晃生		50

																										個人		渡邉　泰昌		50

																										個人		細貝　周平		46

																										個人		川口　恭平		45

																										個人		七尾　嘉一		45

																										個人		知念　拓人		45

																										個人		安仁屋　慎一郎		45

																										個人		赤星　拓也		43

																										個人		小梛　淳弥		43

																										個人		花岡　俊幸		43

																										個人		田中　勝		41

																										個人		平塚　功		41

																										個人		尾崎　美幸		40

																										個人		葛西　佳美		40

																										個人		篠原　礼		40

																										個人		鈴木　達郎		40

																										個人		高橋　俊一		40

																										個人		竹内　基起		40

																										個人		豊川　哲次		40

																										個人		西野　文一		40

																										個人		野田　裕暉		40

																										個人		村田　秀斗		40

																										個人		吉里　武彦		40

																										個人		渡邉　健一		40

																										個人		横山　史郎		39

																										個人		小部　幸春		38

																										個人		藤井　一博		37

																										個人		久保田　剛玄		35

																										個人		久保田　進		35

																										個人		月足　元希		35

																										個人		本田　浩章		35

																										個人		山中　達博		35

																										個人		青木　翔平		34

																										個人		河島　芳久		33

																										個人		齋藤　弘樹		32

																										個人		平徳　清志		32

																										個人		菅　龍介		31

																										個人		徳江　昭乃		31

																										個人		赤澤　淳		30

																										個人		江野澤　一三		30

																										個人		大島　久宜		30

																										個人		大滝　雄策		30

																										個人		亀井　英宏		30

																										個人		川口　奈緒美		30

																										個人		川田　佳邦		30

																										個人		小野　正美		30

																										個人		小林　秀子		30

																										個人		佐藤　祥人		30

																										個人		坂本　正司		30

																										個人		榊原　恵理		30

																										個人		柴田　昭雄		30

																										個人		鈴木　聡志		30

																										個人		竹口　信治郎		30

																										個人		永尾　誠		30

																										個人		長瀬　英樹		30

																										個人		成田　祐生		30

																										個人		西山　眞規子		30

																										個人		原田　信雄		30

																										個人		服部　正博		30

																										個人		渡邉　好則		30

																										個人		南方　遼平		28

																										個人		坂上　憲弘		27

																										個人		杉山　勇樹		27

																										個人		原田　咲季		27

																										個人		福島　寛己		27

																										個人		吉川　正健		27

																										個人		鈴木　博人		26

																										個人		新里　竜二		25

																										個人		伊藤　史晃		25

																										個人		大平　正規		25

																										個人		大森　祥行		25

																										個人		奥野　一丈		25

																										個人		片桐　圭		25

																										個人		佐藤　大樹		25

																										個人		佐々木　友矢		25

																										個人		庄堂　浩一		25

																										個人		立花　大嗣		25

																										個人		玉田　清久		25

																										個人		丹羽　広平		25

																										個人		松元　祥起		25

																										個人		鹿島　励		24

																										個人		村橋　諒洸		24

																										個人		酒井　和重		23

																										個人		福井　健志		23

																										個人		大門　寛和		22

																										個人		長谷川　智一		22

																										個人		伊藤　紀明		21

																										個人		飯塚　眞弓		21

																										個人		柏　伊吹		21

																										個人		高田　善弘		21

																										個人		中谷　映子		21

																										個人		宮本　樹希		21

																										個人		望田　三樹夫		21

																										個人		山川　聡士		21

																										個人		井上　慶一		20

																										個人		伊藤　伸一		20

																										個人		飯嶋　寿秀		20

																										個人		池内　大介		20

																										個人		一柳　恵亮		20

																										個人		市村　大樹		20

																										個人		榎本　綾奈		20

																										個人		榎本　宏徳		20

																										個人		大島　千周		20

																										個人		大島　卓三		20

																										個人		大峯　弘幸		20

																										個人		片山　勲		20

																										個人		川島　舞子		20

																										個人		川人　侑弥		20

																										個人		河野　裕一郎		20

																										個人		木村　吉広		20

																										個人		小川　敏広		20

																										個人		小暮　宏美		20

																										個人		坂井　慎一		20

																										個人		嶋崎　ひかり		20

																										個人		十九川　博喜		20

																										個人		杉浦　陽子		20

																										個人		鈴木　茂		20

																										個人		鈴木　直樹		20

																										個人		角谷　嶺		20

																										個人		田代　優也		20

																										個人		高橋　史也		20

																										個人		竹内　優司		20

																										個人		立木　一秀		20

																										個人		俵　恵一郎		20

																										個人		中村　恵		20

																										個人		西本　幸太郎		20

																										個人		野中　拓		20

																										個人		林　佐紀		20

																										個人		広安　省吾		20

																										個人		不破　智誉		20

																										個人		宮本　潤一朗		20

																										個人		室谷　英明		20

																										個人		柳本　藍		20

																										個人		山内　昌磨		20

																										個人		山根　英樹		20

																										個人		山本　晃太郎		20

																										個人		吉岡　宣生		20

																										個人		吉田　健介		20

																										個人		吉田　匡宏		20

																										個人		石山　竜成		19

																										個人		白川　恵子		19

																										個人		伊藤　彰悟		18

																										個人		岩田　登貴子		18

																										個人		山根　崇弘		18

																										個人		山本　政明		18

																										個人		石本　泰久		17

																										個人		黄　英哲		17

																										個人		小森谷　俊之		17

																										個人		榊原　英明		17

																										個人		塚本　直俊		17

																										個人		中井　真一		17

																										個人		本多　弘幸		17

																										個人		砂沢　涼子		16

																										個人		田中　嘉津也		16

																										個人		鶴ケ崎　直也		16

																										個人		秀島　晃		16

																										個人		虻川　大樹		15

																										個人		飯田　貴仁		15

																										個人		稲葉　岳史		15

																										個人		今井　晴香		15

																										個人		今井　洋一郎		15

																										個人		植村　公平		15

																										個人		牛久　信一		15

																										個人		大川　拓真		15

																										個人		大木　和樹		15

																										個人		大本　良次		15

																										個人		河野　慎一		15

																										個人		清水　香理		15

																										個人		小倉　悠平		15

																										個人		小林　多恵子		15

																										個人		佐々木　優		15

																										個人		田中　淳一		15

																										個人		寺田　三千子		15

																										個人		中島　利幸		15

																										個人		永松　正雄		15

																										個人		鍋多　隆史		15

																										個人		平林　孝之		15

																										個人		真鍋　仁		15

																										個人		持田　瞬		15

																										個人		森永　悠斗		15

																										個人		山崎　知美		15

																										個人		山本　貴広		15

																										個人		尾上　真治		14

																										個人		小林　豊		14

																										個人		槌谷　亮輔		14

																										個人		中西　拳斗		14

																										個人		樋口　文哉		14

																										個人		矢部　健一		14

																										個人		吉田　公祐		14

																										個人		吉田　亮平		14

																										個人		青木　厚		13

																										個人		網中　啓太		13

																										個人		大月　活人		13

																										個人		荻内　伸彦		13

																										個人		長谷川　慎		13

																										個人		西田　謙二		13

																										個人		原　直也		13

																										個人		舛田　奈己		13

																										個人		松木　優樹		13

																										個人		三木　将裕		13

																										個人		道下　義憲		13

																										個人		宮下　雅臣		13

																										個人		渡邊　友典		13

																										個人		青木　惇		12

																										個人		旭井　亮一		12

																										個人		今宮　大典		12

																										個人		大石　健太		12

																										個人		大文字　明浩		12

																										個人		大森　敏和		12

																										個人		金子　泰之		12

																										個人		川畑　郊士		12

																										個人		久村　悠人		12

																										個人		谷田　政志		12

																										個人		辻川　恭三		12

																										個人		中村　静香		12

																										個人		羽鳥　悦脩		12

																										個人		橋田　和也		12

																										個人		増井　肇		12

																										個人		南　行男		12

																										個人		宮本　哲弥		12

																										個人		伊藤　寛員		11

																										個人		石田　哲也		11

																										個人		植田　敬三		11

																										個人		岡本　正彦		11

																										個人		佐橋　遼太朗		11

																										個人		坂元　剛		11

																										個人		十川　陽子		11

																										個人		鈴木　豊		11

																										個人		丹治　有貴		11

																										個人		細川　大		11

																										個人		森　富幸		11

																										個人		阿部　一正		10

																										個人		浅野　哲也		10

																										個人		浅野　裕子		10

																										個人		虻川　誠悟		10

																										個人		天野　恵太		10

																										個人		荒賀　奈美		10

																										個人		伊勢崎　和也		10

																										個人		伊藤　七海		10

																										個人		池内　公		10

																										個人		池田　陸斗		10

																										個人		石川　勝也		10

																										個人		市村　拓也		10

																										個人		歌崎　聡		10

																										個人		内藤　克行		10

																										個人		内藤　典子		10

																										個人		梅田　善之		10

																										個人		大陽　慎也		10

																										個人		岡崎　清訓		10

																										個人		加藤　誠耶		10

																										個人		加藤　諭		10

																										個人		笠原　俊二		10

																										個人		神原　義行		10

																										個人		川上　喜丈		10

																										個人		川村　比呂美		10

																										個人		木下　貴道		10

																										個人		木原　惣佑		10

																										個人		木原　遼		10

																										個人		木村　慎吾		10

																										個人		久田　忠司		10

																										個人		国分　俊宏		10

																										個人		熊野　真二		10

																										個人		小澤　美佐恵		10

																										個人		小林　高平		10

																										個人		小松　幸和		10

																										個人		佐藤　あゆみ		10

																										個人		佐々木　文夫		10

																										個人		斉藤　蓉子		10

																										個人		酒井　得二		10

																										個人		志村　和希		10

																										個人		篠塚　佳紀		10

																										個人		柴田　直樹		10

																										個人		習田　優輔		10

																										個人		須貝　正明		10

																										個人		須永　貞司		10

																										個人		須藤　大智		10

																										個人		菅沼　律子		10

																										個人		杉田　裕樹		10

																										個人		田渕　聡		10

																										個人		高嶋　裕介		10

																										個人		竹下　智代		10

																										個人		立山　敏行		10

																										個人		谷広　幸裕		10

																										個人		玉村　庄汰		10

																										個人		柘植　佳孝		10

																										個人		土井　千尋		10

																										個人		土佐　翼		10

																										個人		出雲　玄晨		10

																										個人		寺村　義孝		10

																										個人		中田　恵		10

																										個人		中田　会津美		10

																										個人		永谷　和也		10

																										個人		成田　真也		10

																										個人		西岡　哲志		10

																										個人		錦織　大輔		10

																										個人		畑仲　優輝		10

																										個人		浜崎　恵		10

																										個人		林　祐作		10

																										個人		不藤　仁史		10

																										個人		福田　美穂		10

																										個人		福本　浩平		10

																										個人		藤澤　初海		10

																										個人		藤澤　昌志		10

																										個人		古賀　海人		10

																										個人		古本　幸司		10

																										個人		星野　明浩		10

																										個人		堀米　智		10

																										個人		本間　陽一		10

																										個人		前沢　実		10

																										個人		牧瀬　崇昭		10

																										個人		牧野　慎裕		10

																										個人		松澤　匠		10

																										個人		松本　英敏		10

																										個人		松本　奈央		10

																										個人		水谷　滉希		10

																										個人		宮越　俊行		10

																										個人		森　岳彦		10

																										個人		山川　英彦		10

																										個人		山口　智		10

																										個人		山初　美帆		10

																										個人		山本　温大		10

																										個人		山村　和巳		10

																										個人		渡邊　栄一		10

																										個人		岩崎　啓太		9

																										個人		上雲地　玲奈		9

																										個人		枝川　実代		9

																										個人		木下　大輔		9

																										個人		木浪　俊行		9

																										個人		熊本　正之		9

																										個人		小河　真子		9

																										個人		高橋　健治		9

																										個人		中村　竜也		9

																										個人		林　玄		9

																										個人		福岡　紀美子		9

																										個人		前川　達史		9

																										個人		松本　剛典		9

																										個人		村上　豪		9

																										個人		山下　華麗		9

																										個人		山本　峻士		9

																										個人		吉松　幸彦		9

																										個人		阿部　敦子		8

																										個人		新井　久子		8

																										個人		石川　ひとみ		8

																										個人		今野　航		8

																										個人		今福　將人		8

																										個人		大山　徹		8

																										個人		岡森　美貴		8

																										個人		苅部　幸夫		8

																										個人		串田　真規		8

																										個人		熊谷　一真		8

																										個人		黒崎　直人		8

																										個人		佐久間　和子		8

																										個人		坂尾　直子		8

																										個人		谷本　英幸		8

																										個人		寺田　俊一		8

																										個人		徳永　拓也		8

																										個人		本田　章		8

																										個人		松澤　茜		8

																										個人		松澤　風花		8

																										個人		三井　裕崇		8

																										個人		森田　直紀		8

																										個人		山本　善太		8

																										個人		荒井　太朗		7

																										個人		新沼　正敏		7

																										個人		岩田　諒介		7

																										個人		大田　友希		7

																										個人		カワバタ　カツヒロ		7

																										個人		米須　清陽		7

																										個人		佐藤　吉彦		7

																										個人		酒井　和美		7

																										個人		菅　英治		7

																										個人		鈴木　祐司		7

																										個人		高杉　佳子		7

																										個人		竹内　絢子		7

																										個人		辻村　研二		7

																										個人		出口　秀二		7

																										個人		鳥山　聡		7

																										個人		長尾　昂一		7

																										個人		西方　隆一		7

																										個人		西村　啓佑		7

																										個人		原　泰之		7

																										個人		春日　瑞葉		7

																										個人		百瀬　卓郎		7

																										個人		堀越　由紀子		7

																										個人		松原　康夫		7

																										個人		丸山　康治		7

																										個人		宮下　閑子		7

																										個人		柳川　侑哉		7

																										個人		吉岡　茂		7

																										個人		吉田　亮		7

																										個人		マルトノ　ヒンドラ		7

																										個人		浅見　陽平		6

																										個人		天野　貴人		6

																										個人		伊藤　大介		6

																										個人		伊藤　高広		6

																										個人		石垣　朋彦		6

																										個人		石黒　歩暉		6

																										個人		入江　正		6

																										個人		大原　悠人		6

																										個人		岡野　浩実		6

																										個人		川久保　虹輝		6

																										個人		川口　宏幸		6

																										個人		岸田　侑也		6

																										個人		清野　文嘉		6

																										個人		久保　雄司		6

																										個人		國島　淑子		6

																										個人		小早川　和輝		6

																										個人		小林　智香子		6

																										個人		佐々木　貴章		6

																										個人		佐々木　拓哉		6

																										個人		白江　太貴		6

																										個人		鈴木　華子		6

																										個人		碩　巳年		6

																										個人		田村　仁		6

																										個人		竹沢　真		6

																										個人		竹原　明洋		6

																										個人		棚木　すず香		6

																										個人		中村　成吾		6

																										個人		根本　隆史		6

																										個人		兵藤　常男		6

																										個人		星合　祐太		6

																										個人		星野　治巳		6

																										個人		増井　晃		6

																										個人		松本　和樹		6

																										個人		水野　貴夫		6

																										個人		宮崎　一泰		6

																										個人		山田　貴子		6

																										個人		山本　拓也		6

																										個人		吉田　大介		6

																										個人		秋元　柊		5

																										個人		有村　健		5

																										個人		伊藤　航		5

																										個人		生田　恵子		5

																										個人		板垣　浩彰		5

																										個人		今野　晋平		5

																										個人		内村　健樹		5

																										個人		大泉　優		5

																										個人		大久保　開航		5

																										個人		岡坂　勇治		5

																										個人		岡崎　雅治		5

																										個人		音田　正則		5

																										個人		加藤　政幸		5

																										個人		柿内　健		5

																										個人		樫尾　久幸		5

																										個人		金丸　直樹		5

																										個人		亀川　拓也		5

																										個人		亀山　晃希		5

																										個人		川上　渚		5

																										個人		久保田　明史		5

																										個人		工藤　恭裕		5

																										個人		栗原　稔		5

																										個人		黒木　悟之		5

																										個人		桑折　勝信		5

																										個人		桑原　扶美		5

																										個人		小合澤　誠美		5

																										個人		小畑　良介		5

																										個人		小林　慶子		5

																										個人		五十嵐　裕太		5

																										個人		佐藤　保衛		5

																										個人		齊藤　香里		5

																										個人		堺　貴彦		5

																										個人		澤田　力		5

																										個人		重　雄飛		5

																										個人		篠塚　浩		5

																										個人		柴田　哲男		5

																										個人		末延　一彦		5

																										個人		杉山　潤		5

																										個人		住田　直子		5

																										個人		角屋　栄治		5

																										個人		千島　峻		5

																										個人		千頭　直		5

																										個人		田中　美幸		5

																										個人		高橋　優斗		5

																										個人		瀧森　桃		5

																										個人		竹井　修平		5

																										個人		玉置　遼		5

																										個人		土屋　雄太		5

																										個人		鳥井　貴人		5

																										個人		中辻　拡興		5

																										個人		中村　好博		5

																										個人		仲宗根　広		5

																										個人		長谷川　裕一		5

																										個人		長橋　亮一		5

																										個人		成瀬　哲資		5

																										個人		成田　萌		5

																										個人		野間　光		5

																										個人		箱崎　智宏		5

																										個人		橋野　和幸		5

																										個人		比屋根　和史		5

																										個人		東　諒太朗		5

																										個人		平川　節子		5

																										個人		平原　謙一		5

																										個人		福島　大介		5

																										個人		福島　純一		5

																										個人		藤崎　智弘		5

																										個人		藤田　卓也		5

																										個人		細島　直子		5

																										個人		眞田　秀一		5

																										個人		丸山　勢衣子		5

																										個人		水野　智雄		5

																										個人		麦沢　一博		5

																										個人		森　俊哉		5

																										個人		森　和宣		5

																										個人		森川　裕介		5

																										個人		森村　哲久		5

																										個人		八木　将之		5

																										個人		柳橋　和美		5

																										個人		山川　真		5

																										個人		山崎　実		5

																										個人		山田　基生		5

																										個人		山田　卓弥		5

																										個人		山中　武		5

																										個人		山根　満		5

																										個人		吉田　喜和子		5

																										個人		吉田　豪		5

																										個人		吉原　功		5

																										個人		吉村　淳一		5

																										個人		若原　雅斗		5

																										個人		渡邉　真由良		5

																										個人		渡辺　翼		5

																										個人		赤澤　常雄		4

																										個人		新井　弘毅		4

																										個人		井上　欣也		4

																										個人		井垣　嘉之		4

																										個人		生野　要一		4

																										個人		石井　忠		4

																										個人		今泉　栄城		4

																										個人		岩瀬　泰介		4

																										個人		上野　秀征		4

																										個人		大島　涼		4

																										個人		大和田　純平		4

																										個人		岡澤　誠一		4

																										個人		岡野　桂子		4

																										個人		岡本　拓真		4

																										個人		金子　麻由美		4

																										個人		川村　直巳		4

																										個人		北條　俊彦		4

																										個人		草柳　善行		4

																										個人		小澤　馨司		4

																										個人		小西　弘朗		4

																										個人		五百部　益次郎		4

																										個人		後藤　幸恵		4

																										個人		齋藤　大海		4

																										個人		齋藤　盛之		4

																										個人		下村　和輝		4

																										個人		関原　祐治		4

																										個人		宗川　晃士		4

																										個人		田上　直樹		4

																										個人		高橋　淑子		4

																										個人		高橋　友佳子		4

																										個人		高橋　洋士郎		4

																										個人		瀧ヶ平　将人		4

																										個人		瀧澤　眞理子		4

																										個人		竹道　祥太		4

																										個人		土屋　武		4

																										個人		中村　喜一		4

																										個人		中山　大輔		4

																										個人		永田　洋之		4

																										個人		仲間　道延		4

																										個人		仲渡　孝雄		4

																										個人		二宮　秀紀		4

																										個人		西本　征太郎		4

																										個人		野上　大樹		4

																										個人		橋本　充弘		4

																										個人		橋本　康太		4

																										個人		濱先　孝行		4

																										個人		平川　亮		4

																										個人		舟橋　悟		4

																										個人		細野　千佳子		4

																										個人		松尾　優希		4

																										個人		松葉　和昌		4

																										個人		美澄　祐太		4

																										個人		牟田　諒太		4

																										個人		森西　賢		4

																										個人		安達　正敏		4

																										個人		横路　彩子		4

																										個人		横山　広大		4

																										個人		吉田　桃子		4

																										個人		吉田　和史		4

																										個人		阿部　孝博		3

																										個人		相川　亜美		3

																										個人		浅野　雅也		3

																										個人		梓　裕介		3

																										個人		新田　孝仁		3

																										個人		新山　正栄		3

																										個人		井上　哲徳		3

																										個人		伊東　俊介		3

																										個人		家富　稔		3

																										個人		池田　達哉		3

																										個人		市川　智絵		3

																										個人		稲山　ますみ		3

																										個人		岩崎　理		3

																										個人		岩田　裕一		3

																										個人		宇治　優太		3

																										個人		上野　建吾		3

																										個人		浦崎　訓子		3

																										個人		尾上　侑		3

																										個人		大西　一希		3

																										個人		大野　祥恵		3

																										個人		大場　歩		3

																										個人		大橋　賢太郎		3

																										個人		大和田　ソライリィ		3

																										個人		岡崎　直人		3

																										個人		岡田　尚		3

																										個人		岡村　信彦		3

																										個人		加藤　洋典		3

																										個人		嘉藤　諒		3

																										個人		笠井　巌		3

																										個人		片山　一則		3

																										個人		片山　晃一		3

																										個人		金澤　真吾		3

																										個人		金山　修三		3

																										個人		神谷　治行		3

																										個人		神原　正典		3

																										個人		柄田　直子		3

																										個人		川縁　賢二		3

																										個人		喜多　康介		3

																										個人		国府田　重人		3

																										個人		剣持　幸大		3

																										個人		小田　雄紀		3

																										個人		小田切　明広		3

																										個人		小田切　満明		3

																										個人		小野上　英樹		3

																										個人		小林　秀夫		3

																										個人		小林　真一		3

																										個人		近藤　大輔		3

																										個人		佐藤　憲司		3

																										個人		佐藤　幸代		3

																										個人		佐藤　雅俊		3

																										個人		佐藤　康史		3

																										個人		齊藤　和幸		3

																										個人		篠田　隆司		3

																										個人		菅原　弘規		3

																										個人		田口　大樹		3

																										個人		立石　知宇		3

																										個人		谷川　顕		3

																										個人		樽井　孝紀		3

																										個人		土井　将之		3

																										個人		寺岡　秀晃		3

																										個人		中里　彰秀		3

																										個人		永島　伸浩		3

																										個人		仲　陽平		3

																										個人		長井　悠		3

																										個人		楢戸　章浩		3

																										個人		根本　洋司		3

																										個人		橋本　規宏		3

																										個人		原田　佳祐		3

																										個人		伴野　裕哉		3

																										個人		樋口　智代		3

																										個人		東風谷　亮太		3

																										個人		菱沼　由梨		3

																										個人		福田　研二郎		3

																										個人		伏木　將人		3

																										個人		伏田　恵一		3

																										個人		藤崎　拓也		3

																										個人		藤田　陽一		3

																										個人		藤吉　浩次		3

																										個人		穂苅　侑希		3

																										個人		眞岡　朋光		3

																										個人		眞野　勇輝		3

																										個人		松下　恭一郎		3

																										個人		松野　優紀		3

																										個人		松林　久美子		3

																										個人		松原　佑一郎		3

																										個人		松本　貴志		3

																										個人		松本　泰実		3

																										個人		松本　緩奈		3

																										個人		三宅　小春		3

																										個人		三谷　政利		3

																										個人		村田　久尭		3

																										個人		室越　直樹		3

																										個人		森下　英一		3

																										個人		八田　豊		3

																										個人		八日市屋　和子		3

																										個人		矢内　正弘		3

																										個人		安藤　匠		3

																										個人		保阪　秀成		3

																										個人		山崎　秀貴		3

																										個人		山田　翔太		3

																										個人		山田　知彦		3

																										個人		山田　正春		3

																										個人		渡邊　啓太		3

																										個人		渡辺　由佳理		3

																										個人		ＰＩＡＯ　ＬＩＮＡ		3

																										個人		阿部　康裕		2

																										個人		青柳　秀季		2

																										個人		秋村　龍吾		2

																										個人		浅川　征規		2

																										個人		朝倉　秀人		2

																										個人		足立　裕樹		2

																										個人		有坂　臣由		2

																										個人		有光　佐千子		2

																										個人		伊藤　潤		2

																										個人		伊藤　信理		2

																										個人		池上　京佑		2

																										個人		池田　恭介		2

																										個人		池田　麗衣		2

																										個人		池野　由布子		2

																										個人		池間　智		2

																										個人		石井　綾子		2

																										個人		石川　新		2

																										個人		石黒　健治		2

																										個人		石田　博己		2

																										個人		石塚　泰斗		2

																										個人		一色　啓旦		2

																										個人		岩田　彩子		2

																										個人		鵜生川　雅己		2

																										個人		大石　泰史		2

																										個人		大亀　慎也		2

																										個人		太田　慎吾		2

																										個人		大高　拓未		2

																										個人		大野　拓也		2

																										個人		大橋　拓矢		2

																										個人		大橋　昌之		2

																										個人		大矢知　宏幸		2

																										個人		岡田　直樹		2

																										個人		沖山　晴央		2

																										個人		奥村　正章		2

																										個人		恩庄　一益		2

																										個人		加藤　修也		2

																										個人		嘉納　悠史		2

																										個人		柏木　太陽		2

																										個人		門澤　美佳		2

																										個人		金川　宏美		2

																										個人		金城　純一		2

																										個人		金城　輝		2

																										個人		金津　洋平		2

																										個人		神田　知永子		2

																										個人		榧下　翔太		2

																										個人		川崎　泰成		2

																										個人		管谷　勇人		2

																										個人		木下　学		2

																										個人		黄　真美		2

																										個人		北村　鍛充		2

																										個人		清水　公太		2

																										個人		久壽居　唯		2

																										個人		栗原　啓樹		2

																										個人		栗山　あかり		2

																										個人		黒田　真帆		2

																										個人		郡司　祥和		2

																										個人		小川　雅代		2

																										個人		小鷹　喜久		2

																										個人		小林　功敬		2

																										個人		小林　武史		2

																										個人		小林　充祥		2

																										個人		小林　勇一		2

																										個人		小松　重徳		2

																										個人		小宮　輝亮		2

																										個人		小柳　良		2

																										個人		小柳　諒祐		2

																										個人		近澤　卓哉		2

																										個人		佐藤　証		2

																										個人		佐々木　俊		2

																										個人		齋田　俊輔		2

																										個人		坂　満		2

																										個人		坂口　雄大		2

																										個人		坂田　裕介		2

																										個人		坂本　紳之介		2

																										個人		澤田　康佑		2

																										個人		塩野　泰美		2

																										個人		篠塚　健太		2

																										個人		柴　智明		2

																										個人		下田　直樹		2

																										個人		城津　樹里		2

																										個人		菅根　利明		2

																										個人		杉浦　忠志		2

																										個人		杉山　斗志雄		2

																										個人		杉山　典子		2

																										個人		鈴木　徹		2

																										個人		関　美保世		2

																										個人		曽谷　翼		2

																										個人		田口　将人		2

																										個人		田島　裕也		2

																										個人		田中　博則		2

																										個人		多田　将人		2

																										個人		高井　菜摘		2

																										個人		高澤　周示		2

																										個人		高橋　一樹		2

																										個人		高橋　縁		2

																										個人		高橋　格		2

																										個人		高橋　淳		2

																										個人		高橋　泰行		2

																										個人		高本　大介		2

																										個人		高山　群基		2

																										個人		竹内　啓城		2

																										個人		谷口　勝美		2

																										個人		種石　吉記		2

																										個人		民部　佳代		2

																										個人		土井　さえこ		2

																										個人		土屋　秀之		2

																										個人		友野　憲一		2

																										個人		中尾　友彦		2

																										個人		中里　睦		2

																										個人		中沢　圭史		2

																										個人		中田　次記		2

																										個人		中西　一彰		2

																										個人		中村　匡孝		2

																										個人		中村　直子		2

																										個人		中村　直也		2

																										個人		中村　正臣		2

																										個人		長澤　里佳		2

																										個人		長谷川　雅史		2

																										個人		楢崎　あかね		2

																										個人		西野　麻里		2

																										個人		西野　正行		2

																										個人		沼澤　和利		2

																										個人		乗松　里江		2

																										個人		萩原　徳夫		2

																										個人		橋詰　政一		2

																										個人		浜田　潤一		2

																										個人		早矢仕　章太		2

																										個人		林　優樹		2

																										個人		日高　優		2

																										個人		平田　久美子		2

																										個人		廣間　隆行		2

																										個人		福岡　正孝		2

																										個人		福田　圭佑		2

																										個人		福田　博文		2

																										個人		福本　博基		2

																										個人		藤田　裕嗣		2

																										個人		藤野　守		2

																										個人		藤本　進		2

																										個人		藤本　昌弘		2

																										個人		船石　啓介		2

																										個人		舩越　元		2

																										個人		古賀　充		2

																										個人		兵藤　章市		2

																										個人		邉見　智弘		2

																										個人		星野　則昭		2

																										個人		堀井　絢人		2

																										個人		前田　順子		2

																										個人		牧内　彩香		2

																										個人		松尾　加奈子		2

																										個人		松島　太一		2

																										個人		松永　耕輔		2

																										個人		松林　栄治		2

																										個人		松元　清		2

																										個人		丸橋　憲		2

																										個人		圓谷　真		2

																										個人		三浦　裕太郎		2

																										個人		三浦　洋一		2

																										個人		三澤　哲朗		2

																										個人		水沼　謙一		2

																										個人		水野尾　勇司		2

																										個人		宮川　満		2

																										個人		森田　卓也		2

																										個人		矢野　貴博		2

																										個人		矢吹　健一		2

																										個人		安井　隆博		2

																										個人		安東　智幸		2

																										個人		山室　達也		2

																										個人		行旨　祐三		2

																										個人		吉田　佳弘		2

																										個人		吉田　洋介		2

																										個人		吉村　淳史		2

																										個人		渡邊　崇		2

																										個人		渡邉　直之		2

																										個人		阿波連　陽一		1

																										個人		阿部　貴則		1

																										個人		阿部　弘		1

																										個人		赤池　直枝		1

																										個人		浅野　潤子		1

																										個人		浅野　俊幸		1

																										個人		芦阪　伸二		1

																										個人		天河　和士		1

																										個人		新開　勇希		1

																										個人		有野　健一		1

																										個人		有吉　辰教		1

																										個人		井上　善仁		1

																										個人		井上　真一		1

																										個人		井村　豪		1

																										個人		伊東　利明		1

																										個人		伊藤　弘明		1

																										個人		伊藤　浩三		1

																										個人		飯嶋　毅洋		1

																										個人		飯島　のぞみ		1

																										個人		飯田　剛志		1

																										個人		池崎　紹美		1

																										個人		池田　勝		1

																										個人		池田　栄二		1

																										個人		池村　美代		1

																										個人		石井　睦典		1

																										個人		石川　茜		1

																										個人		石川　明広		1

																										個人		石川　知佳		1

																										個人		石関　結衣		1

																										個人		石田　洋平		1

																										個人		石塚　義政		1

																										個人		石橋　大輔		1

																										個人		一之瀬　正寛		1

																										個人		市川　智也		1

																										個人		壱岐　和幸		1

																										個人		稲田　喜照		1

																										個人		稲手　拓哉		1

																										個人		今成　泰司		1

																										個人		今野　太介		1

																										個人		入山　友宏		1

																										個人		岩井　伸介		1

																										個人		岩崎　裕樹		1

																										個人		岩見　達磨		1

																										個人		岩見　祐哉		1

																										個人		宇都宮　麻那		1

																										個人		上野　智		1

																										個人		上野山　絵奈		1

																										個人		植田　真由子		1

																										個人		植原　暢哉		1

																										個人		臼井　隆文		1

																										個人		臼杵　悟朗		1

																										個人		内田　峻介		1

																										個人		内藤　千鶴		1

																										個人		梅田　久仁子		1

																										個人		江口　利宏		1

																										個人		江副　弘隆		1

																										個人		江渕　司朗		1

																										個人		榎本　健太		1

																										個人		蛯名　政之		1

																										個人		遠藤　さおり		1

																										個人		遠藤　静		1

																										個人		遠藤　修平		1

																										個人		遠藤　伸也		1

																										個人		尾迫　篤		1

																										個人		大江　忠右衛門		1

																										個人		大久保　正広		1

																										個人		大澤　和弘		1

																										個人		大島　一希		1

																										個人		大島　幸範		1

																										個人		太田　武司		1

																										個人		大竹　秀男		1

																										個人		大谷　修		1

																										個人		大西　康嗣		1

																										個人		大野　幸雄		1

																										個人		大橋　富士雄		1

																										個人		大濱　初夫		1

																										個人		大原　涼平		1

																										個人		大東　賢哉		1

																										個人		大薮　雅代		1

																										個人		大山　杏菜		1

																										個人		岡田　寛		1

																										個人		岡本　孝祐		1

																										個人		荻野　元大		1

																										個人		落合　紗代		1

																										個人		落合　依子		1

																										個人		カシザキ　トモエ		1

																										個人		加瀨　一浩		1

																										個人		加瀬　正紀		1

																										個人		加藤　順子		1

																										個人		加藤　哲也		1

																										個人		加藤　広章		1

																										個人		影山　喜也		1

																										個人		柏原　康弘		1

																										個人		梶ケ谷　孝浩		1

																										個人		片倉　隆平		1

																										個人		片山　沙紀		1

																										個人		勝畑　恭子		1

																										個人		勝畑　優作		1

																										個人		勝畑　和美		1

																										個人		門田　顕真		1

																										個人		金子　操		1

																										個人		金澤　充		1

																										個人		金田　敦徳		1

																										個人		金野　裕子		1

																										個人		兼平　舞美		1

																										個人		鎌倉　勉		1

																										個人		神山　達哉		1

																										個人		川井　康平		1

																										個人		川上　睦美		1

																										個人		川口　浩一		1

																										個人		川嶋　優治		1

																										個人		川瀬　太啓		1

																										個人		川田　靖		1

																										個人		川原崎　隆一郎		1

																										個人		川村　幸弘		1

																										個人		河野　律子		1

																										個人		乾　宏史		1

																										個人		管谷　理惠子		1

																										個人		木下　貴史		1

																										個人		木ノ島　雄介		1

																										個人		木村　海優		1

																										個人		木村　香織		1

																										個人		木村　春翔		1

																										個人		木村　裕二郎		1

																										個人		菊池　武		1

																										個人		菊池　道彦		1

																										個人		菊地　貞彰		1

																										個人		菊山　直樹		1

																										個人		岸川　和広		1

																										個人		北本　英司		1

																										個人		北村　誠		1

																										個人		久保　慎也		1

																										個人		久保　奈都美		1

																										個人		工藤　夏樹		1

																										個人		葛西　径		1

																										個人		轡　康裕		1

																										個人		倉田　一祐		1

																										個人		桑原　雅代		1

																										個人		桑原　塁		1

																										個人		小泉　一廣		1

																										個人		小泉　隼		1

																										個人		小川　直也		1

																										個人		小川　浩治		1

																										個人		小坂　真奈美		1

																										個人		小坂井　敬介		1

																										個人		小沢　忠史		1

																										個人		小島　裕美香		1

																										個人		小野　一		1

																										個人		小林　大祐		1

																										個人		小林　孝弘		1

																										個人		小林　千草		1

																										個人		小林　光		1

																										個人		小林　亮介		1

																										個人		小松　遼介		1

																										個人		小山　啓介		1

																										個人		後藤　千景		1

																										個人		合田　悟		1

																										個人		越智　雅也		1

																										個人		米田　功二		1

																										個人		米田　忠昭		1

																										個人		米山　裕生		1

																										個人		近藤　真生		1

																										個人		佐藤　雄太		1

																										個人		佐藤　大樹		1

																										個人		佐藤　剛志		1

																										個人		佐藤　菜津美		1

																										個人		佐藤　淳		1

																										個人		佐藤　光春		1

																										個人		佐藤　峰生		1

																										個人		斉藤　貴文		1

																										個人		坂口　恭久		1

																										個人		坂本　誠		1

																										個人		坂本　文芳		1

																										個人		坂本　眞弓		1

																										個人		坂本　雅昭		1

																										個人		境田　英彰		1

																										個人		崎田　美和		1

																										個人		櫻井　夏未		1

																										個人		里居　佑樹		1

																										個人		澤木　健利		1

																										個人		志賀　隆寿		1

																										個人		茂木　大樹		1

																										個人		茂木　勇己		1

																										個人		重田　広恵		1

																										個人		靜　浩太		1

																										個人		篠原　宏彰		1

																										個人		柴崎　盛治		1

																										個人		嶋田　晃司		1

																										個人		嶋田　祥		1

																										個人		下畑　浩隆		1

																										個人		釈迦郡　弘子		1

																										個人		白石　直嗣		1

																										個人		須藤　直之		1

																										個人		杉山　逸未		1

																										個人		鈴木　一成		1

																										個人		鈴木　慎太郎		1

																										個人		鈴木　聖得		1

																										個人		鈴木　誠		1

																										個人		鈴木　浩一		1

																										個人		鈴木　雅彦		1

																										個人		角田　悠		1

																										個人		角場　洋平		1

																										個人		瀬戸口　正二		1

																										個人		征矢野　詩織		1

																										個人		関野　勇生		1

																										個人		芹澤　敏		1

																										個人		曽江　幸示		1

																										個人		曽江　哲也		1

																										個人		曽江　直子		1

																										個人		曽爾　浩太郎		1

																										個人		曽我　梓		1

																										個人		曽我部　翔多		1

																										個人		田口　博一		1

																										個人		田口　光一		1

																										個人		田財　里奈		1

																										個人		田里　宗章		1

																										個人		田尻　美香子		1

																										個人		田中　一史		1

																										個人		田中　逸子		1

																										個人		田中　孝平		1

																										個人		田中　昂		1

																										個人		田中　栄治		1

																										個人		田中　敏夫		1

																										個人		田中　直樹		1

																										個人		田中　成		1

																										個人		田中　悠介		1

																										個人		田部井　諒		1

																										個人		田村　智史		1

																										個人		田村　由美		1

																										個人		高岡　一博		1

																										個人		高城　さおり		1

																										個人		高田　歩		1

																										個人		高野　洸		1

																										個人		高橋　郁子		1

																										個人		高橋　大明		1

																										個人		高橋　太一		1

																										個人		高橋　静		1

																										個人		高橋　尋重		1

																										個人		高橋　建人		1

																										個人		高橋　俊夫		1

																										個人		高橋　義直		1

																										個人		高橋　和宏		1

																										個人		滝澤　拓也		1

																										個人		竹田　章		1

																										個人		竹田　稔		1

																										個人		橘　和寿		1

																										個人		舘野　佑樹		1

																										個人		谷亀　寛泰		1

																										個人		谷口　友一		1

																										個人		知識　寛之		1

																										個人		津田　奈美		1

																										個人		対馬　大和		1

																										個人		塚田　亘		1

																										個人		土屋　雄二		1

																										個人		土屋　聖人		1

																										個人		出井　大晃		1

																										個人		寺尾　雅子		1

																										個人		寺田　久和		1

																										個人		トクヒラ　チエ		1

																										個人		戸田　勇治		1

																										個人		都丸　克典		1

																										個人		徳賀　美佳		1

																										個人		德永　幸子		1

																										個人		富原　健		1

																										個人		奈良原　彩		1

																										個人		中川　翔平		1

																										個人		中澤　晃一		1

																										個人		中澤　康		1

																										個人		中島　紀伊知		1

																										個人		中島　敬太郎		1

																										個人		中島　朗		1

																										個人		中谷　真規		1

																										個人		中西　美奈子		1

																										個人		中野　嘉大		1

																										個人		中野　正章		1

																										個人		中村　啓二		1

																										個人		中村　敏則		1

																										個人		中村　美子		1

																										個人		中山　淳子		1

																										個人		中山　淳之		1

																										個人		永戸　智宏		1

																										個人		永戸　悠介		1

																										個人		仲川　清隆		1

																										個人		長岡　菫		1

																										個人		長坂　洸和		1

																										個人		長坂　深雪		1

																										個人		長谷川　佳祐		1

																										個人		長谷川　千晃		1

																										個人		長屋　秀人		1

																										個人		成澤　彰		1

																										個人		難波　靖		1

																										個人		二瓶　豪崇		1

																										個人		二瓶　さつき		1

																										個人		西岡　聡志		1

																										個人		西川　雄大		1

																										個人		西迫　知美		1

																										個人		西田　豊		1

																										個人		西橋　昌也		1

																										個人		西本　潤		1

																										個人		西村　敏幸		1

																										個人		西村　真之介		1

																										個人		西村　実展		1

																										個人		布元　美絵		1

																										個人		根比　広大		1

																										個人		野澤　隆則		1

																										個人		野島　裕介		1

																										個人		野瀬　隆広		1

																										個人		野中　新一郎		1

																										個人		野村　崇		1

																										個人		野村　祐一郎		1

																										個人		野村　和生		1

																										個人		野々村　俊江		1

																										個人		野々村　万里子		1

																										個人		能美　佑		1

																										個人		信江　道弘		1

																										個人		羽根　伸鷹		1

																										個人		馬江　勉		1

																										個人		馬場　英彰		1

																										個人		端場　仁大		1

																										個人		橋本　武彦		1

																										個人		畑崎　義忠		1

																										個人		畑田　和良		1

																										個人		花園　広平		1

																										個人		浜田　由希		1

																										個人		林　賢二		1

																										個人		林　伸昭		1

																										個人		林　秀樹		1

																										個人		林　雅之		1

																										個人		原　睦子		1

																										個人		原岡　大輔		1

																										個人		原口　みなみ		1

																										個人		原澤　大志		1

																										個人		原嶌　雄二		1

																										個人		原田　剛		1

																										個人		針替　史博		1

																										個人		春田　孝浩		1

																										個人		春日　英俊		1

																										個人		日浅　雅人		1

																										個人		日高　加絵		1

																										個人		日比野　芽		1

																										個人		樋口　慎太郎		1

																										個人		東野　真		1

																										個人		東村　智朗		1

																										個人		百崎　恭平		1

																										個人		平井　ミキ		1

																										個人		平之内　博行		1

																										個人		深谷　祥吾		1

																										個人		服部　嘉晴		1

																										個人		福島　奈保子		1

																										個人		福永　貴寛		1

																										個人		福山　苑美		1

																										個人		福山　嘉晃		1

																										個人		藤井　征英		1

																										個人		藤永　愛梨		1

																										個人		藤村　誠喜		1

																										個人		淵崎　将		1

																										個人		鮒橋　研一		1

																										個人		舩本　成就		1

																										個人		古賀　邦彦		1

																										個人		古川　裕		1

																										個人		別所　利一		1

																										個人		帆足　宗和		1

																										個人		堀江　昌博		1

																										個人		堀河　佑太朗		1

																										個人		堀口　加代子		1

																										個人		堀口　秀司		1

																										個人		真木　章仁		1

																										個人		前田　康統		1

																										個人		前田　祐助		1

																										個人		牧田　成央		1

																										個人		牧野　麻友美		1

																										個人		牧野　朗		1

																										個人		増田　将士		1

																										個人		増田　稔大		1

																										個人		増渕　高照		1

																										個人		町田　哲也		1

																										個人		町田　由嘉		1

																										個人		松井　ひとみ		1

																										個人		松島　憲雄		1

																										個人		松嶋　誠一郎		1

																										個人		松下　洋輔		1

																										個人		松永　伸治		1

																										個人		松永　俊也		1

																										個人		松葉　吉行		1

																										個人		松本　拓也		1

																										個人		松本　則秀		1

																										個人		松本　弘司		1

																										個人		松本　光恵		1

																										個人		松村　哲好		1

																										個人		丸子　薫生		1

																										個人		丸澤　廣芳		1

																										個人		三浦　到		1

																										個人		三ツ木　和也		1

																										個人		三宮　恒一		1

																										個人		右高　克己		1

																										個人		水野　誠		1

																										個人		水野　智		1

																										個人		道見　潤生		1

																										個人		南　竜輔		1

																										個人		宮　智子		1

																										個人		宮崎　優汰		1

																										個人		宮澤　由美子		1

																										個人		宮地　弘		1

																										個人		宮本　英明		1

																										個人		宮本　政毅		1

																										個人		宮本　吉晴		1

																										個人		向口　公伸		1

																										個人		村田　由佳		1

																										個人		村田　和章		1

																										個人		持田　一行		1

																										個人		望月　佑輝		1

																										個人		守田　優美		1

																										個人		森　公一		1

																										個人		森　茂樹		1

																										個人		森井　太一		1

																										個人		森岡　茂		1

																										個人		森岡　浩美		1

																										個人		森川　知穂		1

																										個人		森下　晃輝		1

																										個人		森下　慎司		1

																										個人		森田　大介		1

																										個人		森橋　清一		1

																										個人		森橋　佐智子		1

																										個人		森脇　克久		1

																										個人		矢田　章史		1

																										個人		矢間　清浩		1

																										個人		安田　恭高		1

																										個人		安藤　大輔		1

																										個人		安孫子　紀之		1

																										個人		保坂　勝男		1

																										個人		柳瀬　正人		1

																										個人		山内　健嗣		1

																										個人		山尾　晃司		1

																										個人		山川　貴弘		1

																										個人		山口　祐也		1

																										個人		山崎　覚史		1

																										個人		山崎　孝久		1

																										個人		山崎　遼太郎		1

																										個人		山下　直香		1

																										個人		山城　栄一		1

																										個人		山田　誠		1

																										個人		山田　真紀		1

																										個人		山田　真也		1

																										個人		山中　慧		1

																										個人		山本　英之		1

																										個人		山本　啓太郎		1

																										個人		山本　晃弘		1

																										個人		山本　聡		1

																										個人		山本　哲也		1

																										個人		山本　和輝		1

																										個人		横川　広幸		1

																										個人		横山　泰三		1

																										個人		吉越　栄弾		1

																										個人		吉田　直人		1

																										個人		吉野　潤子		1

																										個人		吉埜　太		1

																										個人		和田　佳也		1

																										個人		和田　義郎		1

																										個人		若月　友也		1

																										個人		渡部　政則		1

																										個人		渡邉　英明		1

																										個人		渡邊　尚志		1

																										個人		渡辺　真実		1

																										個人		渡邉　義実		1

																										事業会社		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300

																										事業会社		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900

																										法人		日本ガスライン株式会社		260,000

																										法人		医療法人グリーンスウォード		20,500

																										法人		常磐合同産業株式会社		11,000

																										法人		株式会社飛鳥新社		5,000

																										法人		有限会社イーストトースト		4,600

																										法人		東京電機産業有限会社		2,500

																										法人		有限会社トータルワイド		2,000

																										法人		合同会社美仁		2,000

																										法人		株式会社スマートプラス		1,800

																										法人		エイディシーテクノロジー株式会社		1,400

																										法人		有限会社インターチェンジコンタクトレンズ		1,000

																										法人		コヤマ合同会社		1,000

																										法人		株式会社製作エンタ		1,000

																										法人		合同会社ＮＥＷ　ＰＨＡＳＥ		800

																										法人		株式会社日本エスコ		700

																										法人		株式会社ＪａｃｃｓＧａｔｅ		600

																										法人		合同会社エスプリ		500

																										法人		株式会社ＳＥＮＳ		500

																										法人		株式会社ＳＴＫ　ＴＲＡＤＥ		500

																										法人		有限会社柳川ネイチア		500

																										法人		株式会社リーン・スタイル		500

																										法人		株式会社明光トレーディング		400

																										法人		有限会社アドルーク		300

																										法人		株式会社アベイルテクノロジー		300

																										法人		クエスト・フォー・パリティ合同会社		300

																										法人		株式会社てるべる		300

																										法人		平成電工株式会社		300

																										法人		株式会社ＹＰＣ		300

																										法人		有限会社アビタ		200

																										法人		合資会社イープラン		200

																										法人		有限会社岩崎築炉		200

																										法人		Ｍｏｎｅｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ合同会社		200

																										法人		キャリスター株式会社		200

																										法人		株式会社中辻		200

																										法人		株式会社ＨＡＲＤＩＥ		130

																										法人		合同会社アセットプラネット社		100

																										法人		株式会社アンドバイユー		100

																										法人		株式会社朝日リビング		100

																										法人		有限会社池添清掃		100

																										法人		株式会社一や		100

																										法人		株式会社オアシスコーポレーション		100

																										法人		有限会社カネヒサコーポレーション		100

																										法人		京和横浜合同会社		100

																										法人		小針土建株式会社		100

																										法人		有限会社サイクレード		100

																										法人		株式会社サムズアップ		100

																										法人		師崎水産株式会社		100

																										法人		ＪＹＸＹＥＲ株式会社		100

																										法人		七モンドール有限会社		100

																										法人		株式会社下嶋商店		100

																										法人		株式会社鈴屋ハウジング		100

																										法人		ティアイ株式会社		100

																										法人		有限会社富士薬局		100

																										法人		医療法人のぞみ整形外科		100

																										法人		兵庫エステート株式会社		100

																										法人		株式会社リジェネレーション		100

																										法人		有限会社元三不動産		25

																										法人		合同会社ＫＧインベストメント		1

																										法人		マルエス合同会社		1

																														13,819,700





株主データ (降順)

				属性 ゾクセイ		株主名		3末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		9末 マツ		属性 ゾクセイ		株主名		2020年３月末 ネン ガツ マツ		直近中間比増減		直近期末比増減		属性 ゾクセイ		株主名 カブヌシメイ		2021年3月末 ネン ガツ マツ

				VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		955300		2398400		機関 キカン		株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400

				事業会社 ジギョウ カイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		VC		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		1,245,000		515000		515000		役職員		瓜生　憲		1,245,000

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		事業会社 ジギョウカイシャ		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		0		0		事業会社		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社朝日新聞社		850,000		0		0		機関		BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)		808,599

				VC		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		役職員 ヤクショクイン		瓜生　憲		730,000		VC		Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		-338200		-338200		VC		Fintechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800

				VC		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		453,700		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		165100		334700		機関		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900

				VC		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		機関		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		95000		433000		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託口9）		509,200

				VC		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		個人 コジン		大塚　至高		358,500		個人 コジン		大塚　至高		358,500		0		91900		個人		大塚　至高		410,000

				機関 キカン		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		50500		354400		役職員		高田　隆太郎		288,000

				VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		VC		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		300,000		168500		300000		法人		日本ガスライン株式会社		260,000

				VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		機関 キカン		野村信託銀行株式会社（投信口）		303,900		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		288,000		215000		215000		機関		株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）		240,200

				VC		谷家　衛		280,100		VC		ＵＮＩＣＯＲＮファンド投資事業有限責任組合		300,000		VC（GP保有）		起業投資株式会社		286,100		-167600		69400		機関		ａｕカブコム証券株式会社		200,200

				個人 コジン		大塚　至高		266,600		機関 キカン		福島　保典　※三崎さん系 ミサキ ケイ		296,500		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		276,211		-105292		-134089		機関		野村信託銀行株式会社（投信口）		198,000

				VC（GP保有） ホユウ		起業投資株式会社		216,700		VC		起業投資事業有限責任組合１号		282,800		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		269,600		128000		211800		機関		福島　保典　※		172,300

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		274,700		機関		クレディ・スイス証券株式会社		242,500		242500		242500		機関		株式会社ＳＢＩ証券		153,500

				VC		ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合		200,000		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		222,389		VC		起業投資事業有限責任組合１号		194,600		-88200		-345400		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900

				機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		145,600		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		213,800		VC		起業投資事業有限責任組合２号		193,300		-8700		-426200		機関		株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口）		125,100

				機関 キカン		日本証券金融株式会社		144,000		VC		起業投資事業有限責任組合２号		202,000		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３００００２		178,900		178900		178900		事業会社		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900

				VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		機関 キカン		株式会社ＳＢＩ証券		157,700		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		142,900		-70900		-70900		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６４６		105,800

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		141,600		機関		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		129,389		23992		129389		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600

				VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		141,500		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		0		0		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８０６２１		94,100

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		法人 ホウジン		日本ガスライン株式会社		131,500		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		100,300		100300		100300		個人		渡邉　力英		93,000

				機関 キカン		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		105,100		機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		125,100		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		96,800		96500		94600		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100

				機関 キカン		楽天証券株式会社		101,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社エヌ・ティ・ティ・データ		124,900		個人 コジン		渡邉　力英		96,000		-4000		-4000		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　１　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		62,622

				VC		ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		100,000		VC		ＧＬＯＢＵＭＢＵＳ　ＶＥＮＴＵＲＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＧＭＢＨ		124,600		VC		ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		94,600		-46900		-46900		個人		佐々木　裕子		60,000

				VC		りそなキャピタル２号投資事業組合		100,000		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		110,900		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		84,300		-138089		84300		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		56,700

				個人 コジン		森川　和正		100,000		機関 キカン		ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）		105,397		VC（GP保有）		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		0		0		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700

				個人 コジン		渡邉　力英		100,000		個人 コジン		渡邉　力英		100,000		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		74,100		-36800		-36800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800

				機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		82,400		個人 コジン		森川　和正		93,500		機関		ａｕカブコム証券株式会社		73,400		1600		-9000		機関		ＬＩＮＥ証券株式会社		45,573

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		78,800		機関		福島　保典　※三崎さん ミサキ		69,100		-227400		69100		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		44,500

				VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		77,500		個人 コジン		宮永　浩明		68,300		67800		68300		個人		大坪　一成		43,100

				VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		VC（GP保有） ホユウ		株式会社マーキュリアインベストメント		77,100		機関		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		60,000		15000		60000		個人		北村　聡		42,200

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		75,539		役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000		機関		日本証券金融株式会社		57,600		51800		-86400		役職員		石橋　省三		41,300

				VC		ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合		75,000		機関 キカン		カブドットコム証券株式会社		71,800		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		52,700		-26100		-26100		個人		田中　博		41,000

				役職員 ヤクショクイン		高田　隆太郎		73,000		事業会社 ジギョウカイシャ		株式会社ベクトル		70,000		機関		株式会社ＳＢＩ証券		52,700		-105000		-92900		個人		三井　徳益		40,000

				事業会社 ジギョウ カイシャ		株式会社ベクトル		70,000		機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		63,839		VC		ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		51,800		-25700		-25700		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400

				VC		三生５号投資事業有限責任組合		60,000		VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		個人 コジン		森川　和正		50,000		-43500		-50000		機関		Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ｐｌｃ		36,600

				個人 コジン		水野　英行		60,000		機関 キカン		鎌田　和樹　※三崎さん系、UUUM社長 ミサキ ケイ ウウウｍシャチョウ		45,000		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		44,100		44100		44100		個人		山上　和良		35,000

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		59,200		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｂ口）		45,000		機関		野村證券株式会社		43,789		43789		43789		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＳＵＢ　Ａ／Ｃ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ		34,593

				VC		ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合		58,100		機関 キカン		楽天証券株式会社		42,900		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		42,700		42700		42700		VC（GP保有）		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400

				機関 キカン		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		58,000		個人 コジン		山本　功		41,300		機関		いちよし証券株式会社		42,200		42200		42200		機関		ＲＢＣ　ＩＳＢ　Ａ／Ｃ　ＬＵＸ　ＮＯＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴ／ＤＯＭＥＳＴＩＣ　ＲＡＴＥ－ＵＣＩＴＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		33,400

				機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）		57,800		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300		個人 コジン		山本　功		41,300		0		26300		機関		立花証券株式会社		32,000

				VC		ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合		57,500		機関 キカン		野村證券株式会社		36,400		役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		41,300		0		26300		役職員		杉村　武亮		31,500

				法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		51,800		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		35,898		個人 コジン		大坪　一成		40,000		40000		40000		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400

				機関 キカン		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		51,300		個人 コジン		望月　一男		34,800		VC（GP保有）		ＳＢＩアドバンストテクノロジー１号投資事業有限責任組合		38,400		-19100		-19100		個人		小堀　泰清		31,200

				機関 キカン		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		42,800		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		35,300		33800		35300		機関		みずほ証券株式会社		30,000

				法人 ホウジン		株式会社森本本店		35,000		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		0		0		機関		松井証券株式会社		29,900

				機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＬＯＮＤＯＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＦＯＲ　ＰＲＩＭＥ　ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ　ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ　ＡＣＣ　ＦＯＲ　ＴＨＩＲＤ　ＰＡＲＴＹ		34,200		個人 コジン		奥山　秀朗		28,000		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		31,900		8626		31900		個人		吉永　和貴		29,500

				個人 コジン		株式会社シャンディガフ		34,000		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		25,200		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		31,500		16500		16500		機関		ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　－　ＬＯＮＤＯＮ　ＣＯＬＬ　ＥＱＵＩＴＹ		28,900

				VC（GP保有） ホユウ		ディーアイティー・パートナーズ株式会社		33,400		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		23,274		VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		0		0		機関		ＢＢＨ　（ＬＵＸ）　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＦＵＮＤＳ－ＪＡＰＡＮ　ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ		28,900

				機関 キカン		松井証券株式会社		32,100		個人 コジン		和田　享		22,600		法人 ホウジン		常磐合同産業株式会社		30,000		4800		30000		機関		住友生命保険相互会社（特別勘定）		27,100

				VC		ＡＬＰＩＮＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＩＩ　ＬＬＣ		31,400		個人 コジン		岸田　英明		20,000		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		27,900		-35939		-14900		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２５		26,500

				個人 コジン		野村　壮太郎		30,000		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		20,000		個人 コジン		奥山　秀朗		27,000		-1000		27000		機関		株式会社ＳＵＮ　ＧＯＯＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ		25,200

				個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		26,200		法人 ホウジン		株式会社森本本店		20,000		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　１３０００００		23,800		23800		23800		機関		野村證券株式会社		25,186

				機関 キカン		マネックス証券株式会社		22,702		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		個人 コジン		小堀　泰清		23,200		23200		23200		役職員		矢口　順子		25,000

				機関 キカン		野村證券株式会社		22,100		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		個人 コジン		鳥海　洋子		23,100		23100		23100		機関		楽天証券株式会社		23,300

				機関 キカン		大和証券株式会社		20,500		個人 コジン		伊集　由明		17,000		法人 ホウジン		有限会社プラサムジャパン		20,000		20000		20000		個人		宮永　浩明		23,100

				個人 コジン		ＰＬＯＧＥＲＴ　ＮＩＣＯＬＡＳ		20,000		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		0		0		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		23,000

				個人 コジン		山岸　健太郎		20,000		個人 コジン		服部　茂夫		15,000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		0		0		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＭＡＩＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		22,900

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　理科子		20,000		個人 コジン		中川　陽		15,000		個人 コジン		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		19,000		-1000		-7200		機関		日本証券金融株式会社		21,300

				個人 コジン		望月　一男		19,800		役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＦＩＲＭ　ＥＱＵＩＹ　（ＰＯＥＴＳ）		18,811		18811		18811		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		20,600

				機関 キカン		岡三証券株式会社		18,200		機関 キカン		マネックス証券株式会社		14,000		個人 コジン		今給黎　孝		17,800		17800		17800		法人		医療法人グリーンスウォード		20,500

				機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		17,068		個人 コジン		太田　邦子		13,100		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		17,800		5700		17800		役職員		瓜生　理科子		20,000

				個人 コジン		伊集　由明		17,000		機関 キカン		松井証券株式会社		12,900		機関		東海東京証券株式会社		17,000		16500		9000		個人		山岸　健太郎		20,000

				法人 ホウジン		株式会社オウケイウェイヴ		15,000		個人 コジン		室　圭介		12,500		個人 コジン		三谷　和弘		16,300		9200		9200		個人		山本　功		20,000

				法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400		個人 コジン		木村　比登史		15,600		15600		15600		個人		小林　照幸		18,000

				個人 コジン		服部　茂夫		15,000		機関 キカン		ＪＰモルガン証券株式会社		12,100		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		15,200		14300		14300		機関		株式会社ＳＢＩネオトレード証券		17,400

				個人 コジン		中川　陽		15,000		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		11,700		個人 コジン		服部　茂夫		15,000		0		0		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６５０		16,400

				個人 コジン		山本　功		15,000		個人 コジン		平野　尚久		11,000		法人 ホウジン		株式会社マナオクリエーション		15,000		0		0		機関		ＭＬ　ＰＲＯ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＡＣＣＯＵＮＴ		15,700

				役職員 ヤクショクイン		石橋　省三		15,000		個人 コジン		山城　祐也		10,500		個人 コジン		中川　陽		15,000		0		0		個人		木村　比登史		15,400

				役職員 ヤクショクイン		杉村　武亮		15,000		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		役職員 ヤクショクイン		矢口　順子		15,000		15000		15000		機関		ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		15,300

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ		14,693		個人 コジン		高島　英子		10,000		機関		鎌田　和樹　※三崎さん ミサキ		15,000		-30000		15000		機関		ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　Ｕ．Ｓ．　ＴＡＸ　ＥＸＥＭＰＴＥＤ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＦＵＮＤＳ		14,100

				機関 キカン		株式会社ライブスター証券		13,000		個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		太田　邦子		13,100		0		13100		機関		大和証券株式会社		13,500

				個人 コジン		花澤　真理		13,000		個人 コジン		藤岡　慎也		10,000		法人 ホウジン		オズミックコーポレーション株式会社		12,400		0		-39400		機関		岡三オンライン証券株式会社		13,300

				機関 キカン		豊証券株式会社		12,000		個人 コジン		奥元　直秀		9,400		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		11,600		9600		11600		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		13,298

				法人 ホウジン		株式会社あおい書店		12,000		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		個人 コジン		山城　祐也		10,500		0		0		個人		中川　陽		12,000

				個人 コジン		藤岡　慎也		12,000		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		10,374		1895		10374		個人		森田　拓之		11,900

				機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		11,900		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		個人 コジン		梅景　匡之		10,000		0		10000		個人		本村　剛一		11,700

				個人 コジン		山城　祐也		10,500		個人 コジン		太田　裕人		8,700		個人 コジン		高島　英子		10,000		0		0		個人		太田　邦子		11,600

				個人 コジン		高島　英子		10,000		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		個人 コジン		高野　玲子		10,000		0		0		個人		坂内　秀樹		11,300

				個人 コジン		高野　玲子		10,000		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		機関		楽天証券株式会社		9,100		-33800		-91900		個人		荒谷　道徳		11,100

				個人 コジン		平野　尚久		10,000		個人 コジン		染宮　秀樹		8,700		役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		0		0		法人		常磐合同産業株式会社		11,000

				法人 ホウジン		チューリップみのや株式会社		10,000		個人 コジン		中村　敦英		8,700		役職員 ヤクショクイン		大塚　善弘		8,800		0		8800		個人		ＭＥＬＬＩＮＧＨＯＦＦ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ		11,000

				法人 ホウジン		ヤマト電器株式会社		10,000		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		機関		ＵＢＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＬＣ－ＨＦＳ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　ＡＣＣＯＵＮＴ		8,800		8800		8800		個人		下谷　茂		10,500

				個人 コジン		王　軍		9,000		個人 コジン		平林　正子		8,700		個人 コジン		稲垣　伸一		8,700		0		8700		個人		山城　祐也		10,500

				個人 コジン		平山　正樹		9,000		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　Ｍ　ＬＳＣＢ　ＲＤ		8,479		個人 コジン		太田　裕人		8,700		0		8700		個人		野々村　勝		10,320

				個人 コジン		柳田　公之		9,000		機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		8,200		個人 コジン		佐々木　恵一		8,700		0		8700		個人		今村　勇一		10,194

				個人 コジン		松永　良輔		9,000		個人 コジン		石津　知英子		8,000		個人 コジン		斎藤　朋子		8,700		0		8700		個人		川尻　一		10,000

				個人 コジン		渡辺　啓		9,000		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		7,500		個人 コジン		鳴沢　隆		8,700		0		8700		個人		土井　尚久		10,000

				役職員 ヤクショクイン		瓜生　佳枝		9,000		個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		平林　正子		8,700		0		8700		個人		平林　正子		9,700

				機関 キカン		ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　Ｃｌｅａｒｉｎｇ　Ｂａｎｋ　Ｎ．Ｖ．，　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　Ｂｒａｎｃｈ		8,500		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		深井　大		8,200		8200		8200		機関		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		9,400

				機関 キカン		東海東京証券株式会社		8,000		個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		車　創太		8,100		8100		8100		役職員		瓜生　佳枝		9,000

				個人 コジン		青嶋　俊江		8,000		個人 コジン		渡辺　啓		7,000		個人 コジン		石津　知英子		8,000		0		0		個人		田中　由起子		9,000

				個人 コジン		大川　路代		8,000		個人 コジン		松永　良輔		6,500		個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		0		0		役職員		大塚　善弘		8,800

				個人 コジン		重松　忠義		8,000		個人 コジン		池田　盛也		6,000		個人 コジン		渡辺　啓		7,000		0		-2000		個人		稲垣　伸一		8,700

				個人 コジン		石津　知英子		8,000		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		個人 コジン		林　直樹		6,600		6600		6600		個人		佐々木　恵一		8,700

				法人 ホウジン		株式会社アモス		8,000		個人 コジン		芝原　英司		6,000		個人 コジン		松永　良輔		6,500		0		-2500		個人		斎藤　朋子		8,700

				個人 コジン		高山　義夫		7,500		機関 キカン		日本証券金融株式会社		5,800		個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		0		0		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		8,700

				個人 コジン		三谷　和弘		7,100		個人 コジン		橋本　さちよ		5,100		個人 コジン		芝原　英司		6,000		0		4000		個人		加島　諭		8,100

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		7,000		個人 コジン		佐々木　剛		5,000		個人 コジン		加島　諭		5,800		5800		5800		個人		石津　知英子		8,000

				個人 コジン		内田　ケイ子		7,000		個人 コジン		鈴木　均		5,000		個人 コジン		小堀　ひろみ		5,800		5800		5800		個人		多田　靖		7,500

				個人 コジン		片倉　清彭		7,000		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		個人 コジン		浅野　勇夫		5,700		5700		5700		個人		鈴　ゆう子		7,400

				機関 キカン		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		6,700		個人 コジン		満塩　亜美		5,000		機関		資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,700		-2500		400		個人		山口　貴弘		7,400

				機関 キカン		ＭＬ　ＰＲＯ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ		6,600		個人 コジン		安川　允		5,000		個人 コジン		岩崎　昌作		5,400		5400		5400		機関		ＪＰモルガン証券株式会社		7,400

				機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ		6,600		個人 コジン		田中　由起子		5,000		個人 コジン		田中　宏樹		5,400		5400		5400		個人		田中　宏樹		7,287

				個人 コジン		北川　耕造		6,600		機関 キカン		大和証券株式会社		4,900		個人 コジン		沼嵜　昭宏		5,000		0		5000		個人		林　直樹		7,100

				個人 コジン		白井　知宏		6,600		個人 コジン		林　倹一		4,800		法人 ホウジン		株式会社スペースデブリ		5,000		5000		5000		個人		渡辺　啓		7,000

				個人 コジン		池田　盛也		6,000		機関 キカン		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		4,610		法人 ホウジン		株式会社シャンディガフ		5,000		5000		5000		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		7,000

				個人 コジン		小林　鶴雄		6,000		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		4,600		個人 コジン		田中　由起子		5,000		0		0		個人		岸田　英明		6,900

				個人 コジン		澤　比三師		6,000		個人 コジン		林　一城		4,500		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		5000		5000		個人		田中　和宏		6,900

				個人 コジン		阿久津　雅義		5,900		機関 キカン		資産管理サービス信託銀行株式会社（金銭信託課税口）		4,400		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		0		4400		個人		木元　淳一郎		6,700

				個人 コジン		渡辺　泰之		5,800		個人 コジン		岸　伸昭		4,400		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		0		4400		個人		前川　惣		6,700

				機関 キカン		モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社		5,500		個人 コジン		北村　隆人		4,400		個人 コジン		中川　洋		4,400		0		4400		機関		Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　３８１５７２		6,600

				機関 キカン		資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（年金特金口）		5,300		個人 コジン		五内川　拡史		4,400		個人 コジン		羽田　直志		4,400		0		4400		個人		松永　良輔		6,500

				個人 コジン		濱口　愛佳		5,300		個人 コジン		中川　洋		4,400		個人 コジン		今給黎　愛梨		4,300		4300		4300		個人		田中　寿史		6,200

				個人 コジン		西澤　敦		5,200		個人 コジン		西崎　泉		4,400		個人 コジン		今給黎　惠		4,300		4300		4300		個人		太田　裕人		6,000

				機関 キカン		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＧＰＦ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　－　ＦＵＬＬ　ＴＡＸ　６１３		5,000		個人 コジン		羽田　直志		4,400		個人 コジン		今給黎　梨圭		4,300		4300		4300		個人		楠根　稔		6,000

				個人 コジン		今村　彰利		5,000		法人 ホウジン		株式会社レゾネート・アジア		4,400		個人 コジン		中嶋　浩一		4,300		4300		4300		個人		小堀　ひろみ		6,000

				個人 コジン		大長　靖隆		5,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		4,300		個人 コジン		田畑　由香理		4,100		3900		4100		個人		染宮　秀樹		6,000

				個人 コジン		岡村　泰宏		5,000		機関 キカン		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		4,290		個人 コジン		伊藤　厚二		4,000		4000		4000		機関		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　＆　ＣＯ．　ＲＥＧ		5,900

				個人 コジン		国分　敏樹		5,000		法人 ホウジン		株式会社あおい書店		4,100		個人 コジン		石井　明子		4,000		4000		4000		個人		内田　ケイ子		5,500

				個人 コジン		鈴木　均		5,000		機関 キカン		岡三にいがた証券株式会社		4,000		個人 コジン		市岡　正基		4,000		4000		4000		個人		大西　康寛		5,500

				個人 コジン		田村　秋男		5,000		個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		武部　雅人		4,000		4000		4000		個人		野田　智三登		5,400

				個人 コジン		高橋　智恵子		5,000		個人 コジン		加賀谷　博雄		4,000		個人 コジン		馬場　航太郎		4,000		4000		4000		個人		富田　裕樹		5,300

				個人 コジン		谷口　悦子		5,000		個人 コジン		鈴木　良治		4,000		個人 コジン		本間　哲彦		4,000		4000		4000		個人		三谷　和弘		5,100

				個人 コジン		富田　雪男		5,000		個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		松本　末敏		4,000		4000		4000		個人		阿部　洋		5,000

				個人 コジン		長部　理恵		5,000		個人 コジン		中村　幸子		4,000		個人 コジン		宮川　弘道		4,000		4000		4000		役職員 ヤクショクイン		井川　純一		5,000

				個人 コジン		根本　親良		5,000		個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		染宮　秀樹		4,000		-4700		4000		個人		市川　博章		5,000

				個人 コジン		左向　勝子		5,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		3,500		個人 コジン		野々村　勝		4,000		3000		3700		個人		大久保　康生		5,000

				個人 コジン		松井　理		5,000		個人 コジン		安村　一郎		3,500		個人 コジン		松岡　喜一		4,000		1000		4000		個人		兼重　宏一		5,000

				個人 コジン		田中　由起子		5,000		個人 コジン		阿部　明央		3,400		個人 コジン		宮永　絵里子		4,000		3000		4000		個人		小山　諒		5,000

				個人 コジン		林　倹一		5,000		個人 コジン		上野　知美		3,400		個人 コジン		藤岡　慎也		4,000		-6000		-8000		個人		構　宏介		5,000

				個人 コジン		奥元　直秀		4,400		機関 キカン		岡三証券株式会社		3,200		機関		野村證券株式会社		3,800		-32600		-18300		個人		田中　ヒサヨ		5,000

				個人 コジン		池上　哲		4,000		機関 キカン		小瀬澤　央（有名FM、自己売） ユウメイ ジコ バイ		3,100		個人 コジン		岡田　順子		3,600		3600		3600		個人		高橋　奉嗣		5,000

				個人 コジン		岩井　惠子		4,000		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		個人 コジン		大西　剛史		3,500		3500		3500		個人		中道　恵太		5,000

				個人 コジン		氏永　勝之		4,000		個人 コジン		大久保　光		3,000		個人 コジン		水村　東雄		3,400		3400		3400		個人		野口　倫弘		5,000

				個人 コジン		遠藤　尚典		4,000		個人 コジン		神戸　謙二		3,000		個人 コジン		阿部　明央		3,400		0		2200		個人		藤本　幸子		5,000

				個人 コジン		奥野　信亮		4,000		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		林　倹一		3,400		-1400		-1600		個人		水川　義也		5,000

				個人 コジン		柴田　重夫		4,000		個人 コジン		久保　真一郎		3,000		個人 コジン		内田　樹奈		3,300		3300		3300		個人		森川　和正		5,000

				個人 コジン		高山　あけみ		4,000		個人 コジン		佐藤　修一		3,000		機関		マネックス証券株式会社		3,200		-10800		-19502		法人		株式会社飛鳥新社		5,000

				個人 コジン		舘　秀雄		4,000		個人 コジン		鈴木　勲		3,000		個人 コジン		青柳　芳		3,000		3000		3000		機関		ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＴＳ　Ｍ　ＩＬＭ　ＦＥ		5,000

				個人 コジン		谷口　俊二		4,000		個人 コジン		曽根　俊祐		3,000		個人 コジン		土本　義隆		3,000		3000		3000		個人		大島　一徳		4,800

				個人 コジン		中西　利壽		4,000		個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		徳竹　正彦		3,000		3000		3000		機関		岡三証券株式会社		4,800

				個人 コジン		森川　貴世美		4,000		個人 コジン		平良　眞人		3,000		個人 コジン		山内　伸一		3,000		3000		3000		個人		小堀　泰隆		4,700

				個人 コジン		原田　陽平		3,800		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		淺川　和夫		3,000		0		3000		法人		有限会社イーストトースト		4,600

				個人 コジン		鴨志田　純子		3,500		個人 コジン		松岡　喜一		3,000		個人 コジン		清瀧　静男		3,000		0		0		個人		佐藤　洋右		4,500

				個人 コジン		黄　順子		3,500		個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		杉江　陽一		3,000		1500		2000		個人		手塚　貴徳		4,500

				法人 ホウジン		常盤ステンレス工業株式会社		3,500		個人 コジン		安藤　賢治		3,000		個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		0		0		個人		五内川　拡史		4,400

				機関 キカン		藍澤證券株式会社		3,300		個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		稲垣　小太郎		2,800		2800		2800		個人		加納　明浩		4,300

				個人 コジン		菅沼　辰也		3,300		個人 コジン		大橋　智恵子		2,900		個人 コジン		伴　元貴		2,800		2800		2800		個人		武井　文哉		4,200

				個人 コジン		増田　啓至		3,200		機関 キカン		株式会社ライブスター証券		2,800		個人 コジン		中山　順郎		2,600		2600		2600		個人		岡田　伸雄		4,100

				個人 コジン		加藤　伸二		3,100		個人 コジン		石山　清己		2,800		個人 コジン		原田　康二		2,600		2600		2600		個人		車　創太		4,100

				個人 コジン		中谷　健		3,100		個人 コジン		河合　多喜子		2,800		個人 コジン		荒川　英一郎		2,500		2500		2500		個人		小原　紀明		4,100

				個人 コジン		青山　理		3,000		個人 コジン		福島　隆		2,800		個人 コジン		片岡　大輔		2,500		2500		2500		機関		ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ－ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＳＭＡＬＬ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＳＥＲＩＥＳ		4,002

				個人 コジン		市川　憲治		3,000		個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		高橋　真紀子		2,500		2500		2500		個人		岩間　勇弥		4,000

				個人 コジン		上田　実		3,000		個人 コジン		増田　啓至		2,700		個人 コジン		伊藤　勤		2,500		2000		2500		個人		太田　嘉直		4,000

				個人 コジン		上野　香子		3,000		個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		岡田　伸雄		2,500		1500		2500		個人		神田　浩孝		4,000

				個人 コジン		上野　武志		3,000		個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		田中　寿史		2,500		400		2300		個人		川田　秀樹		4,000

				個人 コジン		及川　太		3,000		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		2,500		1000		-9400		個人		小川　統生		4,000

				個人 コジン		折口　慶太		3,000		個人 コジン		白井　知宏		2,300		個人 コジン		小川　統生		2,400		2400		2400		個人		小西　邦男		4,000

				個人 コジン		勝本　浩司		3,000		個人 コジン		塩川　浩美		2,200		機関		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		2,400		2400		2400		個人		佐々木　嶺一		4,000

				個人 コジン		金子　養三		3,000		個人 コジン		長洲　謙一		2,200		個人 コジン		阿部　一貴		2,300		0		2300		個人		瀧澤　慶治		4,000

				個人 コジン		鎌田　光和		3,000		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,100		個人 コジン		赤岡　昌朋		2,300		200		2300		個人		武部　雅人		4,000

				個人 コジン		川手　純		3,000		個人 コジン		洪　智梧		2,100		個人 コジン		山神　健司		2,200		1700		2200		個人		徳竹　正彦		4,000

				個人 コジン		清瀧　静男		3,000		個人 コジン		田中　寿史		2,100		機関		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＵＳＡ）ＬＬＣ　ＳＰＣＬ．　ＦＯＲ　ＥＸＣＬ．　ＢＥＮ		2,200		2200		2200		個人		永田　康一		4,000

				個人 コジン		栗林　憲介		3,000		法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100		機関		大和証券株式会社		2,200		-2700		-18300		個人		林　利恵		4,000

				個人 コジン		黒田　輝美		3,000		機関 キカン		ＭＯＲＧＡＮ　ＳＴＡＮＬＥＹ　＆　ＣＯ．　ＬＬＣ		2,000		個人 コジン		松野　房子		2,100		2100		2100		個人		福山　信貴		4,000

				個人 コジン		小田　剛士		3,000		機関 キカン		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		2,000		機関		Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　ＡＧ　Ｌｏｎｄｏｎ　６１０		2,100		2100		2100		個人		矢野　潔		4,000

				個人 コジン		小松　英規		3,000		個人 コジン		生田　秀巳		2,000		個人 コジン		板東　俊一		2,000		2000		2000		機関		ＤＥＵＴＳＣＨＥ　ＢＡＮＫ　ＡＧ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＡＣ　ＣＡＮＴＯＲ　　ＦＩＴＺＧＥＲＡＬＤ　ＡＮＤ　ＣＯ．　４６００６１７		4,000

				個人 コジン		後藤　隆志		3,000		個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		岡　重吉		2,000		2000		2000		個人		田代　秀彦		3,700

				個人 コジン		佐藤　修一		3,000		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		個人 コジン		小瀬　仁志		2,000		2000		2000		個人		寺井　嘉哉		3,700

				個人 コジン		篠崎　正司		3,000		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		個人 コジン		小瀬澤　央		2,000		-1100		2000		個人		八木　紘一		3,600

				個人 コジン		柴田　稔		3,000		個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		小見野　明子		2,000		2000		2000		機関		マネックス証券株式会社		3,550

				個人 コジン		杉本　直樹		3,000		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		個人 コジン		構　宏介		2,000		2000		2000		個人		秋葉　宏一		3,500

				個人 コジン		田辺　哲郎		3,000		個人 コジン		太田　和伸		2,000		個人 コジン		近藤　竜介		2,000		2000		2000		個人		佐藤　義美		3,500

				個人 コジン		高橋　知道		3,000		個人 コジン		大中　智代子		2,000		個人 コジン		末田　治		2,000		2000		2000		個人		柴田　由貴恵		3,500

				個人 コジン		高山　佳子		3,000		個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		千葉　圭子		2,000		2000		2000		個人		水村　東雄		3,500

				個人 コジン		龍田　善久		3,000		個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		高橋　駿介		2,000		2000		2000		個人		阿部　明央		3,400

				個人 コジン		谷　喜久郎		3,000		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		西山　晴一郎		2,000		2000		2000		個人		菅　栄一		3,400

				個人 コジン		中澤　和光		3,000		個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		野秋　香		2,000		2000		2000		個人		中谷　幸義		3,400

				個人 コジン		西田　正幸		3,000		個人 コジン		小宮　一哲		2,000		個人 コジン		堀出　忠史		2,000		2000		2000		個人		永井　文隆		3,400

				個人 コジン		馬場　妙子		3,000		個人 コジン		近藤　隆司		2,000		個人 コジン		松井　聡		2,000		2000		2000		個人		三戸　嘉信		3,400

				個人 コジン		福岡　茂樹		3,000		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		八馬　建司		2,000		2000		2000		個人		八百村　秀司		3,400

				個人 コジン		堀　裕紀		3,000		個人 コジン		柴田　克之		2,000		個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		0		0		個人		小瀬澤　央		3,300

				個人 コジン		松本　一彦		3,000		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		個人 コジン		岩本　武泰		2,000		0		2000		個人		森　聖太		3,300

				個人 コジン		水口　幸子		3,000		個人 コジン		中村　勝志		2,000		個人 コジン		大喜多　欣士		2,000		0		2000		個人		岩井　優一		3,200

				個人 コジン		宮永　武文		3,000		個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		柏　昭子		2,000		0		0		個人		坂田　雄一		3,100

				個人 コジン		若井　秀夫		3,000		個人 コジン		花井　栄治		2,000		個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		0		0		個人		武田　宏美		3,100

				法人 ホウジン		株式会社フルコーポレーション		3,000		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		0		0		個人		阿部　光太郎		3,000

				法人 ホウジン		文殊院		3,000		個人 コジン		平塚　賢司		2,000		個人 コジン		高橋　克聡		2,000		700		2000		個人		青柳　芳		3,000

				個人 コジン		村田　孝子		2,900		個人 コジン		正清　榮二		2,000		個人 コジン		高橋　正雄		2,000		2000		2000		個人		淺川　和夫		3,000

				個人 コジン		金子　初美		2,800		個人 コジン		三好　朋一		2,000		個人 コジン		竹田　俊幸		2,000		1500		1800		個人		荒木　朋		3,000

				個人 コジン		小埜　栄二郎		2,800		個人 コジン		安川　容子		2,000		個人 コジン		竹中　康史		2,000		1800		2000		個人		伊藤　誠		3,000

				個人 コジン		土井　雅之		2,800		個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		冨田　康夫		2,000		0		2000		役職員 ヤクショクイン		大谷　一幸		3,000

				個人 コジン		野田　裕康		2,800		個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		永井　敏史		2,000		0		0		個人		川添　祐資		3,000

				個人 コジン		小山　雅弘		2,700		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		個人 コジン		任　道勇		2,000		1000		1000		個人		小川　豊		3,000

				個人 コジン		前田　哲		2,700		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		花井　栄治		2,000		0		2000		個人		小野田　光希		3,000

				個人 コジン		関田　輝雄		2,600		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		個人 コジン		花吉　直幸		2,000		0		0		個人		小見野　明子		3,000

				個人 コジン		山西　良知		2,600		法人 ホウジン		株式会社日本アプライドリサーチ研究所		2,000		個人 コジン		三好　朋一		2,000		0		0		個人		師田　誠司		3,000

				個人 コジン		植波　敦子		2,500		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		個人 コジン		守屋　充郎		2,000		1500		2000		個人		竹中　康史		3,000

				個人 コジン		加賀谷　博雄		2,500		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		吉田　昭枝		2,000		0		2000		個人		立森　真		3,000

				個人 コジン		斉藤　勝則		2,500		個人 コジン		松本　泰彦		1,800		個人 コジン		吉田　匡介		2,000		0		0		個人		辻本　達寛		3,000

				個人 コジン		林　一城		2,500		個人 コジン		朝原　秀太		1,700		個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		0		0		個人		中嶋　壽		3,000

				個人 コジン		福地　稔		2,500		個人 コジン		金子　政雄		1,700		個人 コジン		野村　貞夫		1,900		1900		1900		個人		流田　武		3,000

				個人 コジン		水野　淳延		2,500		機関 キカン		岩井コスモ証券株式会社		1,600		個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		0		0		個人		成田　泰		3,000

				個人 コジン		宮内　幸一		2,500		個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		豊田　重典		1,800		1800		1800		個人		鳴沢　隆		3,000

				個人 コジン		久城　憲次		2,400		個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		野口　和徳		1,800		1800		1800		個人		林　巨樹		3,000

				個人 コジン		高橋　英次		2,400		個人 コジン		戒能　憲一		1,600		個人 コジン		鳥家　華代		1,800		0		0		個人		三井　慶満		3,000

				個人 コジン		中崎　重樹		2,400		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		原　幸子		1,600		1600		1600		個人		室　圭介		3,000

				個人 コジン		町田　浩之		2,400		個人 コジン		吉岡　啓一		1,600		個人 コジン		森　予始子		1,600		1600		1600		個人		山神　健司		3,000

				個人 コジン		山下　洋子		2,400		個人 コジン		紙田　春夫		1,501		個人 コジン		小原　紀明		1,600		600		1600		個人		新保　博之		2,900

				個人 コジン		石川　敏		2,300		機関 キカン		極東証券株式会社		1,500		個人 コジン		須藤　榮治		1,600		0		0		個人		井部　尚子		2,900

				個人 コジン		前川　和満		2,300		機関 キカン		ＧＭＯクリック証券株式会社		1,500		個人 コジン		室　圭介		1,600		-10900		1600		個人		小峰　孝治		2,900

				機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		2,200		機関 キカン		株式会社証券ジャパン		1,500		法人 ホウジン		有限会社イーストトースト		1,600		-10100		1600		個人		西田　陽介		2,900

				個人 コジン		饒平名　弘貴		2,200		機関 キカン		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		1,500		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社		1,600		-3000		-5400		個人		飯島　孝		2,800

				個人 コジン		塩川　浩美		2,200		個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		田口　敦史		1,500		1500		1500		個人		江本　千絵子		2,800

				個人 コジン		澁谷　幸一		2,200		個人 コジン		大谷　善保		1,500		個人 コジン		高麗　裕介		1,500		1500		1500		個人		田中　純一		2,800

				個人 コジン		鍛治川　隆		2,200		個人 コジン		梶原　仁臣		1,500		個人 コジン		早雲　吉信		1,500		1500		1500		個人		田中　真弓		2,800

				個人 コジン		吉原　順子		2,100		個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		服部　文一		1,500		1500		1500		個人		副島　みち子		2,800

				法人 ホウジン		片倉建設有限会社		2,100		個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		松尾　祐子		1,500		1500		1500		個人		河本　淳		2,700

				機関 キカン		アーク証券株式会社		2,000		個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		木村　雅子		1,500		0		0		個人		須藤　清司		2,700

				機関 キカン		三田証券株式会社		2,000		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		久保　真一郎		1,500		-1500		1500		個人		西　英治		2,600

				個人 コジン		伊藤　正達		2,000		個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		小西　雅惠		1,500		0		0		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００４		2,503

				個人 コジン		池田　堅一		2,000		個人 コジン		杉江　陽一		1,500		個人 コジン		柴田　克之		1,500		-500		1500		個人		兵頭　雅人		2,501

				個人 コジン		石田　満		2,000		個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		藤原　洋之		1,500		1000		1500		個人		池田　勝紀		2,500

				個人 コジン		市原　敏道		2,000		個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		川里　和孝		1,400		1400		1400		個人		大塚　眞弘		2,500

				個人 コジン		岩佐　清孝		2,000		法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500		個人 コジン		咲間　勇気		1,400		1400		1400		個人		大森　浩明		2,500

				個人 コジン		岩佐　京子		2,000		機関 キカン		水戸証券株式会社		1,400		個人 コジン		田中　陽一		1,400		1400		1400		個人		大和田　貴将		2,500

				個人 コジン		上條　幸教		2,000		個人 コジン		浅川　貴久		1,400		個人 コジン		田中　義弘		1,400		1400		1400		個人		小島　剛志		2,500

				個人 コジン		尾立　昌弘		2,000		個人 コジン		石垣　陽子		1,400		個人 コジン		福島　昌紀		1,400		1400		1400		個人		笹原　元基		2,500

				個人 コジン		奥藤　利文		2,000		個人 コジン		岡島　文子		1,400		個人 コジン		細淵　喜行		1,400		1400		1400		個人		澤田　健吾		2,500

				個人 コジン		加藤　靖雄		2,000		個人 コジン		根本　隆文		1,400		個人 コジン		松井　香織		1,400		1400		1400		個人		杉江　陽一		2,500

				個人 コジン		柏　昭子		2,000		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		個人 コジン		平澤　昭敏		1,400		0		1400		個人		辰巳　佳子		2,500

				個人 コジン		金澤　秀樹		2,000		個人 コジン		平田　裕一		1,400		機関		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,326		305		1326		個人		中山　順郎		2,500

				個人 コジン		金谷　範明		2,000		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		今井　紘三		1,300		1300		1300		個人		沼嵜　昭宏		2,500

				個人 コジン		神田　美紀		2,000		個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		千原　研司		1,300		1300		1300		個人		増田　理恵		2,500

				個人 コジン		神谷　亨		2,000		個人 コジン		高橋　克聡		1,300		個人 コジン		田中　博		1,300		1300		1300		個人		箕浦　壮志		2,500

				個人 コジン		川嶋　勘一郎		2,000		個人 コジン		照山　雄三		1,300		個人 コジン		林　淑子		1,300		1300		1300		法人		東京電機産業有限会社		2,500

				個人 コジン		河合　章子		2,000		個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		浅田　重義		1,300		1100		1100		個人		天川　裕之		2,400

				個人 コジン		木下　博子		2,000		個人 コジン		福留　京子		1,300		個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		0		0		個人		菅野　茂男		2,400

				個人 コジン		倉島　文雄		2,000		個人 コジン		前田　光男		1,300		個人 コジン		古口　綾子		1,300		300		1300		個人		東藤　一司		2,400

				個人 コジン		坂本　雅俊		2,000		個人 コジン		町田　浩之		1,300		個人 コジン		町田　浩之		1,300		0		-1100		個人		小林　信義		2,300

				個人 コジン		酒井　直江		2,000		個人 コジン		丸一　淳		1,300		個人 コジン		山地　聰		1,300		600		1100		個人		田島　慎也		2,300

				個人 コジン		酒造　博明		2,000		個人 コジン		神田　美紀		1,200		個人 コジン		金　毅		1,200		1200		1200		個人		高野　昭二		2,300

				個人 コジン		澤田　美佐子		2,000		個人 コジン		佐々木　博昭		1,200		個人 コジン		中山　まき子		1,200		1200		1200		個人		武内　優太		2,300

				個人 コジン		芝原　英司		2,000		個人 コジン		志水　典二		1,200		個人 コジン		浅川　貴久		1,200		-200		1200		個人		丸山　孝治		2,300

				個人 コジン		島津　修一		2,000		個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		金澤　峰子		1,100		1100		1100		個人		森本　義彦		2,300

				個人 コジン		城戸　玲子		2,000		個人 コジン		西島　寛裕		1,200		個人 コジン		木村　英夫		1,100		1100		1100		個人		和泉　義人		2,300

				個人 コジン		菅原　渉		2,000		個人 コジン		水口　幸子		1,200		個人 コジン		小林　睦		1,100		1100		1100		個人		飯島　学		2,200

				個人 コジン		杉田　裕		2,000		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		個人 コジン		坂井　賢三		1,100		1100		1100		個人		岩瀬　俊哉		2,200

				個人 コジン		高佐　正雄		2,000		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		個人 コジン		笹渕　久夫		1,100		1100		1100		個人		岩瀬　良治		2,200

				個人 コジン		反保　愛佳		2,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,100		個人 コジン		陶山　力		1,100		1100		1100		個人		熊岡　直広		2,200

				個人 コジン		永井　敏史		2,000		個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		長沼　孝一朗		1,100		1100		1100		個人		角田　俊則		2,200

				個人 コジン		長井　一成		2,000		個人 コジン		戸城　秀樹		1,100		個人 コジン		三好　佐代子		1,100		1100		1100		個人		高内　功二		2,200

				個人 コジン		西村　久美子		2,000		個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		上田　穂積		1,100		200		300		個人		寺井　史郎		2,200

				個人 コジン		野澤　二郎		2,000		個人 コジン		鍋島　賛郎		1,100		個人 コジン		菊池　淳		1,100		1000		1100		個人		福井　龍一		2,200

				個人 コジン		歯朶　哲也		2,000		個人 コジン		深森　史子		1,100		個人 コジン		小蔵　紀子		1,100		0		1100		個人		内生蔵　晃		2,100

				個人 コジン		花吉　直幸		2,000		個人 コジン		福嶋　猛		1,100		個人 コジン		篠崎　正司		1,100		0		-1900		個人		笠原　徳久		2,100

				個人 コジン		原　健二		2,000		個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		村上　俊行		1,100		500		1100		個人		兜山　真宏		2,100

				個人 コジン		福江　梨乃		2,000		個人 コジン		宮前　洋子		1,100		個人 コジン		伊藤　禧枝		1,000		1000		1000		個人		島田　雄大		2,100

				個人 コジン		福嶋　正夫		2,000		個人 コジン		余　輝		1,100		個人 コジン		伊豆川　達也		1,000		1000		1000		個人		津本　智史		2,100

				個人 コジン		本間　真吾		2,000		機関 キカン		ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ		1,021		個人 コジン		石井　博和		1,000		1000		1000		個人		成田　健一		2,100

				個人 コジン		松岡　利彦		2,000		機関 キカン		廣田証券株式会社		1,011		個人 コジン		石崎　正史		1,000		1000		1000		個人		橋本　知幸		2,100

				個人 コジン		丸木　和子		2,000		機関 キカン		東洋証券株式会社		1,000		個人 コジン		植松　秋彦		1,000		1000		1000		個人		林　淑子		2,100

				個人 コジン		三好　朋一		2,000		機関 キカン		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		個人 コジン		内田　敦		1,000		1000		1000		個人		原田　康二		2,100

				個人 コジン		宮腰　泰光		2,000		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		個人 コジン		打田　保貴		1,000		1000		1000		個人		山本　清偉		2,100

				個人 コジン		宮下　竜太		2,000		個人 コジン		阿部　敏治		1,000		個人 コジン		浦川　浩		1,000		1000		1000		個人		赤松　伸		2,000

				個人 コジン		村瀬　雄亮		2,000		個人 コジン		青木　寛		1,000		個人 コジン		大竹　千里		1,000		1000		1000		個人		秋本　一男		2,000

				個人 コジン		森　一正		2,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		個人 コジン		大竹　康平		1,000		1000		1000		個人		有坂　栄司		2,000

				個人 コジン		矢ヶ崎　宏行		2,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		岡　英夫		1,000		1000		1000		個人		井上　隆宏		2,000

				個人 コジン		安藤　勉		2,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		岡崎　健治		1,000		1000		1000		個人		井尻　康之		2,000

				個人 コジン		薮内　孝之		2,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		個人 コジン		岡野　好晴		1,000		1000		1000		個人		池本　美紀哉		2,000

				個人 コジン		山崎　忠宏		2,000		個人 コジン		衣川　順志		1,000		個人 コジン		加藤　憲一		1,000		1000		1000		個人		岩佐　清孝		2,000

				個人 コジン		吉井　孝		2,000		個人 コジン		池上　哲		1,000		個人 コジン		片桐　由美		1,000		1000		1000		個人		岩本　武泰		2,000

				個人 コジン		吉田　匡介		2,000		個人 コジン		池田　堅一		1,000		個人 コジン		勝見　星空		1,000		1000		1000		役職員 ヤクショクイン		内田　亜希子		2,000

				個人 コジン		渡邉　清		2,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		金澤　良夫		1,000		1000		1000		個人		大沼　洋一		2,000

				個人 コジン		渡辺　真貴男		2,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		川上　一美		1,000		1000		1000		個人		岡野　英次		2,000

				個人 コジン		渡辺　正行		2,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		川本　昌寛		1,000		1000		1000		個人		沖本　日出男		2,000

				個人 コジン		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		菊井　隆		1,000		1000		1000		個人		片岡　大輔		2,000

				法人 ホウジン		愛媛シールド工業株式会社		2,000		個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		菊池　順平		1,000		1000		1000		個人		金田　憲始		2,000

				法人 ホウジン		株式会社Ａｌｅｘ　ｐａｒｔｎｅｒｓ		2,000		個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		久野　誠		1,000		1000		1000		個人		神農　尋起		2,000

				法人 ホウジン		株式会社空		2,000		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		蔵本　公晴		1,000		1000		1000		個人		川崎　輝雄		2,000

				法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		2,000		個人 コジン		大石　納也		1,000		個人 コジン		桑山　正弘		1,000		1000		1000		個人		木ノ内　芳則		2,000

				個人 コジン		宮本　しのぶ		1,900		個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		小賀　敏彦		1,000		1000		1000		個人		木村　英幸		2,000

				個人 コジン		小泉　輝美		1,800		個人 コジン		大塚　愼二		1,000		個人 コジン		小川　浩司		1,000		1000		1000		個人		清水　正義		2,000

				個人 コジン		田中　良和		1,800		個人 コジン		大矢　元		1,000		個人 コジン		小島　信一郎		1,000		1000		1000		個人		久保田　伸司		2,000

				個人 コジン		高木　竜		1,800		個人 コジン		岡内　精良		1,000		個人 コジン		小野田　優子		1,000		1000		1000		個人		黒坂　順一		2,000

				個人 コジン		土屋　雄二郎		1,800		個人 コジン		岡田　伸雄		1,000		個人 コジン		小花　和枝		1,000		1000		1000		個人		小川　美和子		2,000

				個人 コジン		鳥家　華代		1,800		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		個人 コジン		後藤　英友		1,000		1000		1000		個人		小瀬　仁志		2,000

				個人 コジン		橋本　誉甫子		1,800		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		個人 コジン		齊藤　雄高		1,000		1000		1000		個人		小田　稔周		2,000

				個人 コジン		山本　幸一郎		1,800		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		個人 コジン		坂本　裕之		1,000		1000		1000		個人		小西　裕介		2,000

				個人 コジン		上沖　賢太朗		1,700		個人 コジン		奥山　直子		1,000		個人 コジン		榊原　伸行		1,000		1000		1000		個人		小林　雪枝		2,000

				個人 コジン		瓜生　高士		1,700		個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		菅原　克也		1,000		1000		1000		個人		後藤　慶一郎		2,000

				個人 コジン		河本　千秋		1,700		個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		杉尾　洋呑		1,000		1000		1000		個人		近藤　隆司		2,000

				個人 コジン		中林　嗣男		1,700		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		個人 コジン		鈴木　一毅		1,000		1000		1000		個人		佐藤　正登		2,000

				個人 コジン		三浦　大介		1,700		個人 コジン		金谷　範明		1,000		個人 コジン		鈴木　永		1,000		1000		1000		個人		酒井　了		2,000

				個人 コジン		赤曽部　真幸		1,600		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		田中　治		1,000		1000		1000		個人		澤口　拓見		2,000

				個人 コジン		井上　あき子		1,600		個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		高野　勇		1,000		1000		1000		個人		柴田　昌行		2,000

				個人 コジン		岩本　和久		1,600		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		出口　竜一		1,000		1000		1000		個人		城ヶ原　貴通		2,000

				個人 コジン		金井　宏		1,600		個人 コジン		川畑　博信		1,000		個人 コジン		永田　寿典		1,000		1000		1000		個人		進藤　憲文		2,000

				個人 コジン		小野　政宏		1,600		個人 コジン		河本　千秋		1,000		個人 コジン		二見　樹一		1,000		1000		1000		個人		末田　治		2,000

				個人 コジン		須藤　榮治		1,600		個人 コジン		木村　井彌		1,000		個人 コジン		西川　誠明		1,000		1000		1000		個人		杉本　徹		2,000

				個人 コジン		富澤　裕一		1,600		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		西脇　宏		1,000		1000		1000		個人		田中　優子		2,000

				個人 コジン		針ヶ谷　哲也		1,600		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		橋本　雅晶		1,000		1000		1000		個人		高橋　草一		2,000

				個人 コジン		阿部　歌子		1,500		個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		原　英崇		1,000		1000		1000		個人		高橋　周衛		2,000

				個人 コジン		朝比奈　尚希		1,500		個人 コジン		清水　和広		1,000		個人 コジン		晴　信一郎		1,000		1000		1000		個人		高橋　修		2,000

				個人 コジン		岡内　精良		1,500		個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		藤井　志保子		1,000		1000		1000		個人		高橋　駿介		2,000

				個人 コジン		岡田　正		1,500		個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		古沢　則夫		1,000		1000		1000		個人		竹内　正行		2,000

				個人 コジン		加藤　教祐		1,500		個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		堀田　健二		1,000		1000		1000		個人		竹田　俊幸		2,000

				個人 コジン		樺澤　三樹也		1,500		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		堀田　武靖		1,000		1000		1000		個人		徳好　成人		2,000

				個人 コジン		木村　雅子		1,500		個人 コジン		桑原　優		1,000		個人 コジン		益山　真一		1,000		1000		1000		個人		冨田　康夫		2,000

				個人 コジン		北田　昌弘		1,500		個人 コジン		小川　治巳		1,000		個人 コジン		松浦　和幸		1,000		1000		1000		個人		永井　敏史		2,000

				個人 コジン		小島　兼隆		1,500		個人 コジン		小河　節子		1,000		個人 コジン		松尾　清		1,000		1000		1000		個人		野口　信宏		2,000

				個人 コジン		小曽川　真明		1,500		個人 コジン		小蔵　隆		1,000		個人 コジン		松本　悠紀		1,000		1000		1000		個人		畑　宗昭		2,000

				個人 コジン		小西　雅惠		1,500		個人 コジン		小林　忠則		1,000		個人 コジン		ミウラ　トクロウ		1,000		1000		1000		個人		花井　栄治		2,000

				個人 コジン		近藤　東侯		1,500		個人 コジン		小原　紀明		1,000		個人 コジン		三木　智惠子		1,000		1000		1000		個人		畔堂　雅樹		2,000

				個人 コジン		坂本　大地		1,500		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		光冨　龍彦		1,000		1000		1000		個人		日比　秀昭		2,000

				個人 コジン		白幡　雅章		1,500		個人 コジン		後藤　憲		1,000		個人 コジン		光冨　ふみ子		1,000		1000		1000		役職員		福井　和貴		2,000

				個人 コジン		関口　雄一郎		1,500		個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		皆川　源		1,000		1000		1000		個人		福岡　慶祐		2,000

				個人 コジン		建部　榮子		1,500		個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		望月　和紀		1,000		1000		1000		個人		藤原　洋之		2,000

				個人 コジン		丹羽　昭洋		1,500		個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		八川　博孝		1,000		1000		1000		個人		前阪　泰美		2,000

				個人 コジン		塚原　五三男		1,500		個人 コジン		斉藤　順子		1,000		個人 コジン		山岡　勲		1,000		1000		1000		個人		前田　貢		2,000

				個人 コジン		中島　秀明		1,500		個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		山本　大介		1,000		1000		1000		個人		宮永　絵里子		2,000

				個人 コジン		中島　康一郎		1,500		個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		山本　慶子		1,000		1000		1000		個人		森　一彦		2,000

				個人 コジン		西川　朋希		1,500		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		個人 コジン		吉田　知生		1,000		1000		1000		個人		山尾　正典		2,000

				個人 コジン		蓮沼　孝義		1,500		個人 コジン		鹿嶋　覚		1,000		個人 コジン		渡辺　勝一郎		1,000		1000		1000		個人		山根　章治		2,000

				個人 コジン		本間　真吾		1,500		個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		渡邊　浩二		1,000		1000		1000		個人		山根　マキ子		2,000

				個人 コジン		森　豊子		1,500		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		個人 コジン		浅田　久子		1,000		0		1000		個人		山本　晃		2,000

				個人 コジン		吉野　隆行		1,500		個人 コジン		菅原　渉		1,000		個人 コジン		渥美　志郎		1,000		800		800		個人		山本　祐司		2,000

				法人 ホウジン		飯田水産株式会社		1,500		個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		渥美　裕人		1,000		0		0		個人		吉岡　英一郎		2,000

				法人 ホウジン		株式会社クラックス		1,500		個人 コジン		角谷　正文		1,000		個人 コジン		荒川　節子		1,000		0		0		個人		吉田　匡介		2,000

				法人 ホウジン		Ｄｏ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社		1,500		個人 コジン		設楽　秀幸		1,000		個人 コジン		粟生田　佳奈子		1,000		0		1000		個人		吉村　直哉		2,000

				機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		1,400		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		個人 コジン		石川　泰幸		1,000		0		0		個人		和田　章宏		2,000

				個人 コジン		中村　幸造		1,400		個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		石田　英和		1,000		500		1000		個人		渡邊　太門		2,000

				個人 コジン		内　千恵		1,400		個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		石塚　智康		1,000		0		0		個人		渡邊　奈緒子		2,000

				個人 コジン		岡村　裕紀子		1,300		個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		稲田　実		1,000		0		0		個人		渡邊　秀和		2,000

				個人 コジン		小川　功		1,300		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		個人 コジン		岩本　和久		1,000		-600		-600		法人		有限会社トータルワイド		2,000

				個人 コジン		櫻井　直人		1,300		個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		上野　健治		1,000		0		0		法人		合同会社美仁		2,000

				個人 コジン		中島　勉		1,300		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		個人 コジン		上野　知美		1,000		-2400		800		個人		ＪＡＮＵＫＯＷＩＣＺ　ＭＡＲＥＫ		2,000

				法人 ホウジン		株式会社テクノインベストメント		1,300		個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		0		0		個人		天川　美代子		1,900

				個人 コジン		阿部　明央		1,200		個人 コジン		武本　誠		1,000		個人 コジン		大矢　元		1,000		0		1000		個人		岩崎　泰祐		1,900

				個人 コジン		井上　太志		1,200		個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		岡内　精良		1,000		0		-500		個人		小野山　ミスズ		1,900

				個人 コジン		大桑　一雄		1,200		個人 コジン		谷　則子		1,000		個人 コジン		岡本　高宏		1,000		0		0		個人		角田　政信		1,900

				個人 コジン		柏　紘次		1,200		個人 コジン		谷　正文		1,000		個人 コジン		岡村　光敏		1,000		0		0		個人		高橋　陽一		1,900

				個人 コジン		小西　馨		1,200		個人 コジン		谷川　史郎		1,000		個人 コジン		奥山　翔平		1,000		0		1000		個人		武藤　光司		1,900

				個人 コジン		關口　文一		1,200		個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		奥山　直子		1,000		0		1000		個人		友澤　博		1,900

				個人 コジン		田中　利明		1,200		個人 コジン		反保　愛佳		1,000		個人 コジン		加納　紀子		1,000		0		0		個人		中村　大亮		1,900

				個人 コジン		高城　瑞江		1,200		個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		加藤　英明		1,000		800		1000		個人		宮崎　浩二		1,900

				個人 コジン		登山　忠一郎		1,200		個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		片男浪　健太郎		1,000		0		1000		個人		渡邊　正治		1,900

				個人 コジン		中島　慶人		1,200		個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		潟上　裕一		1,000		800		800		機関		ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ		1,811

				個人 コジン		馬越　千惠子		1,200		個人 コジン		中尾　充宏		1,000		個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		0		0		個人		井野　孝紀		1,800

				法人 ホウジン		株式会社フジデン		1,200		個人 コジン		中澤　文雄		1,000		個人 コジン		川井　鋭治		1,000		0		0		個人		今給黎　孝		1,800

				個人 コジン		井上　義一		1,100		個人 コジン		中島　周		1,000		個人 コジン		川畑　博信		1,000		0		0		個人		宇野　貞雄		1,800

				個人 コジン		岩佐　譲		1,100		個人 コジン		中嶋　元弘		1,000		個人 コジン		河本　千秋		1,000		0		-700		個人		内田　樹奈		1,800

				個人 コジン		坂下　範子		1,100		個人 コジン		中野　二三男		1,000		個人 コジン		木下　節雄		1,000		100		100		個人		神山　理恵		1,800

				個人 コジン		志水　典二		1,100		個人 コジン		中村　真理		1,000		個人 コジン		木村　井彌		1,000		0		1000		個人		木佐貫　隆雄		1,800

				個人 コジン		鈴木　貴幸		1,100		個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		0		0		個人		中嶋　友敬		1,800

				個人 コジン		田子森　賢一		1,100		個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		岸田　英明		1,000		-19000		1000		個人		野口　和徳		1,800

				個人 コジン		中谷　健		1,100		個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		0		0		個人		松沼　正		1,800

				個人 コジン		仲宗根　正典		1,100		個人 コジン		野沢　有二		1,000		個人 コジン		清水　和広		1,000		0		1000		個人		宮本　しのぶ		1,800

				個人 コジン		藤咲　久江		1,100		個人 コジン		野々村　勝		1,000		個人 コジン		桑原　泰子		1,000		0		0		個人		山上　徹		1,800

				個人 コジン		三浦　邦俊		1,100		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		個人 コジン		小野　嘉彦		1,000		800		1000		個人		吉本　健太		1,800

				機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		1,037		個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		0		0		法人		株式会社スマートプラス		1,800

				機関 キカン		八十二証券株式会社		1,000		個人 コジン		東　幸功		1,000		個人 コジン		後藤　憲		1,000		0		500		個人		浅野　広子		1,700

				個人 コジン		朝日　健		1,000		個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		近藤　隆司		1,000		-1000		1000		個人		稲場　敏		1,700

				個人 コジン		葦澤　正樹		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		齋藤　利江		1,000		600		600		個人		河又　邦彦		1,700

				個人 コジン		足立　三惠		1,000		個人 コジン		藤木　彩		1,000		個人 コジン		澤田　幸代		1,000		0		1000		個人		鈴木　利行		1,700

				個人 コジン		渥美　裕人		1,000		個人 コジン		藤原　教浩		1,000		個人 コジン		柴田　晃		1,000		700		700		個人		唐澤　知明		1,700

				個人 コジン		荒川　節子		1,000		個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		個人 コジン		嶋田　大輔		1,000		0		1000		個人		中島　啓		1,700

				個人 コジン		伊藤　隆之		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		個人 コジン		鈴木　潤輔		1,000		-2500		1000		個人		星野　幸喜		1,700

				個人 コジン		石井　都子		1,000		個人 コジン		古口　綾子		1,000		個人 コジン		鈴木　淳		1,000		-100		1000		個人		益子　幸雄		1,700

				個人 コジン		石川　泰幸		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		個人 コジン		角谷　正文		1,000		0		1000		個人		横地　良子		1,700

				個人 コジン		石塚　智康		1,000		個人 コジン		細金　徹		1,000		個人 コジン		千葉　嵩也		1,000		0		200		個人		ＰＥＴＨＴＨＡＷＡＤＵ　ＳＡＮＪＥＥＷＡ　ＰＲＡＢＨＡＴＨＣＨＡＭＩＮＤＡ		1,700

				個人 コジン		板倉　峰子		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		田中　秀樹		1,000		0		1000		個人		碓氷　正信		1,660

				個人 コジン		市村　広国		1,000		個人 コジン		正清　むつ子		1,000		個人 コジン		田村　玉子		1,000		0		0		個人		小川　正治		1,600

				個人 コジン		糸井　浩司		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		個人 コジン		高橋　憲一		1,000		0		1000		個人		小野田　優子		1,600

				個人 コジン		稲田　実		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		個人 コジン		武本　誠		1,000		0		700		個人		四斗　真宏		1,600

				個人 コジン		今村　雄大		1,000		個人 コジン		松岡　英之		1,000		個人 コジン		谷　則子		1,000		0		1000		個人		田畑　正太		1,600

				個人 コジン		上條　裕二		1,000		個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		谷　正文		1,000		0		1000		個人		中村　敦英		1,600

				個人 コジン		上野　健治		1,000		個人 コジン		宮永　絵里子		1,000		個人 コジン		中島　周		1,000		0		1000		個人		古田　修平		1,600

				個人 コジン		上原　芳江		1,000		個人 コジン		村瀬　貴之		1,000		個人 コジン		中山　啓二		1,000		400		1000		個人		堀部　英紀		1,600

				個人 コジン		植木　清子		1,000		個人 コジン		元樋　俊介		1,000		個人 コジン		長谷部　恵美子		1,000		-3300		1000		個人		牧野　耕治		1,600

				個人 コジン		植田　信孝		1,000		個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		花田　啓陽		1,000		0		0		個人		淀　雅和		1,600

				個人 コジン		海老塚　陽子		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		日野　洋一		1,000		0		0		個人		溝端　幸司		1,550

				個人 コジン		梅原　郁男		1,000		個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		藤尾　正治		1,000		0		0		個人		天木　稔		1,500

				個人 コジン		榎屋　幸生		1,000		個人 コジン		山内　啓介		1,000		個人 コジン		藤本　佳子		1,000		0		0		個人		伊藤　広明		1,500

				個人 コジン		大久保　和生		1,000		個人 コジン		山田　正剛		1,000		個人 コジン		古賀　和雄		1,000		1000		1000		個人		飯島　せつ子		1,500

				個人 コジン		大越　良樹		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		古口　基		1,000		0		1000		個人		飯伏　信也		1,500

				個人 コジン		大沢　幸夫		1,000		個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		本山　明		1,000		0		0		個人		川本　昌寛		1,500

				個人 コジン		大嶽　幸雄		1,000		個人 コジン		横山　尚平		1,000		個人 コジン		前田　光男		1,000		-300		500		個人		毛塚　茂治		1,500

				個人 コジン		大谷　一郎		1,000		個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		増田　重城		1,000		0		1000		個人		小松崎　秀岐		1,500

				個人 コジン		大出　玲子		1,000		個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		松井　金次郎		1,000		0		1000		個人		甲斐　雄一		1,500

				個人 コジン		大中　智代子		1,000		法人 ホウジン		ＡＴコーポレーション株式会社		1,000		個人 コジン		八木　稔		1,000		0		0		個人		柴田　克之		1,500

				個人 コジン		大村　香奈子		1,000		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000		個人 コジン		安川　容子		1,000		-1000		1000		個人		嶋吉　太朗		1,500

				個人 コジン		大森　秀美		1,000		法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000		個人 コジン		山田　好郎		1,000		0		0		個人		鈴　良一		1,500

				個人 コジン		岡田　不可志		1,000		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		個人 コジン		若井　秀夫		1,000		-2000		-2000		個人		千葉　嵩也		1,500

				個人 コジン		岡本　高宏		1,000		法人 ホウジン		トラベルイノベーションジャパン株式会社		1,000		個人 コジン		若尾　元康		1,000		900		1000		個人		茶野　宏		1,500

				個人 コジン		岡村　光敏		1,000		機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		個人 コジン		渡部　啓人		1,000		400		1000		個人		中　清司		1,500

				個人 コジン		荻原　清		1,000		個人 コジン		上田　穂積		900		法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		0		0		個人		長井　理奈子		1,500

				個人 コジン		加納　紀子		1,000		個人 コジン		荻原　治男		900		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000		0		1000		個人		原田　厚		1,500

				個人 コジン		嘉村　育子		1,000		個人 コジン		木下　節雄		900		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000		0		1000		個人		真田　光明		1,500

				個人 コジン		金城　恵子		1,000		個人 コジン		郷家　正義		900		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		1,000		800		1000		個人		松田　直也		1,500

				個人 コジン		金田　政雄		1,000		個人 コジン		田島　常雄		900		個人 コジン		宇津野　祐介		900		900		900		個人		村田　文男		1,500

				個人 コジン		金輪　紀久美		1,000		個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		崎野　晃滋		900		900		900		個人		山上　緑		1,500

				個人 コジン		神尾　太資		1,000		個人 コジン		中村　幸造		900		個人 コジン		下村　恵美		900		900		900		個人		山本　貴也		1,500

				個人 コジン		神田　栄子		1,000		個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		砂田　洋平		900		900		900		個人		山本　和也		1,500

				個人 コジン		川井　鋭治		1,000		個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		西本　雄真		900		900		900		個人		横山　哲		1,500

				個人 コジン		川上　一宏		1,000		個人 コジン		山野　一弘		900		個人 コジン		前田　貢		900		900		900		個人		吉田　拓馬		1,500

				個人 コジン		川畑　博信		1,000		法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900		個人 コジン		森部　太智		900		900		900		個人		渡邊　タマキ		1,500

				個人 コジン		川俣　清隆		1,000		機関 キカン		ＭＬ　ＩＮＴＬ　ＥＱＵＩＴＹ　ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ		800		個人 コジン		山上　順子		900		900		900		個人		金子　敦		1,402

				個人 コジン		木村　慶春		1,000		機関 キカン		ＣＲＥＤＩＴ　ＳＵＩＳＳＥ　ＡＧ，　ＤＵＢＬＩＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＰＲＩＭＥ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴ　ＥＱＵＩＴＹ　ＡＣＣＯＵＮＴ		800		個人 コジン		荻原　治男		900		0		0		個人		池高　純子		1,400

				個人 コジン		木村　正彦		1,000		機関 キカン		ＣＧＭＬ－ＬＯＮＤＯＮ　ＥＱＵＩＴＹ		800		個人 コジン		郷家　正義		900		0		0		個人		金田　由理子		1,400

				個人 コジン		木元　達夫		1,000		個人 コジン		相場　和裕		800		個人 コジン		坪内　憲和		900		0		0		個人		木村　榮二		1,400

				個人 コジン		菊地　タカ子		1,000		個人 コジン		伊藤　孝介		800		個人 コジン		永岡　陽介		900		700		900		個人		清水田　哲		1,400

				個人 コジン		北島　正明		1,000		個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		橋本　知幸		900		800		800		個人		小西　均		1,400

				個人 コジン		北本　幸市郎		1,000		個人 コジン		川畑　浩一		800		個人 コジン		相良　恭子		800		800		800		個人		齋藤　太		1,400

				個人 コジン		清岡　義教		1,000		個人 コジン		木村　敏浩		800		個人 コジン		岩井　克己		800		800		800		個人		塚原　芳輝		1,400

				個人 コジン		九十歩　昭博		1,000		個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		岩本　知己		800		800		800		個人		中尾　敦		1,400

				個人 コジン		久郷　和彦		1,000		個人 コジン		笹　令		800		個人 コジン		内藤　順子		800		800		800		個人		中本　涼		1,400

				個人 コジン		葛原　禎子		1,000		個人 コジン		杉　喜志盛		800		個人 コジン		大西　弘文		800		800		800		個人		平岩　智宏		1,400

				個人 コジン		椚原　大輔		1,000		個人 コジン		杉江　以津子		800		個人 コジン		小林　良晃		800		800		800		個人		牧　角栄		1,400

				個人 コジン		桑原　泰子		1,000		個人 コジン		田中　美保子		800		個人 コジン		齋藤　あい		800		800		800		個人		松田　広志		1,400

				個人 コジン		小泉　隆與		1,000		個人 コジン		玉井　道裕		800		個人 コジン		中嶋　文彦		800		800		800		個人		松原　泰之		1,400

				個人 コジン		小笠原　勇人		1,000		個人 コジン		土井　雅之		800		個人 コジン		中屋　朋子		800		800		800		個人		横山　正宏		1,400

				個人 コジン		小林　伸行		1,000		個人 コジン		土屋　智広		800		個人 コジン		馬場　一彰		800		800		800		機関		株式会社日本カストディ銀行（年金特金口）		1,400

				個人 コジン		五十嵐　一則		1,000		個人 コジン		中野　雄太		800		個人 コジン		服部　正純		800		800		800		法人		エイディシーテクノロジー株式会社		1,400

				個人 コジン		後藤　正春		1,000		個人 コジン		中林　嗣男		800		個人 コジン		満島　裕子		800		800		800		機関		Ｍｏｎｅｘ　Ｂｏｏｍ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　（Ｈ．Ｋ．）　Ｌｉｍｉｔｅｄ　－　Ｃｌｉｅｎｔｓ’　Ａｃｃｏｕｎｔ		1,400

				個人 コジン		米田　正英		1,000		個人 コジン		永松　良平		800		個人 コジン		片山　勝巳		800		300		800		機関		ＣＢ　ＫＲ　ＡＳ　ＴＳＴ　ＦＯＲ　ＭＩＲＡＥ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ　ＶＡＬＵＥ　ＳＭＡＬＬ－ＭＩＤ　ＣＡＰ　ＥＱＵＩＴＹ　ＭＡＳＴＥＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＴＲＵＳＴ		1,400

				個人 コジン		近見　康広		1,000		個人 コジン		松谷　元気		800		個人 コジン		小関　満		800		0		0		機関		ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ　１４００４２		1,400

				個人 コジン		佐野　伊久夫		1,000		個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		杉江　以津子		800		0		800		個人		島袋　大樹		1,315

				個人 コジン		佐藤　君子		1,000		個人 コジン		三浦　邦俊		800		個人 コジン		田中　美保子		800		0		800		個人		熊谷　瞬		1,301

				個人 コジン		佐藤　悌夫		1,000		個人 コジン		三浦　輝美		800		個人 コジン		土井　雅之		800		0		-2000		個人		今津　輝彦		1,300

				個人 コジン		佐藤　博		1,000		個人 コジン		吉江　謙司		800		個人 コジン		仲宗根　正典		800		-300		-300		個人		宇津野　祐介		1,300

				個人 コジン		佐藤　博之		1,000		個人 コジン		和田　章宏		800		個人 コジン		松岡　賢治		800		500		800		個人		大越　勇一		1,300

				個人 コジン		佐々木　博昭		1,000		個人 コジン		赤山　聡		700		個人 コジン		丸山　幸夫		800		0		0		個人		大野　陽一		1,300

				個人 コジン		斎藤　テイ		1,000		個人 コジン		伊東　満雄		700		個人 コジン		水野　旭		800		600		800		個人		門田　隆志		1,300

				個人 コジン		坂尾　美砂		1,000		個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		吉田　友彦		800		500		500		個人		河部　覚		1,300

				個人 コジン		阪上　章二		1,000		個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		和田　章宏		800		0		800		個人		熊谷　光		1,300

				個人 コジン		桜井　尚史		1,000		個人 コジン		植木　是		700		個人 コジン		阿部　正善		700		700		700		個人		黒川　大介		1,300

				個人 コジン		酒井　直美		1,000		個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		朝倉　勲		700		700		700		個人		佐藤　眞		1,300

				個人 コジン		酒井　安雄		1,000		個人 コジン		大黒　秀樹		700		個人 コジン		片岡　真太郎		700		700		700		個人		酒井　正人		1,300

				個人 コジン		治田　靖夫		1,000		個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		紀伊　仁司		700		700		700		個人		猿橋　照彦		1,300

				個人 コジン		峙　英慶		1,000		個人 コジン		園原　智博		700		個人 コジン		黄地　宏史		700		700		700		個人		首藤　広行		1,300

				個人 コジン		茂木　友秀		1,000		個人 コジン		月城　聡之		700		個人 コジン		小川　中也		700		700		700		個人		白神　康一郎		1,300

				個人 コジン		柴田　勇治		1,000		個人 コジン		土野　康夫		700		個人 コジン		五島　泰信		700		700		700		個人		鈴木　一毅		1,300

				個人 コジン		島田　実		1,000		個人 コジン		土屋　明美		700		個人 コジン		幸　裕也		700		700		700		個人		鈴木　和也		1,300

				個人 コジン		諏佐　誠		1,000		個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		中村　由美子		700		700		700		個人		錢谷　直也		1,300

				個人 コジン		菅　紀美江		1,000		個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		濱崎　輝彦		700		700		700		個人		高井　謙二郎		1,300

				個人 コジン		菅井　秀昭		1,000		個人 コジン		福島　桐典		700		個人 コジン		矢口　眞佐子		700		700		700		個人		中下　信子		1,300

				個人 コジン		杉江　陽一		1,000		個人 コジン		藤井　清治		700		個人 コジン		弓木　寛一		700		700		700		個人		中村　晃士		1,300

				個人 コジン		杉原　源太郎		1,000		個人 コジン		松井　浩		700		個人 コジン		横山　哲		700		700		700		個人		西沢　弘晃		1,300

				個人 コジン		杉山　直		1,000		個人 コジン		溝越　祐輔		700		個人 コジン		和田　明博		700		700		700		個人		野上　克也		1,300

				個人 コジン		関根　聡		1,000		個人 コジン		山地　聰		700		個人 コジン		阿部　敏治		700		-300		700		個人		林　克茂		1,300

				個人 コジン		関根　多喜恵		1,000		個人 コジン		横山　正宏		700		個人 コジン		伊藤　純子		700		0		0		個人		林　正幸		1,300

				個人 コジン		関根　義三		1,000		個人 コジン		吉田　幸一		700		個人 コジン		石原　直樹		700		0		0		個人		町田　茂		1,300

				個人 コジン		千　貴行		1,000		個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		江口　太郎		700		200		400		個人		松尾　祐子		1,300

				個人 コジン		千葉　ミチ子		1,000		個人 コジン		赤松　邦男		600		個人 コジン		大黒　秀樹		700		0		500		個人		山崎　恒治		1,300

				個人 コジン		田中　啓之		1,000		個人 コジン		井出　敏明		600		個人 コジン		加藤　幸子		700		100		700		個人		渡邊　かおる		1,300

				個人 コジン		田中　ヒサヨ		1,000		個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		笠原　智大		700		400		700		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５２２３		1,300

				個人 コジン		田邉　和代		1,000		個人 コジン		加藤　幸子		600		個人 コジン		許　蛍雪		700		500		600		個人		小見野　勇人		1,208

				個人 コジン		田村　玉子		1,000		個人 コジン		形野　文彦		600		個人 コジン		小松　顕史		700		600		700		個人		岩本　みずほ		1,200

				個人 コジン		高橋　幸子		1,000		個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		出口　昭利		700		0		0		個人		勝俣　幸子		1,200

				個人 コジン		高橋　由紀		1,000		個人 コジン		川野　智昭		600		個人 コジン		福島　桐典		700		0		700		個人		門脇　大輔		1,200

				個人 コジン		滝澤　清		1,000		個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		渡辺　洋		700		200		700		個人		清水　久広		1,200

				個人 コジン		竹村　和人		1,000		個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		サハノンチャイクン　ブンシリ		600		600		600		個人		草薙　喜治		1,200

				個人 コジン		橘　秀樹		1,000		個人 コジン		小川　幸雄		600		個人 コジン		新井　憲子		600		600		600		個人		窪田　友亮		1,200

				個人 コジン		谷口　弘也		1,000		個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		粟根　浩一郎		600		600		600		個人		小村　裕		1,200

				個人 コジン		谷本　かおり		1,000		個人 コジン		小松　孝		600		個人 コジン		伊藤　健宏		600		600		600		個人		佐久間　寛		1,200

				個人 コジン		玉井　政材		1,000		個人 コジン		佐多　宗		600		個人 コジン		石井　泰弘		600		600		600		個人		佐藤　兆秀		1,200

				個人 コジン		柘植　ひろ江		1,000		個人 コジン		齊藤　眞一		600		個人 コジン		石成　英樹		600		600		600		個人		堺　日出美		1,200

				個人 コジン		塚原　弘康		1,000		個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		梅村　和代		600		600		600		個人		作山　保之		1,200

				個人 コジン		土屋　美紀		1,000		個人 コジン		品地　惠太		600		個人 コジン		遠山　大貴		600		600		600		個人		嶌　道子		1,200

				個人 コジン		寺内　彩乃		1,000		個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		尾崎　宏基		600		600		600		個人		田中　陽一		1,200

				個人 コジン		寺島　健就		1,000		個人 コジン		田中　秀和		600		個人 コジン		太田　正		600		600		600		個人		田原　章裕		1,200

				個人 コジン		戸澤　要		1,000		個人 コジン		高坂　磨希子		600		個人 コジン		大畑　貴裕		600		600		600		個人		田部　達弥		1,200

				個人 コジン		鳥山　誠二		1,000		個人 コジン		武山　美佐子		600		個人 コジン		菊池　謙作		600		600		600		個人		武田　和明		1,200

				個人 コジン		中島　義和		1,000		個人 コジン		中山　啓二		600		個人 コジン		小久保　奈海		600		600		600		個人		中田　章雄		1,200

				個人 コジン		中村　勝志		1,000		個人 コジン		長内　修		600		個人 コジン		小阪　元成		600		600		600		個人		永田　寿典		1,200

				個人 コジン		長谷川　幸人		1,000		個人 コジン		長塚　利春		600		個人 コジン		小島　真		600		600		600		個人		永山　康太		1,200

				個人 コジン		長谷部　一子		1,000		個人 コジン		野上　修作		600		個人 コジン		小山　徹彦		600		600		600		個人		長　信男		1,200

				個人 コジン		西岡　正文		1,000		個人 コジン		野村　太一		600		個人 コジン		芝田　隆志		600		600		600		個人		根岸　健一		1,200

				個人 コジン		西山　邦彰		1,000		個人 コジン		浜野　文雄		600		個人 コジン		白川　洋之		600		600		600		個人		畠中　知之		1,200

				個人 コジン		任　道勇		1,000		個人 コジン		日榮　隆広		600		個人 コジン		角田　俊則		600		600		600		個人		花井　博道		1,200

				個人 コジン		沼尻　享明		1,000		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		個人 コジン		出川　拓也		600		600		600		個人		深野木　剛士		1,200

				個人 コジン		野村　知生		1,000		個人 コジン		藤光　厚子		600		個人 コジン		鳴戸　栄朗		600		600		600		個人		藤川　克也		1,200

				個人 コジン		能登　知子		1,000		個人 コジン		穂坂　弘治		600		個人 コジン		西垣　弘樹		600		600		600		個人		藤吉　友子		1,200

				個人 コジン		能美　裕一		1,000		個人 コジン		松井　直道		600		個人 コジン		林　克茂		600		600		600		個人		古口　綾子		1,200

				個人 コジン		畑中　静子		1,000		個人 コジン		松田　真紀子		600		個人 コジン		平田　慶樹		600		600		600		個人		松島　賢治		1,200

				個人 コジン		花島　健士		1,000		個人 コジン		村上　俊行		600		個人 コジン		堀川　裕貴		600		600		600		個人		三浦　康司		1,200

				個人 コジン		日野　洋一		1,000		個人 コジン		八田　卓人		600		個人 コジン		松井　雅隆		600		600		600		個人		宮川　修		1,200

				個人 コジン		東　哲志		1,000		個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		松本　良浩		600		600		600		個人		森川　裕史		1,200

				個人 コジン		平井　政規		1,000		個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		松村　亮三		600		600		600		個人		山戸　雅治		1,200

				個人 コジン		平石　雅也		1,000		個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		丸山　勇		600		600		600		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３		1,112

				個人 コジン		平田　儒弘		1,000		個人 コジン		吉村　和平		600		個人 コジン		相崎　孝行		600		0		0		個人		西山　潤		1,101

				個人 コジン		平野　悦生		1,000		個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		井出　敏明		600		0		200		個人		秋野　雅彦		1,100

				個人 コジン		平原　彩都美		1,000		個人 コジン		渡部　啓人		600		個人 コジン		伊藤　顕二郎		600		300		300		個人		池上　歌苗		1,100

				個人 コジン		藤尾　正治		1,000		個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		市河原　啓正		600		0		0		個人		石橋　五月		1,100

				個人 コジン		藤原　すみ子		1,000		機関 キカン		東海東京証券株式会社		500		個人 コジン		片岡　修		600		400		400		個人		石原　猛		1,100

				個人 コジン		藤本　佳子		1,000		機関 キカン		ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ		500		個人 コジン		形野　文彦		600		0		600		個人		内田　博基		1,100

				個人 コジン		藤本　雅和		1,000		個人 コジン		穴迫　隆光		500		個人 コジン		川口　宜人		600		0		0		個人		榎本　香織		1,100

				個人 コジン		舟橋　淑惠		1,000		個人 コジン		荒谷　章弘		500		個人 コジン		川畑　浩一		600		-200		600		個人		金川　裕樹		1,100

				個人 コジン		古谷　利彦		1,000		個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		螢原　純		600		500		600		個人		鎌田　幹雄		1,100

				個人 コジン		本山　明		1,000		個人 コジン		粟田　剛平		500		個人 コジン		小林　節子		600		0		0		個人		木下　孝司		1,100

				個人 コジン		前沢　慈名		1,000		個人 コジン		井上　征典		500		個人 コジン		佐藤　優希		600		500		500		個人		桐村　弘文		1,100

				個人 コジン		松井　和雄		1,000		個人 コジン		伊藤　勤		500		個人 コジン		高橋　鉄哉		600		300		600		個人		工藤　克彦		1,100

				個人 コジン		松藤　博次		1,000		個人 コジン		飯塚　敦子		500		個人 コジン		武山　美佐子		600		0		600		個人		後藤　憲		1,100

				個人 コジン		森　愼一		1,000		個人 コジン		石川　訓		500		個人 コジン		辻本　貴行		600		100		600		個人		佐藤　健人		1,100

				個人 コジン		森本　和男		1,000		個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		能美　佑		600		100		600		個人		白井　康浩		1,100

				個人 コジン		八木　稔		1,000		個人 コジン		石田　英和		500		個人 コジン		原　陽子		600		300		600		個人		鈴木　永		1,100

				個人 コジン		矢野　淳		1,000		個人 コジン		石田　隆三		500		個人 コジン		日榮　隆広		600		0		600		個人		鈴木　康浩		1,100

				個人 コジン		矢吹　健二		1,000		個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		福原　兼隆		600		200		600		個人		田村　一樹		1,100

				個人 コジン		保科　誠助		1,000		個人 コジン		石原　友紀		500		個人 コジン		藤浦　仁恵		600		0		300		個人		二上　浩至		1,100

				個人 コジン		柳田　守		1,000		個人 コジン		市村　広国		500		個人 コジン		松岡　真代		600		300		600		個人		林　幹也		1,100

				個人 コジン		山田　哲		1,000		個人 コジン		稲端下　洋		500		個人 コジン		横澤　容子		600		100		500		個人		藤川　義久		1,100

				個人 コジン		山田　好郎		1,000		個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		頼岡　詩子		600		0		0		個人		増田　康祐		1,100

				個人 コジン		山本　荘太郎		1,000		個人 コジン		氏原　久徳		500		個人 コジン		渡部　吉則		600		100		600		個人		三井　修次		1,100

				個人 コジン		山本　浩司		1,000		個人 コジン		碓氷　正信		500		機関		松井証券株式会社		600		-12300		-31500		個人		満島　隆幸		1,100

				個人 コジン		山本　泰史		1,000		個人 コジン		梅林　正和		500		個人 コジン		新井　一弘		500		500		500		個人		宮川　裕司		1,100

				個人 コジン		横山　二美男		1,000		個人 コジン		江口　太郎		500		個人 コジン		池上　登		500		500		500		個人		山田　哲也		1,100

				個人 コジン		吉田　孝子		1,000		個人 コジン		大塚　道宏		500		個人 コジン		泉谷　臣陽		500		500		500		個人		吉田　昌泰		1,100

				個人 コジン		渡津　忠司		1,000		個人 コジン		大松　雄次		500		個人 コジン		板野　修一		500		500		500		機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　（ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ		1,100

				個人 コジン		渡部　利助		1,000		個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		内藤　隆徳		500		500		500		個人		紙田　春夫		1,006

				個人 コジン		花田　啓陽		1,000		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		個人 コジン		大泉　芳弘		500		500		500		個人		富樫　俊文		1,001

				法人 ホウジン		ＡＩホールディングス株式会社		1,000		個人 コジン		奥柿　佐久楽		500		個人 コジン		大塚　眞弘		500		500		500		個人		青木　和夫		1,000

				法人 ホウジン		株式会社ＮＳＩ		1,000		個人 コジン		會沢　辰介		500		個人 コジン		岡崎　稔		500		500		500		個人		赤岡　昌朋		1,000

				法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		1,000		個人 コジン		片山　勝巳		500		個人 コジン		岡本　孝雄		500		500		500		個人		赤松　健		1,000

				法人 ホウジン		オプトテック有限会社		1,000		個人 コジン		勝村　夢		500		個人 コジン		加藤　俊文		500		500		500		個人		浅田　久子		1,000

				法人 ホウジン		株式会社大阪住宅		1,000		個人 コジン		川上　敏博		500		個人 コジン		加藤　智江		500		500		500		個人		浅野　大		1,000

				法人 ホウジン		合名会社大政商店		1,000		個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		霍川　順一		500		500		500		個人		浅野　修一		1,000

				法人 ホウジン		壽光寺		1,000		個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		勝沼　将人		500		500		500		個人		新藤　正人		1,000

				法人 ホウジン		シティープロパティ管理株式会社		1,000		個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		神田　まゆみ		500		500		500		個人		井上　武士		1,000

				法人 ホウジン		株式会社製作エンタ		1,000		個人 コジン		木村　史絵		500		個人 コジン		川崎　孝弘		500		500		500		個人		井原　伸介		1,000

				法人 ホウジン		有限会社関根企画社		1,000		個人 コジン		木村　博光		500		個人 コジン		川崎　吉明		500		500		500		個人		井藤　雄基		1,000

				法人 ホウジン		平林建設株式会社		1,000		個人 コジン		木元　淳一郎		500		個人 コジン		北澤　治道		500		500		500		個人		井村　沙紀		1,000

				法人 ホウジン		向陽建設株式会社		1,000		個人 コジン		工藤　健一		500		個人 コジン		北嶋　克至		500		500		500		個人		伊藤　有司		1,000

				機関 キカン		立花証券株式会社		900		個人 コジン		工藤　孝嗣		500		個人 コジン		清水　春代		500		500		500		個人		伊藤　健宏		1,000

				機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		900		個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		黒川　嘉裕		500		500		500		個人		伊豆川　達也		1,000

				機関 キカン		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		900		個人 コジン		黒柳　直人		500		個人 コジン		黒田　健二		500		500		500		個人		池田　樹吏		1,000

				個人 コジン		岩田　和久		900		個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		小池　英臣		500		500		500		個人		池田　智子		1,000

				個人 コジン		荻原　治男		900		個人 コジン		小島　榮一		500		個人 コジン		小久保　久子		500		500		500		個人		石井　邦子		1,000

				個人 コジン		神谷　花子		900		個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		小坂　武志		500		500		500		個人		石川　訓		1,000

				個人 コジン		冠城　公示		900		個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		小林　宏		500		500		500		個人		石川　崇		1,000

				個人 コジン		木下　節雄		900		個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		小林　優之		500		500		500		個人		石坂　なみ江		1,000

				個人 コジン		小島　一利		900		個人 コジン		纐纈　保文		500		個人 コジン		小原　謙二		500		500		500		個人		石田　博之		1,000

				個人 コジン		郷家　正義		900		個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		小見野　勇人		500		500		500		個人		石塚　徳一		1,000

				個人 コジン		茂呂　忠良		900		個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		五十嵐　紀之		500		500		500		個人		石原　俊一		1,000

				個人 コジン		田中　俊光		900		個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		甲斐　啓司		500		500		500		個人		磯野　正美		1,000

				個人 コジン		辰己　欣広		900		個人 コジン		坂本　知子		500		個人 コジン		白石　文生		500		500		500		個人		板野　順一		1,000

				個人 コジン		坪内　憲和		900		個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		杉　達知		500		500		500		個人		市野　修一		1,000

				個人 コジン		二宮　一郎		900		個人 コジン		下山　昇一		500		個人 コジン		鈴木　拓		500		500		500		個人		稲田　実		1,000

				個人 コジン		野尻　信義		900		個人 コジン		白幡　雅章		500		個人 コジン		鈴木　雅巳		500		500		500		役職員 ヤクショクイン		稲葉　賢二		1,000

				個人 コジン		松鳥　将人		900		個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		鈴木　和史		500		500		500		個人		稲餅　幸和		1,000

				個人 コジン		山口　雅也		900		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		個人 コジン		瀬戸口　翠		500		500		500		個人		今井　康太		1,000

				個人 コジン		和田　信		900		個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		関　充夫		500		500		500		個人		今込　信二		1,000

				個人 コジン		脇　正人		900		個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		高芝　将勝		500		500		500		個人		岩瀬　一馬		1,000

				法人 ホウジン		宗教法人古峰神社		900		個人 コジン		田中　智浩		500		個人 コジン		宝井　徳郎		500		500		500		個人		宇江城　昌弘		1,000

				機関 キカン		ひびき証券株式会社		800		個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		竹内　由衣		500		500		500		個人		宇多　範子		1,000

				個人 コジン		阿部　功男		800		個人 コジン		高岡　直樹		500		個人 コジン		塚本　直樹		500		500		500		個人		上城　貴士		1,000

				個人 コジン		芥川　朋義		800		個人 コジン		高橋　みつ子		500		個人 コジン		露本　重治		500		500		500		個人		上野　健治		1,000

				個人 コジン		岩田　茂		800		個人 コジン		竹田　俊幸		500		個人 コジン		戸崎　和彦		500		500		500		個人		上渕　哲史		1,000

				個人 コジン		上田　穂積		800		個人 コジン		竹本　恵子		500		個人 コジン		豊田　晃		500		500		500		個人		上村　博子		1,000

				個人 コジン		大石　健		800		個人 コジン		玉井　志穂		500		個人 コジン		鳥海　大明		500		500		500		個人		臼田　優樹		1,000

				個人 コジン		大谷　善保		800		個人 コジン		辻本　貴行		500		個人 コジン		中尾　尊		500		500		500		個人		内藤　薫志		1,000

				個人 コジン		會津　富士代		800		個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		中村　誠		500		500		500		個人		打田　保貴		1,000

				個人 コジン		金子　由美子		800		個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		長濱　英朗		500		500		500		個人		海老原　順		1,000

				個人 コジン		金城　千草		800		個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		成田　素		500		500		500		個人		尾崎　英外		1,000

				個人 コジン		久保　崇子		800		個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		二宮　紀子		500		500		500		個人		大川原　誠		1,000

				個人 コジン		小関　満		800		個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		西山　潤		500		500		500		個人		太田　直樹		1,000

				個人 コジン		小野　敏勝		800		個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		橋本　早由利		500		500		500		個人		太谷　周治		1,000

				個人 コジン		坂野　昌人		800		個人 コジン		中谷　健		500		個人 コジン		日高　力		500		500		500		個人		大塚　拓海		1,000

				個人 コジン		志村　高義		800		個人 コジン		中谷　友昭		500		個人 コジン		日野　俊宏		500		500		500		個人		大成　博昭		1,000

				個人 コジン		末野　裕之		800		個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		平倉　一弘		500		500		500		個人		大野　修		1,000

				個人 コジン		杉山　敬亮		800		個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		福嶋　まり子		500		500		500		個人		大野　知子		1,000

				個人 コジン		千葉　嵩也		800		個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		福永　憲和		500		500		500		個人		大矢　元		1,000

				個人 コジン		武谷　勝法		800		個人 コジン		永野　由巳		500		個人 コジン		藤井　勝		500		500		500		個人		岡田　康夫		1,000

				個人 コジン		寺内　良一		800		個人 コジン		長谷川　典子		500		個人 コジン		星谷　孝彦		500		500		500		個人		岡野　好晴		1,000

				個人 コジン		照山　雄三		800		個人 コジン		西尾　守弘		500		個人 コジン		町山　賢司		500		500		500		個人		岡本　高宏		1,000

				個人 コジン		原山　和芳		800		個人 コジン		西口　サト子		500		個人 コジン		三河　哲男		500		500		500		個人		沖汐　和彦		1,000

				個人 コジン		藤澤　正雄		800		個人 コジン		西田　孝雄		500		個人 コジン		三宅　茂		500		500		500		個人		奥田　充昭		1,000

				個人 コジン		牧江　重徳		800		個人 コジン		西山　和行		500		個人 コジン		満島　隆幸		500		500		500		個人		奥山　秀朗		1,000

				個人 コジン		町井　健二		800		個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		向井　亨		500		500		500		個人		加藤　光枝		1,000

				個人 コジン		松本　匡美		800		個人 コジン		野島　茂一		500		個人 コジン		森國　俊充		500		500		500		個人		笠井　高士		1,000

				個人 コジン		丸山　幸夫		800		個人 コジン		能美　佑		500		個人 コジン		矢部　芳一		500		500		500		個人		梶原　徹		1,000

				個人 コジン		三吉　直樹		800		個人 コジン		濱口　貴和		500		個人 コジン		矢山　士朗		500		500		500		個人		片男浪　健太郎		1,000

				個人 コジン		山口　裕成		800		個人 コジン		原　ゆか		500		個人 コジン		保坂　奏希		500		500		500		個人		片山　良子		1,000

				個人 コジン		和田　逸子		800		個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		山口　順子		500		500		500		個人		勝見　星空		1,000

				個人 コジン		渡邉　定康		800		個人 コジン		樋口　和江		500		個人 コジン		湯浦　澄子		500		500		500		個人		金　毅		1,000

				機関 キカン		株式会社証券ジャパン		700		個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		横井　和雄		500		500		500		個人		金田　卓也		1,000

				個人 コジン		赤松　邦男		700		個人 コジン		福井　毅		500		個人 コジン		横田　浩平		500		500		500		個人		神戸　謙二		1,000

				個人 コジン		伊藤　貴史		700		個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		横田　頼雄		500		500		500		個人		亀井　智裕		1,000

				個人 コジン		伊藤　純子		700		個人 コジン		藤原　洋之		500		個人 コジン		吉沢　栄子		500		500		500		個人		川上　直朗		1,000

				個人 コジン		池岡　久仁夫		700		個人 コジン		摩嶋　竜生		500		個人 コジン		吉田　亨輔		500		500		500		個人		川上　實		1,000

				個人 コジン		石垣　陽子		700		個人 コジン		松田　大		500		個人 コジン		朝倉　哲雄		500		300		400		個人		川崎　吉明		1,000

				個人 コジン		石田　重利		700		個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		粟田　剛平		500		0		500		個人		川瀬　学		1,000

				個人 コジン		石原　直樹		700		個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		伊東　宏昌		500		300		500		個人		川村　龍介		1,000

				個人 コジン		岩田　正樹		700		個人 コジン		水越　満		500		個人 コジン		石川　訓		500		0		500		個人		河本　千秋		1,000

				個人 コジン		遠藤　一己		700		個人 コジン		満塩　博起		500		個人 コジン		石川　渓一		500		0		0		個人		木村　井彌		1,000

				個人 コジン		大野　真一		700		個人 コジン		宮永　浩明		500		個人 コジン		石田　隆三		500		0		500		個人		木村　学		1,000

				個人 コジン		大和　良章		700		個人 コジン		村田　幹雄		500		個人 コジン		稲端下　洋		500		0		500		個人		木村　直幸		1,000

				個人 コジン		加藤　俊樹		700		個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		岩井　敦		500		0		0		個人		木村　吉信		1,000

				個人 コジン		加藤　泰司		700		個人 コジン		守屋　充郎		500		個人 コジン		氏原　久徳		500		0		500		個人		菊井　隆		1,000

				個人 コジン		會澤　直		700		個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		碓氷　正信		500		0		500		個人		岸田　正明		1,000

				個人 コジン		金子　大輝		700		個人 コジン		山神　健司		500		個人 コジン		大野　陽一		500		400		400		個人		岸本　晃和		1,000

				個人 コジン		川瀬　敏夫		700		個人 コジン		山嵜　雄一郎		500		個人 コジン		大橋　智恵子		500		-2400		500		個人		北島　邦男		1,000

				個人 コジン		清水　大平		700		個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		岡嶋　光悦		500		0		400		個人		久世　忠志		1,000

				個人 コジン		桑原　優		700		個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		岡村　政紘		500		300		400		役職員 ヤクショクイン		熊取谷　重徳		1,000

				個人 コジン		小松　美恵子		700		個人 コジン		山田　裕介		500		個人 コジン		會沢　辰介		500		0		500		個人		熊野　滋子		1,000

				個人 コジン		佐藤　厚子		700		個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		川島　百合子		500		0		0		個人		黒川　嘉裕		1,000

				個人 コジン		鹿田　能昭		700		個人 コジン		山本　繁義		500		個人 コジン		川村　修介		500		300		400		個人		小坂　武志		1,000

				個人 コジン		重村　健司		700		個人 コジン		山本　荘太郎		500		個人 コジン		木村　一三		500		0		0		個人		小坂　俊陽		1,000

				個人 コジン		篠田　隼人		700		個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		木元　淳一郎		500		0		500		個人		小島　八郎		1,000

				個人 コジン		鈴木　寛治		700		個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		栗林　眞		500		0		0		個人		小坪　幸一		1,000

				個人 コジン		鈴木　和宏		700		個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		黒柳　直人		500		0		500		個人		小沼　滋紀		1,000

				個人 コジン		檀浦　直子		700		個人 コジン		横澤　容子		500		個人 コジン		桑原　優		500		-500		-200		個人		小野　嘉彦		1,000

				個人 コジン		土田　賢司		700		個人 コジン		横山　孝良		500		個人 コジン		小川　ひろ子		500		0		0		個人		小野　貴弘		1,000

				個人 コジン		出口　昭利		700		個人 コジン		吉田　雄太郎		500		個人 コジン		小滝　弘		500		0		0		個人		小野　幸市		1,000

				個人 コジン		直江　貴司		700		個人 コジン		渡部　貞良		500		個人 コジン		佐野　美恵子		500		0		0		個人		小花　和枝		1,000

				個人 コジン		中村　隆司		700		個人 コジン		渡部　吉則		500		個人 コジン		佐復　信夫		500		200		500		個人		小林　睦		1,000

				個人 コジン		中山　睦雄		700		個人 コジン		渡辺　正基		500		個人 コジン		佐藤　成将		500		200		200		個人		小山　浩一		1,000

				個人 コジン		野村　道浩		700		個人 コジン		渡辺　裕士		500		個人 コジン		斎藤　元志		500		0		0		個人		児玉　喜代子		1,000

				個人 コジン		林　常雄		700		個人 コジン		渡辺　洋		500		個人 コジン		坂本　知子		500		0		500		個人		後藤　義彰		1,000

				個人 コジン		藤井　清治		700		法人 ホウジン		雲龍寺		500		個人 コジン		下山　昇一		500		0		500		個人		後藤　亘		1,000

				個人 コジン		松村　直樹		700		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500		個人 コジン		菅野　幸夫		500		400		400		個人		米津　幸夫		1,000

				個人 コジン		三浦　輝美		700		個人 コジン		赤丸　祐介		400		個人 コジン		鈴木　眞有美		500		0		500		個人		近藤　久子		1,000

				個人 コジン		元嶋　浩		700		個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		田口　章子		500		0		0		個人		近藤　千花		1,000

				個人 コジン		矢田　春治		700		個人 コジン		秋吉　賢		400		個人 コジン		田邊　忠志		500		0		0		個人		佐野　篤史		1,000

				個人 コジン		保阪　隆幸		700		個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		高岡　直樹		500		0		500		個人		佐藤　強		1,000

				個人 コジン		吉江　謙司		700		個人 コジン		荒川　渉		400		個人 コジン		戸谷　憲一		500		0		0		個人		佐藤　幸毅		1,000

				個人 コジン		相崎　孝行		600		個人 コジン		荒島　史朗		400		個人 コジン		中谷　健		500		0		-2600		個人		佐藤　美直子		1,000

				個人 コジン		井上　英明		600		個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		中原　晋		500		0		0		個人		佐藤　陵		1,000

				個人 コジン		井上　喜弘		600		個人 コジン		生水　利明		400		個人 コジン		中村　幸子		500		-3500		500		個人		佐々木　陽司		1,000

				個人 コジン		伊東　正		600		個人 コジン		石川　健二		400		個人 コジン		中村　豊		500		0		0		個人		齋藤　利江		1,000

				個人 コジン		石井　正人		600		個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		永野　由巳		500		0		400		個人		齊藤　智之		1,000

				個人 コジン		市河原　啓正		600		個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		野村　太一		500		-100		500		個人		齊藤　博仁		1,000

				個人 コジン		上原　陽一		600		個人 コジン		宇田川　明男		400		個人 コジン		橋口　知一		500		200		200		個人		坂上　輝樹		1,000

				個人 コジン		植木　是		600		個人 コジン		植田　信孝		400		個人 コジン		原口　峯子		500		200		200		個人		咲間　勇気		1,000

				個人 コジン		荻原　長雄		600		個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		原沢　恵美子		500		0		0		役職員 ヤクショクイン		酒井　瑞恵		1,000

				個人 コジン		梶谷　修滋		600		個人 コジン		浦田　修		400		個人 コジン		深瀬　雄之		500		200		500		個人		笹渕　久夫		1,000

				個人 コジン		川口　宜人		600		個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		松岡　拓郎		500		200		500		個人		澤　恒雄		1,000

				個人 コジン		川崎　裕司		600		個人 コジン		太田　仁志		400		個人 コジン		松田　大		500		0		500		個人		澤田　幸代		1,000

				個人 コジン		河田　隆良		600		個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		松村　麻也		500		0		0		個人		重本　容延		1,000

				個人 コジン		河本　淳司		600		個人 コジン		大橋　明夫		400		個人 コジン		松村　凡夫		500		0		0		個人		篠田　孝彦		1,000

				個人 コジン		木村　恭子		600		個人 コジン		岡内　左和子		400		個人 コジン		三島　浩一		500		400		500		個人		芝本　洋平		1,000

				個人 コジン		久保田　俊明		600		個人 コジン		岡部　保		400		個人 コジン		元樋　俊介		500		-500		0		個人		柴垣　雅俊		1,000

				個人 コジン		雲林院　和彦		600		個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		山内　啓介		500		-500		500		個人		嶋田　大輔		1,000

				個人 コジン		小澤　正吾		600		個人 コジン		神　敏治		400		個人 コジン		山下　智弘		500		0		0		個人		島田　峰子		1,000

				個人 コジン		小島　廣教		600		個人 コジン		川崎　剛		400		個人 コジン		山本　太郎		500		0		0		個人		下山　大輔		1,000

				個人 コジン		小林　節子		600		個人 コジン		川野　祥平		400		個人 コジン		山本　友貴		500		200		500		個人		菅野　隆浩		1,000

				個人 コジン		佐野　和宏		600		個人 コジン		河又　世津子		400		個人 コジン		横川　忠重		500		0		0		個人		杉山　茂		1,000

				個人 コジン		坂下　政宏		600		個人 コジン		木下　敬介		400		個人 コジン		横山　孝良		500		0		500		個人		鈴木　潤輔		1,000

				個人 コジン		鹿島　承志		600		個人 コジン		清原　紀子		400		個人 コジン		吉田　明由		500		300		300		個人		鈴木　浩二		1,000

				個人 コジン		鈴木　正紀		600		個人 コジン		清水　早苗		400		個人 コジン		吉村　和平		500		-100		300		個人		鈴木　正秀		1,000

				個人 コジン		田村　敏一		600		個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		和田　享		500		-22100		400		個人		角谷　正文		1,000

				個人 コジン		譚　玉麗		600		個人 コジン		久世　義之		400		法人 ホウジン		有限会社オ－シャン		500		-500		-500		個人		祖父江　典泰		1,000

				個人 コジン		冨森　孝		600		個人 コジン		小西　里子		400		法人 ホウジン		有限会社柳川ネイチア		500		0		500		個人		田所　昇		1,000

				個人 コジン		野島　茂一		600		個人 コジン		小林　勝美		400		機関		株式会社ライブスター証券		500		-2300		-12500		個人		田中　秀樹		1,000

				個人 コジン		浜西　英章		600		個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		阿知波　壽夫		400		400		400		個人		田中　政則		1,000

				個人 コジン		樋口　工		600		個人 コジン		佐藤　重信		400		個人 コジン		浅海　篤		400		400		400		個人		田中　光浩		1,000

				個人 コジン		福島　陽介		600		個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		朝倉　智恵子		400		400		400		個人		高井　求		1,000

				個人 コジン		藤田　昭宏		600		個人 コジン		坂井　善信		400		個人 コジン		宇野　勝利		400		400		400		個人		高木　信彰		1,000

				個人 コジン		藤本　正義		600		個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		臼井　正浩		400		400		400		個人		高木　務		1,000

				個人 コジン		朴　吉洙		600		個人 コジン		澁谷　美咲		400		個人 コジン		内野　敏剛		400		400		400		個人		高島　英司		1,000

				個人 コジン		町井　桂子		600		個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		梅本　誠二		400		400		400		個人		高杉　俊和		1,000

				個人 コジン		松本　政之		600		個人 コジン		臺　英史		400		個人 コジン		大井田　佳夫		400		400		400		個人		高田　元		1,000

				個人 コジン		三宅　英樹		600		個人 コジン		高橋　慎一		400		個人 コジン		大賀　秀敏		400		400		400		個人		高武　勇司		1,000

				個人 コジン		水野　裕明		600		個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		大水　由香里		400		400		400		個人		高梨　雄一		1,000

				個人 コジン		光安　真二		600		個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		岡崎　裕史		400		400		400		個人		高橋　克聡		1,000

				個人 コジン		森永　陽子		600		個人 コジン		辰己　欣広		400		個人 コジン		鬼塚　大樹		400		400		400		個人		高橋　功次		1,000

				個人 コジン		山中　泉		600		個人 コジン		寺井　和美		400		個人 コジン		神長　孝至		400		400		400		個人		高橋　将則		1,000

				個人 コジン		山本　訓央		600		個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		木村　ミヨ		400		400		400		個人		高橋　誠		1,000

				個人 コジン		吉兼　君子		600		個人 コジン		豊島　知二		400		個人 コジン		邱　琳		400		400		400		個人		高山　博行		1,000

				個人 コジン		吉兼　信夫		600		個人 コジン		中村　在樹		400		個人 コジン		栗原　隆		400		400		400		個人		瀧倉　啓仁		1,000

				個人 コジン		吉村　栄一		600		個人 コジン		福原　兼隆		400		個人 コジン		黒田　英利		400		400		400		個人		竹内　甲司		1,000

				個人 コジン		頼岡　詩子		600		個人 コジン		藤井　英樹		400		個人 コジン		小濱　新次郎		400		400		400		個人		竹蓋　厚彦		1,000

				個人 コジン		渡辺　真弓		600		個人 コジン		藤井　友洋		400		個人 コジン		小堀　泰隆		400		400		400		個人		辻村　健一		1,000

				個人 コジン		相場　将央		500		個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		宗像　潤		400		400		400		個人		辻村　敏明		1,000

				個人 コジン		青山　あきえ		500		個人 コジン		前原　利彦		400		個人 コジン		田山　祐子		400		400		400		個人		土生　敏彦		1,000

				個人 コジン		新井　賢一		500		個人 コジン		箕輪　勝康		400		個人 コジン		高木　勝弘		400		400		400		個人		土屋　雅義		1,000

				個人 コジン		有本　輝行		500		個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		高橋　仁		400		400		400		個人		寺下　昌宏		1,000

				個人 コジン		伊東　満雄		500		個人 コジン		村上　雄一郎		400		個人 コジン		武田　隼人		400		400		400		個人		寺田　郁也		1,000

				個人 コジン		飯田　生如		500		個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		中村　朗江		400		400		400		個人		照井　宏俊		1,000

				個人 コジン		生井　栄治		500		個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		成冨　寛子		400		400		400		個人		唐澤　菜々子		1,000

				個人 コジン		池上　純		500		個人 コジン		矢野　市郎		400		個人 コジン		西海持　雅隆		400		400		400		個人		鳥海　洋子		1,000

				個人 コジン		池ケ谷　勝久		500		個人 コジン		安田　信司		400		個人 コジン		林　幹也		400		400		400		個人		中島　弘雅		1,000

				個人 コジン		池田　憲彦		500		個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		林田　秀子		400		400		400		個人		中谷　将吾		1,000

				個人 コジン		石井　和一		500		個人 コジン		柳川　龍一		400		個人 コジン		干川　雄大		400		400		400		個人		中村　心咲		1,000

				個人 コジン		石川　渓一		500		個人 コジン		山片　賢一		400		個人 コジン		松田　イク子		400		400		400		個人		永瀬　融		1,000

				個人 コジン		石川　栄		500		個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		松本　雪夫		400		400		400		個人		長岡　大輔		1,000

				個人 コジン		石橋　英樹		500		個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		村田　常良		400		400		400		個人		長田　真奈美		1,000

				個人 コジン		石橋　弥郁		500		個人 コジン		山田　妙子		400		個人 コジン		目黒　友隆		400		400		400		個人		長沼　孝一朗		1,000

				個人 コジン		石山　佳子		500		個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		山岸　薫		400		400		400		個人		長沼　春雄		1,000

				個人 コジン		石渡　雄次		500		個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		山田　健太郎		400		400		400		個人		長野　剛		1,000

				個人 コジン		磯部　達司		500		個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		山本　奈緒		400		400		400		個人		二瓶　將行		1,000

				個人 コジン		岩井　敦		500		個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		渡邊　聡		400		400		400		個人		二山　邦夫		1,000

				個人 コジン		岩田　信夫		500		個人 コジン		リュウ　エキコウ		400		個人 コジン		渡辺　多英		400		400		400		個人		西海持　雅隆		1,000

				個人 コジン		海瀬　亮		500		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400		個人 コジン		渡辺　文世		400		400		400		個人		西川　誠明		1,000

				個人 コジン		大久保　栄吾		500		機関 キカン		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		300		個人 コジン		渡辺　良太		400		400		400		個人		西田　岳士		1,000

				個人 コジン		大久保　章文		500		機関 キカン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		300		個人 コジン		秋森　大		400		0		0		個人		西村　公佑		1,000

				個人 コジン		大久保　忠重		500		個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		秋吉　賢		400		0		400		個人		西山　晃		1,000

				個人 コジン		大塚　知子		500		個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		新井　賢一		400		-100		-100		個人		馬場　航太郎		1,000

				個人 コジン		大森　正晴		500		個人 コジン		秋山　泰之		300		個人 コジン		市川　英一		400		0		0		個人		橋本　雅晶		1,000

				個人 コジン		大矢　基博		500		個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		浦田　修		400		0		300		個人		畑中　巧		1,000

				個人 コジン		岡　智紀		500		個人 コジン		浅沼　重光		300		個人 コジン		岡島　文子		400		-1000		0		個人		花田　啓陽		1,000

				個人 コジン		岡内　左和子		500		個人 コジン		浅野　喜美子		300		個人 コジン		神　敏治		400		0		300		個人		濱田　真弘		1,000

				個人 コジン		荻野　彰		500		個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		久保　しず		400		200		400		個人		早川　直希		1,000

				個人 コジン		乙川　佳子		500		個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		楠　亜希		400		200		200		個人		早川　正一郎		1,000

				個人 コジン		加藤　淳一		500		個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		小西　里子		400		0		0		個人		林　信宏		1,000

				個人 コジン		片柳　恵子		500		個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		小畑　実穂		400		200		200		個人		林　秀彦		1,000

				個人 コジン		金子　太		500		個人 コジン		綾部　力		300		個人 コジン		小林　勝美		400		0		0		個人		原口　次夫		1,000

				個人 コジン		樺澤　義秀		500		個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		武井　智彦		400		0		0		個人		伴　元貴		1,000

				個人 コジン		神谷　貴義		500		個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		武村　文勝		400		0		0		個人		日野　哲耶		1,000

				個人 コジン		川上　雅幸		500		個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		辰己　欣広		400		0		-500		個人		日野　洋一		1,000

				個人 コジン		川島　百合子		500		個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		徳久　健一		400		0		0		個人		日比野　行輝		1,000

				個人 コジン		川端　美佐男		500		個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		豊島　保博		400		200		400		個人		樋川　富夫		1,000

				個人 コジン		河合　恒一		500		個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		藤井　英樹		400		0		400		個人		樋口　拓也		1,000

				個人 コジン		木村　一三		500		個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		三浦　康司		400		200		400		個人		東　司		1,000

				個人 コジン		木村　修次		500		個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		箕輪　勝康		400		0		-100		個人		東野　豊		1,000

				個人 コジン		岸田　恭一		500		個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		山際　勉		400		200		200		個人		平野　裕章		1,000

				個人 コジン		岸本　弘子		500		個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		山田　幸雄		400		0		0		個人		平松　基生		1,000

				個人 コジン		北川　きよみ		500		個人 コジン		伊藤　敏裕		300		個人 コジン		山田　博		400		0		0		個人		福島　宏司		1,000

				個人 コジン		北村　栄治		500		個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		横山　尚平		400		-600		300		個人		藤井　慶太郎		1,000

				個人 コジン		久世　義之		500		個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		横山　藤雄		400		0		0		個人		藤原　正士		1,000

				個人 コジン		草ケ谷　徹		500		個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		吉田　幸一		400		-300		300		個人		舟澤　宏		1,000

				個人 コジン		栗林　眞		500		個人 コジン		池田　匡		300		個人 コジン		渡辺　一義		400		0		0		個人		古賀　寛和		1,000

				個人 コジン		栗原　栄		500		個人 コジン		池光　裕貴		300		法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		400		0		200		個人		古賀　節子		1,000

				個人 コジン		小泉　保雄		500		個人 コジン		石川　雅也		300		機関		株式会社証券ジャパン		400		-1100		-300		個人		古賀　和雄		1,000

				個人 コジン		小川　ひろ子		500		個人 コジン		石川　裕之		300		個人 コジン		朝川　雅晴		300		300		300		個人		古口　基		1,000

				個人 コジン		小坂　孟		500		個人 コジン		石田　喜美恵		300		個人 コジン		井上　翔志郎		300		300		300		個人		古澤　純一		1,000

				個人 コジン		小滝　弘		500		個人 コジン		石田　裕紀子		300		個人 コジン		井上　拓也		300		300		300		個人		古田　晴彦		1,000

				個人 コジン		小松　孝安		500		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		生咲　拓二		300		300		300		個人		堀内　淳		1,000

				個人 コジン		五月女　いく代		500		個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		石井　雄二		300		300		300		個人		堀田　健二		1,000

				個人 コジン		五月女　美穂		500		個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		石橋　英治		300		300		300		個人		堀田　和信		1,000

				個人 コジン		後尾　吉友		500		個人 コジン		宇佐見　定之		300		個人 コジン		岩元　健二		300		300		300		個人		本田　正光		1,000

				個人 コジン		後藤　憲		500		個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		尹　祥律		300		300		300		個人		本村　千恵		1,000

				個人 コジン		甲斐　郁		500		個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		鵜尾　元太		300		300		300		個人		本山　明		1,000

				個人 コジン		駒場　有治		500		個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		江口　保		300		300		300		個人		前田　英之		1,000

				個人 コジン		佐野　美恵子		500		個人 コジン		内田　光則		300		個人 コジン		遠藤　健		300		300		300		個人		槇野　智之		1,000

				個人 コジン		佐藤　幸子		500		個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		大川原　誠		300		300		300		個人		鱒渕　彰夫		1,000

				個人 コジン		佐藤　剛		500		個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		大室　昌夫		300		300		300		個人		松井　金次郎		1,000

				個人 コジン		佐藤　浩		500		個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		岡澤　延昌		300		300		300		個人		松浦　要蔵		1,000

				個人 コジン		斎藤　元志		500		個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		岡田　親夫		300		300		300		個人		松崎　晃久		1,000

				個人 コジン		坂川　義彦		500		個人 コジン		大柄　富義		300		個人 コジン		岡田　佐智子		300		300		300		個人		松田　美香		1,000

				個人 コジン		坂本　恒雄		500		個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		折原　正訓		300		300		300		個人		松本　祐		1,000

				個人 コジン		志賀　利人		500		個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		柿崎　夏世		300		300		300		個人		松村　進一郎		1,000

				個人 コジン		四家　真由美		500		個人 コジン		大曽根　博人		300		個人 コジン		金平　孝夫		300		300		300		個人		松山　忠統		1,000

				個人 コジン		下里　良夫		500		個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		川口　圭介		300		300		300		個人		松山　弘太郎		1,000

				個人 コジン		須江　哲夫		500		個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		河野　高伸		300		300		300		個人		丸山　恭生		1,000

				個人 コジン		鈴木　奈穂子		500		個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		黄　清海		300		300		300		個人		丸山　勇		1,000

				個人 コジン		鈴村　吉博		500		個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		清　寛子		300		300		300		個人		三井　拓也		1,000

				個人 コジン		角田　昌博		500		個人 コジン		大友　康博		300		個人 コジン		清水　弘子		300		300		300		個人		三浦　拓郎		1,000

				個人 コジン		瀬川　和男		500		個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		小川　敦史		300		300		300		個人		三岡　相明		1,000

				個人 コジン		関　伸一		500		個人 コジン		大橋　慶子		300		個人 コジン		小久保　操		300		300		300		個人		水戸　圭市郎		1,000

				個人 コジン		田口　章子		500		個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		小林　數江		300		300		300		個人		峯岸　春貴		1,000

				個人 コジン		田邊　忠志		500		個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		小林　栄子		300		300		300		個人		箕浦　政道		1,000

				個人 コジン		田村　昌義		500		個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		小林　慎士		300		300		300		個人		宮田　輝		1,000

				個人 コジン		高橋　多惠子		500		個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		小八木　康正		300		300		300		個人		村上　裕樹		1,000

				個人 コジン		高柳　秀和		500		個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		児嶋　広		300		300		300		個人		村川　健一		1,000

				個人 コジン		檀浦　充		500		個人 コジン		岡野　信生		300		個人 コジン		佐野　憲作		300		300		300		個人		村松　敦子		1,000

				個人 コジン		筒口　英之		500		個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		佐藤　昭		300		300		300		個人		望月　一彦		1,000

				個人 コジン		坪井　悟		500		個人 コジン		奥野　真丞		300		個人 コジン		佐藤　和夫		300		300		300		個人		森井　貴寛		1,000

				個人 コジン		坪内　正三郎		500		個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		佐々木　美菜		300		0		0		個人		森川　悟		1,000

				個人 コジン		手島　俊彦		500		個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		坂下　達生		300		300		300		個人		八木　稔		1,000

				個人 コジン		出口　カツ		500		個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		柴山　則文		300		300		300		個人		八木岡　孝治		1,000

				個人 コジン		戸谷　憲一		500		個人 コジン		影山　恵		300		個人 コジン		白川　淳		300		300		300		個人		矢野　博之		1,000

				個人 コジン		時田　宗明		500		個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		白鳥　健太郎		300		300		300		個人		安川　容子		1,000

				個人 コジン		鴇田　留吉		500		個人 コジン		笠原　智大		300		個人 コジン		杉浦　秀子		300		300		300		個人		安田　豊彦		1,000

				個人 コジン		徳田　豊昭		500		個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		鈴木　篤		300		300		300		個人		安藤　規正		1,000

				個人 コジン		中井　清一		500		個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		鈴木　賢二		300		300		300		個人		安藤　秀樹		1,000

				個人 コジン		中尾　克也		500		個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		鈴木　理史		300		300		300		個人		保科　武志		1,000

				個人 コジン		中岡　重貴		500		個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		関谷　博昭		300		300		300		個人		柳澤　のり子		1,000

				個人 コジン		中川　裕史		500		個人 コジン		金森　万里子		300		個人 コジン		千葉　聡子		300		300		300		個人		柳橋　邦彦		1,000

				個人 コジン		中野　弘一		500		個人 コジン		亀田　圭介		300		個人 コジン		千葉　陽子		300		300		300		個人		山上　眞		1,000

				個人 コジン		中原　晋		500		個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		田村　万利子		300		300		300		個人		山岸　裕樹		1,000

				個人 コジン		中村　勝		500		個人 コジン		川畑　誠		300		個人 コジン		田村　光		300		300		300		個人		山口　明美		1,000

				個人 コジン		中村　豊		500		個人 コジン		木村　英孝		300		個人 コジン		瀧川　わか		300		300		300		個人		山後　清香		1,000

				個人 コジン		中村　百合子		500		個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		滝口　勇大		300		300		300		個人		山田　勝子		1,000

				個人 コジン		中山　邦高		500		個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		瀧澤　京子		300		300		300		役職員 ヤクショクイン		山田　聡子		1,000

				個人 コジン		中山　まき子		500		個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		谷口　恵一		300		300		300		個人		山田　好郎		1,000

				個人 コジン		永柳　陽		500		個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		勅使河原　喬		300		300		300		個人		山地　聰		1,000

				個人 コジン		長内　修		500		個人 コジン		久保　賢治		300		個人 コジン		手嶋　信行		300		300		300		個人		山名　良親		1,000

				個人 コジン		長谷川　雄一		500		個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		照島　貴瑛		300		300		300		個人		山本　文代		1,000

				個人 コジン		成岡　純康		500		個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		徳永　悦		300		300		300		個人		山本　和慶		1,000

				個人 コジン		成田　徳夫		500		個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		寅田　修		300		300		300		個人		湯本　泰弘		1,000

				個人 コジン		根本　繁		500		個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		長塚　義尚		300		300		300		個人		横尾　秀樹		1,000

				個人 コジン		野田　康司		500		個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		西村　貴史		300		300		300		個人		横藤田　久		1,000

				個人 コジン		野本　史範		500		個人 コジン		窪田　裕之		300		個人 コジン		韮塚　秀夫		300		300		300		個人		吉井　利仁		1,000

				個人 コジン		羽生　明男		500		個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		野崎　和夫		300		300		300		個人		吉田　昭博		1,000

				個人 コジン		萩中　政貴		500		個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		野田　敏也		300		300		300		個人		吉田　知生		1,000

				個人 コジン		鳩貝　淑子		500		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		野田　悠平		300		300		300		個人		和田　明博		1,000

				個人 コジン		林　勝宣		500		個人 コジン		小井土　利行		300		個人 コジン		馬淵　利直		300		300		300		個人		和田　穣		1,000

				個人 コジン		原沢　恵美子		500		個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		秦　純一		300		300		300		個人		和田　由紀男		1,000

				個人 コジン		平岩　真悟		500		個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		濱比嘉　満		300		300		300		個人		渡邉　俊雄		1,000

				個人 コジン		平野　利勝		500		個人 コジン		小峯　真実		300		個人 コジン		林　美樹子		300		300		300		個人		渡邊　浩二		1,000

				個人 コジン		福留　京子		500		個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		東　孝子		300		300		300		法人		有限会社インターチェンジコンタクトレンズ		1,000

				個人 コジン		藤縄　洋子		500		個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		深沢　優子		300		300		300		法人		コヤマ合同会社		1,000

				個人 コジン		古泉　隆央		500		個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		藤本　和樹		300		300		300		法人		株式会社製作エンタ		1,000

				個人 コジン		細貝　孝秀		500		個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		古澤　伸承		300		300		300		機関		ＳＢＩ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＨＫ　ＬＴＤ．　ＡＧＥＮＣＹ		1,000

				個人 コジン		前田　政雄		500		個人 コジン		佐武　永悟		300		個人 コジン		堀内　拓		300		300		300		機関		ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ　Ａ．Ｇ．，ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ		1,000

				個人 コジン		前田　光男		500		個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		堀越　長榮		300		300		300		機関		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／ＪＡＳＤＥＣ／ＵＯＢＫＨＰ／Ｌ－ＵＯＢＨＫ－ＡＣＣＬＴ		1,000

				個人 コジン		正田　和子		500		個人 コジン		佐伯　謙太郎		300		個人 コジン		毎田　結香		300		300		300		個人		ウォルシュ　香織		1,000

				個人 コジン		枡田　勇		500		個人 コジン		佐復　信夫		300		個人 コジン		牧野　吉朗		300		300		300		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		950

				個人 コジン		増山　晃		500		個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		松本　哲周		300		300		300		個人		相田　進		900

				個人 コジン		松永　貴治		500		個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		松本　和久		300		300		300		個人		赤澤　映子		900

				個人 コジン		松村　麻也		500		個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		丸尾　正一		300		300		300		個人		伊藤　淳史		900

				個人 コジン		松村　凡夫		500		個人 コジン		佐藤　法子		300		個人 コジン		丸山　太三		300		300		300		個人		磯村　優太		900

				個人 コジン		丸山　いく子		500		個人 コジン		佐藤　真衣		300		個人 コジン		三木　健		300		300		300		個人		稲垣　聡		900

				個人 コジン		丸山　光洋		500		個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		三野　朝海		300		300		300		個人		梅本　富喜		900

				個人 コジン		三吉　由利佳		500		個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		水本　真輝		300		300		300		個人		浦川　浩		900

				個人 コジン		南川　正次		500		個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		村上　邦博		300		300		300		個人		江里　拓真		900

				個人 コジン		箕輪　勝康		500		個人 コジン		齊藤　勝正		300		個人 コジン		村田　淳一郎		300		300		300		個人		岡田　真理子		900

				個人 コジン		村山　千恵子		500		個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		矢ノ目　秀利		300		300		300		個人		加藤　桂子		900

				個人 コジン		元樋　俊介		500		個人 コジン		斉藤　政治		300		個人 コジン		柳本　五郎		300		300		300		個人		戎谷　亨		900

				個人 コジン		矢野　市郎		500		個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		山口　正明		300		300		300		個人		鍵田　好久		900

				個人 コジン		安井　研二		500		個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		山崎　善隆		300		300		300		個人		影浦　あかり		900

				個人 コジン		安達　千波矢		500		個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		山田　政臣		300		300		300		個人		川田　祐生		900

				個人 コジン		保浦　泉		500		個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		誉田　喜之		300		300		300		個人		河村　幸治		900

				個人 コジン		山岡　信治		500		個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		横山　つや子		300		300		300		個人		木下　節雄		900

				個人 コジン		山片　賢一		500		個人 コジン		椎名　信夫		300		個人 コジン		吉岡　照夫		300		300		300		個人		木村　洋平		900

				個人 コジン		山口　昇子		500		個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		吉田　隆		300		300		300		個人		清野　聡		900

				個人 コジン		山崎　明美		500		個人 コジン		七宮　弘子		300		個人 コジン		好川　智也		300		300		300		個人		楠　亜希		900

				個人 コジン		山下　剛司		500		個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		渡辺　誠		300		300		300		個人		小林　栄貴		900

				個人 コジン		山下　誠		500		個人 コジン		柴田　あかり		300		個人 コジン		相浦　弘美		300		0		0		個人		後藤　修光		900

				個人 コジン		山下　智弘		500		個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		青崎　健		300		0		0		個人		笹倉　敦		900

				個人 コジン		山下　義夫		500		個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		朝川　炯徹		300		0		0		個人		塩崎　裕功		900

				個人 コジン		山田　泰正		500		個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		朝川　千春		300		0		0		個人		鈴　幸一		900

				個人 コジン		山野　素伸		500		個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		朝川　充		300		0		0		個人		鈴木　敏行		900

				個人 コジン		山本　太郎		500		個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		天野　二三男		300		0		0		個人		関口　裕太		900

				個人 コジン		山本　能久		500		個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		綾部　力		300		0		300		個人		田澤　光己		900

				個人 コジン		ヨシダ　ヒロシ		500		個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		荒井　十四巳		300		0		0		個人		田中　郷平		900

				個人 コジン		横川　忠重		500		個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		新井　宗太郎		300		0		0		個人		田中　慎也		900

				個人 コジン		横山　雅美		500		個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		新井　秀幸		300		0		0		個人		田中　義弘		900

				個人 コジン		吉村　広次		500		個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		池田　匡		300		0		0		個人		多田　通広		900

				個人 コジン		渡辺　博之		500		個人 コジン		鈴木　悦子		300		個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		0		0		個人		高橋　享		900

				個人 コジン		雲龍寺		500		個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		岩附　英史		300		0		0		個人		寺島　広子		900

				法人 ホウジン		有限会社イッコー		500		個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		植田　芳文		300		0		0		個人		徳山　敬夫		900

				法人 ホウジン		有限会社マイテイ・ストアーおかもと		500		個人 コジン		鈴木　豊		300		個人 コジン		臼田　美佳		300		0		0		個人		中澤　真一		900

				法人 ホウジン		株式会社良栄		500		個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		内野　昭子		300		0		0		個人		中島　あゆみ		900

				個人 コジン		秋森　大		400		個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		枝川　竹俊		300		0		0		個人		長嶺　繁		900

				個人 コジン		荒井　範行		400		個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		王　東		300		0		0		個人		西　真人		900

				個人 コジン		新家　元章		400		個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		大柄　富義		300		0		300		個人		袴田　茂人		900

				個人 コジン		井土　賢一		400		個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		大川　正廣		300		0		0		個人		萩原　義信		900

				個人 コジン		井出　敏明		400		個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		大曽根　博人		300		0		100		個人		林田　英士		900

				個人 コジン		伊藤　邦秀		400		個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		大田　武士		300		0		0		個人		真栄城　勇人		900

				個人 コジン		伊藤　眞喜夫		400		個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		大谷　一郎		300		-700		-700		個人		南雲　龍祐		900

				個人 コジン		伊藤　実		400		個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		大谷　将晴		300		0		0		個人		村瀬　隼人		900

				個人 コジン		石井　ミサ子		400		個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		大富　文江		300		0		0		個人		村田　浩二		900

				個人 コジン		石原　達夫		400		個人 コジン		高野　淳一		300		個人 コジン		大原　謙一郎		300		0		0		個人		山上　順子		900

				個人 コジン		石部　光夫		400		個人 コジン		高橋　健一		300		個人 コジン		大原　芳枝		300		0		0		個人		山根　毅		900

				個人 コジン		市川　英一		400		個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		大藤　達男		300		0		0		個人		吉田　貞夫		900

				個人 コジン		市原　康守		400		個人 コジン		高橋　鉄哉		300		個人 コジン		岡村　和子		300		200		200		個人		吉田　光良		900

				個人 コジン		岩瀬　弘勝		400		個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		笠井　重一		300		0		0		個人		吉村　晋也		900

				個人 コジン		宇井　利行		400		個人 コジン		高本　幸夫		300		個人 コジン		笠原　靖人		300		200		200		個人		鷲見　俊幸		900

				個人 コジン		上嶋　健		400		個人 コジン		高村　勇治		300		個人 コジン		柏崎　佳世		300		0		0		個人		ウォン　ケイチョイ		900

				個人 コジン		内田　康司		400		個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		梶　政広		300		0		0		個人		河本　篤思		801

				個人 コジン		内村　一隆		400		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		門川　章吾		300		0		0		個人		岸本　正之		801

				個人 コジン		打越　光		400		個人 コジン		瀧澤　信		300		個人 コジン		門川　美穂		300		0		0		個人		芥川　浩之		800

				個人 コジン		江上　誠一		400		個人 コジン		竹内　一志		300		個人 コジン		金沢　詢一		300		200		200		個人		浅川　貴久		800

				個人 コジン		尾崎　洋一		400		個人 コジン		竹内　宙仁		300		個人 コジン		金森　万里子		300		0		300		個人		井上　翔志郎		800

				個人 コジン		王　暁麗		400		個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		亀田　圭介		300		0		300		個人		伊波　広貴		800

				個人 コジン		大塚　正子		400		個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		川上　哲也		300		0		0		個人		伊藤　哲也		800

				個人 コジン		大野　克紀		400		個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		川野　祥平		300		-100		100		個人		家田　和典		800

				個人 コジン		大野　保彦		400		個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		川畑　誠		300		0		300		個人		石田　貴子		800

				個人 コジン		岡　史子		400		個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		北川　誠彦		300		0		0		個人		磯野　敏弘		800

				個人 コジン		岡島　文子		400		個人 コジン		民部　重喜		300		個人 コジン		清水　俊貴		300		0		0		個人		一明　秀樹		800

				個人 コジン		岡村　克章		400		個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		清水　肇		300		0		0		個人		今給黎　愛梨		800

				個人 コジン		加藤　英雄		400		個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		久家　恵介		300		-100		-100		個人		今給黎　惠		800

				個人 コジン		加藤　正二		400		個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		久保　茂子		300		0		0		個人		今給黎　梨圭		800

				個人 コジン		加辺　幸二		400		個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		久保　信雄		300		0		0		個人		上田　正志		800

				個人 コジン		鍵和田　正二		400		個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		久我　年企		300		0		0		個人		上野　寿夫		800

				個人 コジン		門田　将大		400		個人 コジン		辻　泰崇		300		個人 コジン		草野　芳枝		300		0		0		個人		海勢頭　聖		800

				個人 コジン		金澤　竜也		400		個人 コジン		辻原　典子		300		個人 コジン		黒須　智		300		0		0		個人		江藤　弘		800

				個人 コジン		柄澤　浩志		400		個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		0		0		個人		大村　武史		800

				個人 コジン		川崎　義満		400		個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		小井土　利行		300		0		200		個人		大山　康秀		800

				個人 コジン		川島　一翔		400		個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		小林　淳一		300		0		0		個人		岡村　侑己		800

				個人 コジン		君島　佳明		400		個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		後藤　敏文		300		0		0		個人		押田　徹		800

				個人 コジン		清田　高志		400		個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		佐野　徳也		300		0		0		個人		加藤　房雄		800

				個人 コジン		清田　秀彦		400		個人 コジン		富安　敏彦		300		個人 コジン		佐藤　栄一		300		0		0		個人		加藤　優子		800

				個人 コジン		久家　恵介		400		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		佐藤　真衣		300		0		300		個人		片山　勝巳		800

				個人 コジン		桑原　久		400		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		佐々木　静代		300		0		0		個人		金子　雅実		800

				個人 コジン		小久保　俊江		400		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		斉藤　政治		300		0		200		個人		鎌田　紘幸		800

				個人 コジン		小西　里子		400		個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		坂本　照行		300		100		300		個人		川野　大地		800

				個人 コジン		小浜　英士		400		個人 コジン		中島　隆哉		300		個人 コジン		櫻井　克彦		300		0		0		個人		菊池　隆介		800

				個人 コジン		小林　勝美		400		個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		笹川　美子		300		100		100		個人		北角　匡		800

				個人 コジン		小松　孝		400		個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		椎名　信夫		300		0		300		個人		清家　優		800

				個人 コジン		児子　義政		400		個人 コジン		永井　文華		300		個人 コジン		鈴木　悦子		300		0		300		個人		黒田　英利		800

				個人 コジン		孝井　哲朗		400		個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		鈴木　誠		300		0		0		個人		小池　信祐		800

				個人 コジン		佐久間　潤哉		400		個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		瀬下　康子		300		100		300		個人		小川　浩司		800

				個人 コジン		佐藤　勇治		400		個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		瀬畑　元子		300		0		0		個人		小出　幸司		800

				個人 コジン		齋藤　利江		400		個人 コジン		永森　豪		300		個人 コジン		田之上　圭克		300		0		0		個人		小林　優之		800

				個人 コジン		齊藤　眞一		400		個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		田中　幸子		300		0		0		個人		小椋　靖司		800

				個人 コジン		榊原　和彦		400		個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		田中　利幸		300		0		0		個人		米田　憲明		800

				個人 コジン		櫻井　靖宏		400		個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		田中　宏樹		300		0		0		個人		佐藤　明雄		800

				個人 コジン		柴田　大輔		400		個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		田村　謙		300		0		0		個人		佐々木　真弓		800

				個人 コジン		渋谷　博		400		個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		高島　佳子		300		0		0		個人		崔　勝準		800

				個人 コジン		下桶　佑知		400		個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		高瀬　晋三		300		200		300		個人		阪本　雄一郎		800

				個人 コジン		杉　喜志盛		400		個人 コジン		長幡　勝		300		個人 コジン		高橋　昭雄		300		0		0		個人		榊原　敏彦		800

				個人 コジン		杉本　武士		400		個人 コジン		成瀬　寛充		300		個人 コジン		高橋　雅昭		300		0		0		個人		周　賢偉		800

				個人 コジン		鈴木　幸子		400		個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		高安　博之		300		0		0		個人		白神　圭介		800

				個人 コジン		隅田　寛子		400		個人 コジン		二村　元康		300		個人 コジン		瀧川　幸雄		300		0		0		個人		須藤　榮治		800

				個人 コジン		田代　英行		400		個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		瀧澤　信		300		0		300		個人		杉本　美香		800

				個人 コジン		田中　秀和		400		個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		竹内　やよい		300		0		0		個人		杉本　光		800

				個人 コジン		田中　宏直		400		個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		竹田　恵里		300		100		0		個人		田中　秀明		800

				個人 コジン		田村　史織		400		個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		武藤　英子		300		0		0		個人		田畑　円		800

				個人 コジン		田村　和子		400		個人 コジン		根岸　勝也		300		個人 コジン		谷口　毅		300		0		0		個人		田畑　由香理		800

				個人 コジン		高田　幸一		400		個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		丹羽　理栄		300		0		0		個人		田村　万利子		800

				個人 コジン		高橋　一生		400		個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		津坂　宗孝		300		0		0		個人		高野　浩二		800

				個人 コジン		高橋　雄一郎		400		個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		辻原　典子		300		0		300		個人		高橋　憲一		800

				個人 コジン		高橋　伸明		400		個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		辻本　達寛		300		0		0		個人		富井　良仁		800

				個人 コジン		高橋　陽一		400		個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		寺川　和仁		300		0		0		個人		中島　博司		800

				個人 コジン		高見　みどり		400		個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		寺島　良太		300		0		0		個人		中谷　八千代		800

				個人 コジン		竹内　美輪子		400		個人 コジン		橋本　泰広		300		個人 コジン		照山　雄三		300		-1000		-500		個人		中村　英敏		800

				個人 コジン		竹内　和幸		400		個人 コジン		早川　康子		300		個人 コジン		富田　博幸		300		0		0		個人		中村　正子		800

				個人 コジン		武井　智彦		400		個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		鳥丸　悦子		300		0		0		個人		中村　元昭		800

				個人 コジン		武田　淳		400		個人 コジン		原　陽子		300		個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		0		0		個人		中村　由美子		800

				個人 コジン		武村　文勝		400		個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		0		0		個人		西田　順子		800

				個人 コジン		谷崎　秀人		400		個人 コジン		人見　由美子		300		個人 コジン		中嶋　圭輔		300		200		200		個人		西ノ平　幸司		800

				個人 コジン		土野　康夫		400		個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		中田　智		300		0		0		個人		ノエ　冬子		800

				個人 コジン		筒井　俊行		400		個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		中西　清隆		300		0		0		個人		馬場　一彰		800

				個人 コジン		徳　誠吉		400		個人 コジン		平本　淳一		300		個人 コジン		永田　美香		300		0		0		個人		畑　一義		800

				個人 コジン		徳久　健一		400		個人 コジン		笛吹　一徳		300		個人 コジン		永田　裕人		300		0		0		個人		浜渕　久志		800

				個人 コジン		中井　房枝		400		個人 コジン		深瀬　雄之		300		個人 コジン		仲村　則俊		300		0		0		個人		早川　晋		800

				個人 コジン		中嶋　映二		400		個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		長谷川　英雄		300		0		0		個人		早野　悠貴		800

				個人 コジン		長島　健二		400		個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		長谷川　信昭		300		0		0		個人		林　俊宏		800

				個人 コジン		並河　武男		400		個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		長谷川　正治		300		0		0		個人		林　正史		800

				個人 コジン		西岡　春美		400		個人 コジン		藤川　敏弘		300		個人 コジン		難波　公司		300		0		0		個人		藤井　正彦		800

				個人 コジン		西出　紀男		400		個人 コジン		藤田　武志		300		個人 コジン		西尾　守弘		300		-200		300		個人		藤岡　和重		800

				個人 コジン		西本　勝成		400		個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		西川　正		300		0		0		個人		藤川　博		800

				個人 コジン		西村　栄二		400		個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		西村　仁志		300		0		0		個人		牧　さくら		800

				個人 コジン		馬上　喜裕		400		個人 コジン		藤本　正義		300		個人 コジン		布留川　昭		300		0		0		個人		増原　茂雄		800

				個人 コジン		馬場　裕隆		400		個人 コジン		船戸　武司		300		個人 コジン		野澤　雅彦		300		0		0		個人		松田　泰幸		800

				個人 コジン		橋本　輝國		400		個人 コジン		法常　哲也		300		個人 コジン		橋本　一仁		300		0		0		個人		松本　雄樹		800

				個人 コジン		早島　正述		400		個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		橋本　淳樹		300		0		0		個人		松元　隆		800

				個人 コジン		原　幸子		400		個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		早川　康子		300		0		300		個人		三田　信		800

				個人 コジン		髭　裕介		400		個人 コジン		本田　慎一		300		個人 コジン		林　義明		300		0		0		個人		三戸　一徳		800

				個人 コジン		平尾　信行		400		個人 コジン		本多　秀一郎		300		個人 コジン		原　智康		300		100		300		個人		満島　裕子		800

				個人 コジン		苻川　太三		400		個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		平野　礼一		300		0		0		個人		宮沢　康夫		800

				個人 コジン		藤田　隆規		400		個人 コジン		前川　和哉		300		個人 コジン		平本　淳一		300		0		300		個人		村井　悠太		800

				個人 コジン		別府　輝夫		400		個人 コジン		前田　豊孝		300		個人 コジン		笛吹　一徳		300		0		300		個人		八木　史生		800

				個人 コジン		本田　慎一		400		個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		福井　徳司		300		0		0		個人		安藤　文彦		800

				個人 コジン		前田　佳宏		400		個人 コジン		牧田　直之		300		個人 コジン		福崎　幸子		300		0		0		個人		横山　一朗		800

				個人 コジン		前田　智哉		400		個人 コジン		卷島　純一朗		300		個人 コジン		藤尾　直樹		300		0		0		個人		和田　真悟		800

				個人 コジン		松嶋　進		400		個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		藤本　友一		300		0		0		個人		渡邉　公司		800

				個人 コジン		茗荷　昭男		400		個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		細川　和真		300		0		0		個人		渡邊　晃全		800

				個人 コジン		牟禮　美保		400		個人 コジン		松岡　賢治		300		個人 コジン		細谷　英司		300		0		0		個人		渡辺　隆広		800

				個人 コジン		村瀬　守		400		個人 コジン		松岡　拓郎		300		個人 コジン		眞鍋　仁		300		0		0		法人		合同会社ＮＥＷ　ＰＨＡＳＥ		800

				個人 コジン		元森　幹夫		400		個人 コジン		松岡　真代		300		個人 コジン		前川　和哉		300		0		200		機関		ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＧＲＯＷＴＨ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ　ＯＦ　ＤＦＡ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ　ＧＲＯＵＰ　ＩＮＣ．		800

				個人 コジン		八塚　国博		400		個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		前原　紅也		300		0		0		個人		Ｈｅｒａｔｈ　Ｄｈａｎａｎｊａｙａ　Ｓａｍａｎｔｈａ		800

				個人 コジン		矢作　浩		400		個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		卷島　純一朗		300		0		200		個人		池田　浩和		750

				個人 コジン		安川　一彦		400		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		松枝　剛		300		0		0		個人		阿部　紘樹		700

				個人 コジン		安藤　進		400		個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		松本　信一		300		0		0		個人		阿部　正善		700

				個人 コジン		山田　幸雄		400		個人 コジン		三明　昌子		300		個人 コジン		松本　裕人		300		0		0		個人		青山　和彰		700

				個人 コジン		山田　博		400		個人 コジン		三上　義廣		300		個人 コジン		松本　莉桜奈		300		0		0		個人		浅井　省吾		700

				個人 コジン		山野　一弘		400		個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		松山　亮		300		0		0		個人		浅野　正成		700

				個人 コジン		横尾　憲之		400		個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		三浦　隆		300		0		0		個人		新里　陽子		700

				個人 コジン		横地　高		400		個人 コジン		三木　宏之		300		個人 コジン		三木　敏孝		300		0		0		個人		新保　晃		700

				個人 コジン		横森　正幸		400		個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		三宅　茂仁		300		0		0		個人		飯島　規文		700

				個人 コジン		横山　藤雄		400		個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		三宅　宮子		300		0		0		個人		泉　明貴		700

				個人 コジン		吉野　和夫		400		個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		水谷　昌代		300		0		200		個人		上川　大輔		700

				個人 コジン		劉　科一		400		個人 コジン		水谷　昌代		300		個人 コジン		水谷　松治		300		0		0		個人		上田　智子		700

				個人 コジン		若杉　栄三		400		個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		満田　慎也		300		200		300		個人		上野　一平		700

				個人 コジン		若林　正己		400		個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		村上　登志男		300		0		0		個人		牛山　崇		700

				個人 コジン		渡辺　一義		400		個人 コジン		村上　千代子		300		個人 コジン		村橋　真美		300		0		0		個人		内田　拓哉		700

				個人 コジン		渡辺　温子		400		個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		森田　征幸		300		0		0		個人		梅原　利香子		700

				個人 コジン		渡辺　憲		400		個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		0		0		個人		大久保　貴代子		700

				機関 キカン		ドイツ証券株式会社		300		個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		矢作　浩		300		-100		-100		個人		大黒　秀樹		700

				機関 キカン		丸八証券株式会社		300		個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		安川　満		300		0		0		個人		大野　愛		700

				個人 コジン		相浦　弘美		300		個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		安部　久光		300		0		0		個人		大野　倫太郎		700

				個人 コジン		青木　淑明		300		個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		安藤　徹		300		0		0		個人		大野　和恵		700

				個人 コジン		青木　雅彦		300		個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		保田　浩二		300		0		300		個人		恩田　靖		700

				個人 コジン		青木　洋一		300		個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		山上　俊之		300		0		0		個人		加藤　由広		700

				個人 コジン		青崎　健		300		個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		山岸　益男		300		0		0		個人		垣内　駿吾		700

				個人 コジン		秋月　太与子		300		個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		0		0		個人		片貝　律菜		700

				個人 コジン		浅坂　隆		300		個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		山口　友幸		300		0		0		個人		叶屋　公敬		700

				個人 コジン		朝川　炯徹		300		個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		山口　信廣		300		0		0		個人		川口　仁		700

				個人 コジン		朝川　千春		300		個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		0		0		個人		河合　康廣		700

				個人 コジン		朝川　充		300		個人 コジン		保田　浩二		300		個人 コジン		横田　素彦		300		100		100		個人		喜田　輝幸		700

				個人 コジン		天野　二三男		300		個人 コジン		山上　俊之		300		個人 コジン		吉川　順子		300		100		100		個人		菊池　謙作		700

				個人 コジン		天春　立兵		300		個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		0		0		個人		菊地　信行		700

				個人 コジン		荒井　十四巳		300		個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		吉田　博樹		300		200		300		個人		郡　泉		700

				個人 コジン		新井　翔士		300		個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		吉田　和久		300		0		0		個人		小笠原　裕己		700

				個人 コジン		新井　宗太郎		300		個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		0		0		個人		五島　泰信		700

				個人 コジン		新井　秀幸		300		個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		脇本　裕夫		300		100		100		個人		越智　彦至		700

				個人 コジン		新堀　光夫		300		個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		0		300		個人		駒井　大輔		700

				個人 コジン		有賀　朝一		300		個人 コジン		山本　友貴		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		0		0		個人		齊藤　眞一		700

				個人 コジン		有馬　正浩		300		個人 コジン		山本　昇		300		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		0		0		個人		桜木　裕次		700

				個人 コジン		井上　幹雄		300		個人 コジン		山本　美佳		300		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		0		0		個人		白井　文		700

				個人 コジン		井戸　協子		300		個人 コジン		山室　哲也		300		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＰＡＲＩＳ／ＢＴ　ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＭＡＲＣ／ＯＰＴ		300		300		300		個人		白井　みわ		700

				個人 コジン		伊賀　久美子		300		個人 コジン		横江　英子		300		機関		ＭＬＩ　ＳＴＯＣＫ　ＬＯＡＮ		300		-4310		300		個人		鈴木　将鷹		700

				個人 コジン		伊藤　明		300		個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		西本　正徳		225		225		225		個人		鈴木　友馨		700

				個人 コジン		伊藤　寛行		300		個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		中司　美枝子		207		207		207		個人		鈴木　良		700

				個人 コジン		伊藤　顕二郎		300		個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		青島　翼		200		200		200		個人		高木　俊宏		700

				個人 コジン		伊藤　由佳		300		個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		青柳　敬		200		200		200		個人		高野　宣和		700

				個人 コジン		飯田　昇		300		個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		赤阪　吉男		200		200		200		個人		高橋　平		700

				個人 コジン		飯村　勝美		300		個人 コジン		渡辺　郁子		300		個人 コジン		赤路　直次		200		200		200		個人		高橋　正明		700

				個人 コジン		池上　和宏		300		個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		朝倉　敏景		200		200		200		個人		高橋　祐司		700

				個人 コジン		池田　匡		300		法人 ホウジン		株式会社アップツール		300		個人 コジン		網中　敏幸		200		200		200		個人		滝沢　知孝		700

				個人 コジン		石井　康信		300		法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		個人 コジン		荒巻　真一		200		200		200		個人		竹内　由衣		700

				個人 コジン		石川　雅也		300		法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		個人 コジン		新井　三雄		200		200		200		個人		武山　美佐子		700

				個人 コジン		石川　裕之		300		法人 ホウジン		林電気株式会社		300		個人 コジン		有年　克浩		200		200		200		個人		谷郷　貴志		700

				個人 コジン		石島　弘章		300		個人 コジン		石川　和則		240		個人 コジン		井上　寛		200		200		200		個人		土井　雅之		700

				個人 コジン		石田　喜美恵		300		機関 キカン		ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ／ＪＡＳＤＥＣ／ＧＥＲＭＡＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ－ＯＴＨＥＲＳ		200		個人 コジン		井上　剛彦		200		200		200		個人		土谷　陽平		700

				個人 コジン		石田　裕紀子		300		機関 キカン		立花証券株式会社		200		個人 コジン		井波　久直		200		200		200		個人		出口　昭利		700

				個人 コジン		石屋　浩一		300		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		井俣　恭彦		200		200		200		個人		堂園　隆博		700

				個人 コジン		磯貝　幸一		300		個人 コジン		赤尾　尚志		200		個人 コジン		生駒　敏博		200		200		200		個人		中島　純一郎		700

				個人 コジン		一森　聡		300		個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		池田　俊治		200		200		200		個人		長谷川　京子		700

				個人 コジン		市川　龍太		300		個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		石井　康信		200		200		200		個人		西垣　弘樹		700

				個人 コジン		稲垣　喜代志		300		個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		石崎　和久		200		200		200		個人		野田　悠平		700

				個人 コジン		稲毛　秀夫		300		個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		今井　みち		200		200		200		個人		ハイシマ　ダイジロウ		700

				個人 コジン		稲野　友泉		300		個人 コジン		浅原　義智		200		個人 コジン		岩田　淳治		200		200		200		個人		畠山　利彦		700

				個人 コジン		稲葉　輝彦		300		個人 コジン		朝倉　哲雄		200		個人 コジン		岩田　直也		200		200		200		個人		浜名　直樹		700

				個人 コジン		稲葉　洋之		300		個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		岩本　陽子		200		200		200		個人		林田　康寿		700

				個人 コジン		今田　善之		300		個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		宇田　紘助		200		200		200		個人		原　慶子		700

				個人 コジン		岩崎　鉄太郎		300		個人 コジン		新井　智明		200		個人 コジン		鵜之家　輔		200		200		200		個人		原田　保		700

				個人 コジン		岩田　啓		300		個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		内山　雅夫		200		200		200		個人		日野　将之		700

				個人 コジン		岩附　英史		300		個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		瓜生　竜也		200		200		200		個人		平井　佑典		700

				個人 コジン		岩本　加津江		300		個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		榎　善紀		200		200		200		個人		平岡　拓男		700

				個人 コジン		上野　祐也		300		個人 コジン		井上　暁登		200		個人 コジン		太田　優里		200		200		200		個人		廣川　敏幸		700

				個人 コジン		上原　敦子		300		個人 コジン		井上　麻衣子		200		個人 コジン		大宅　宏季		200		200		200		個人		福島　桐典		700

				個人 コジン		上村　希織		300		個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		大庭　伸夫		200		200		200		個人		福田　充紀		700

				個人 コジン		植木　健司		300		個人 コジン		井上　直彦		200		個人 コジン		大溝　純		200		200		200		個人		藤井　丈典		700

				個人 コジン		植田　芳文		300		個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		大籔　久志		200		200		200		個人		藤川　茂樹		700

				個人 コジン		臼田　美佳		300		個人 コジン		伊東　宏昌		200		個人 コジン		大脇　輝久		200		200		200		個人		藤田　一郎		700

				個人 コジン		内野　昭子		300		個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		岡　尚美		200		200		200		個人		星野　真資		700

				個人 コジン		内藤　良祐		300		個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		岡崎　貴子		200		200		200		個人		松井　昭太郎		700

				個人 コジン		梅田　直人		300		個人 コジン		飯田　大地		200		個人 コジン		岡野　英次		200		200		200		個人		松元　清貴		700

				個人 コジン		江口　太郎		300		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		個人 コジン		加藤　志郎		200		200		200		個人		丸山　稔正		700

				個人 コジン		榎本　賢二		300		個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		加藤　純朗		200		200		200		個人		三浦　早月		700

				個人 コジン		榎本　忠		300		個人 コジン		池田　克広		200		個人 コジン		加藤　正道		200		200		200		個人		峯芝　毅史		700

				個人 コジン		枝川　竹俊		300		個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		柿本　英生		200		200		200		個人		宮本　早百合		700

				個人 コジン		及川　敏		300		個人 コジン		石田　恭嗣		200		個人 コジン		柏木　慶子		200		200		200		個人		森本　隆夫		700

				個人 コジン		王　東		300		個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		椛島　和男		200		200		200		個人		矢山　士朗		700

				個人 コジン		大岡　正浩		300		個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		鎌田　亮		200		200		200		個人		安形　隆男		700

				個人 コジン		大川　正廣		300		個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		川口　哲史		200		200		200		個人		山崎　茂		700

				個人 コジン		大角　達廣		300		個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		菊地　健太郎		200		200		200		個人		山崎　成倫		700

				個人 コジン		太田　雄也		300		個人 コジン		石原　朗		200		個人 コジン		菊地　敏記		200		200		200		個人		弓取　裕明		700

				個人 コジン		太田　孝		300		個人 コジン		石部　光夫		200		個人 コジン		北山　晃		200		200		200		個人		横山　和哉		700

				個人 コジン		大田　武士		300		個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		北山　竜太		200		200		200		個人		吉沢　栄子		700

				個人 コジン		大竹　健太		300		個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		桑原　和幸		200		200		200		個人		吉田　桃花		700

				個人 コジン		大谷　将晴		300		個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		小川　嘉明		200		200		200		個人		吉田　裕一		700

				個人 コジン		大塚　章広		300		個人 コジン		一見　治		200		個人 コジン		小川　勤		200		200		200		個人		吉村　藍佳		700

				個人 コジン		大塚　和男		300		個人 コジン		市田　次夫		200		個人 コジン		小暮　茂美		200		200		200		個人		輪田　充哉		700

				個人 コジン		大富　文江		300		個人 コジン		今田　善之		200		個人 コジン		小暮　宙史		200		200		200		機関		藍澤證券株式会社		700

				個人 コジン		大西　浩夫		300		個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		小林　剛		200		200		200		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		700

				個人 コジン		大原　謙一郎		300		個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		小林　史郎		200		200		200		法人		株式会社日本エスコ		700

				個人 コジン		大原　錫哲		300		個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		五明　基泰		200		200		200		機関		ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５０１９		700

				個人 コジン		大原　芳枝		300		個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		合田　玉恵		200		200		200		機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）		700

				個人 コジン		大藤　達男		300		個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		米田　勇太		200		200		200		機関		ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６７４		646

				個人 コジン		大堀　宏		300		個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		近藤　慶英		200		200		200		個人		塚越　慧		606

				個人 コジン		大村　睦		300		個人 コジン		岩田　和明		200		個人 コジン		近藤　博明		200		200		200		個人		井上　遊		600

				個人 コジン		大森　孝敏		300		個人 コジン		上垣　小百合		200		個人 コジン		佐藤　厚志		200		200		200		個人		伊達　貴子		600

				個人 コジン		岡崎　正裕		300		個人 コジン		上野　裕子		200		個人 コジン		齋川　友也		200		200		200		個人		伊藤　顕二郎		600

				個人 コジン		岡田　務		300		個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		阪本　雄一郎		200		200		200		個人		石上　弘光		600

				個人 コジン		岡村　明		300		個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		笹川　邦宏		200		200		200		個人		石坂　幸樹		600

				個人 コジン		沖本　真季		300		個人 コジン		上吉川　健一		200		個人 コジン		雑賀　久夫		200		200		200		個人		石橋　五月		600

				個人 コジン		荻原　脩		300		個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		茂泉　行哉		200		200		200		個人		板野　修一		600

				個人 コジン		奥野　雅明		300		個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		柴田　浩司		200		200		200		個人		一関　元		600

				個人 コジン		加藤　渉		300		個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		末松　伸也		200		200		200		個人		市河原　啓正		600

				個人 コジン		加藤　則夫		300		個人 コジン		内藤　昇允		200		個人 コジン		鈴木　輝昭		200		200		200		個人		稲垣　友成		600

				個人 コジン		加藤　政一		300		個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		鈴木　俊毅		200		200		200		個人		今田　清		600

				個人 コジン		加藤　美菜		300		個人 コジン		梅田　直人		200		個人 コジン		鈴木　亮平		200		200		200		個人		岩元　裕也		600

				個人 コジン		嘉村　信子		300		個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		関　洋介		200		200		200		個人		宇都宮　祐二		600

				個人 コジン		垣内　勇		300		個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		千田　糸味		200		200		200		個人		上戸　芳信		600

				個人 コジン		笠井　重一		300		個人 コジン		江渡　大悟		200		個人 コジン		田口　靖子		200		200		200		個人		上野　宏之		600

				個人 コジン		柏崎　佳世		300		個人 コジン		榎本　忠		200		個人 コジン		田鹿　公一		200		200		200		個人		内藤　滋之		600

				個人 コジン		柏谷　忍		300		個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		田代　久榮		200		200		200		個人		内藤　隆徳		600

				個人 コジン		梶　政広		300		個人 コジン		遠藤　弘貴		200		個人 コジン		田宮　淳		200		200		200		個人		大石　諒太		600

				個人 コジン		片岸　俊		300		個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		高木　宣行		200		200		200		個人		大川　洋平		600

				個人 コジン		片倉　照彦		300		個人 コジン		及川　敏		200		個人 コジン		高橋　賢也		200		200		200		個人		大河原　一博		600

				個人 コジン		門川　章吾		300		個人 コジン		王　暁麗		200		個人 コジン		高松　明彦		200		200		200		個人		大城　章実		600

				個人 コジン		門川　美穂		300		個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		高見　篤司		200		200		200		個人		大宅　宏季		600

				個人 コジン		金子　敦子		300		個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		辰巳　雄一		200		200		200		個人		大西　賢司		600

				個人 コジン		金子　佳弘		300		個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		谷口　宏行		200		200		200		個人		大原　卓		600

				個人 コジン		金田　耕市		300		個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		段林　孝信		200		200		200		個人		岡本　孝雄		600

				個人 コジン		神田　長之		300		個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		寺林　亮		200		200		200		個人		荻原　輝久		600

				個人 コジン		神戸　信行		300		個人 コジン		太田　雄也		200		個人 コジン		戸川　千鶴		200		200		200		個人		形野　文彦		600

				個人 コジン		川上　哲也		300		個人 コジン		太田　孝		200		個人 コジン		友寄　聡子		200		200		200		個人		勝　正広		600

				個人 コジン		川上　裕子		300		個人 コジン		大塚　健		200		個人 コジン		中嶋　里紗		200		200		200		個人		勝元　榮一		600

				個人 コジン		川島　繁		300		個人 コジン		大西　恒子		200		個人 コジン		中嶋　敏司		200		200		200		個人		門脇　啓介		600

				個人 コジン		河口　正一		300		個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		中出　徹		200		200		200		個人		金　亜耶		600

				個人 コジン		木皿　直久		300		個人 コジン		大原　隆		200		個人 コジン		中丸　達也		200		200		200		個人		金城　巌		600

				個人 コジン		木村　進		300		個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		中村　愛弓		200		200		200		個人		金取　孝一		600

				個人 コジン		喜多　勇雄		300		個人 コジン		大山　雅穂		200		個人 コジン		中村　淳		200		200		200		個人		鎌尾　義明		600

				個人 コジン		北川　誠彦		300		個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		中村　友彦		200		200		200		個人		神田　正明		600

				個人 コジン		北野　浩		300		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		永山　榮一		200		200		200		個人		川井　仁一		600

				個人 コジン		北林　雅枝		300		個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		長井　悠佑		200		200		200		個人		川島　大典		600

				個人 コジン		北山　知孝		300		個人 コジン		岡田　邦夫		200		個人 コジン		長命　勇士		200		200		200		個人		川原田　将人		600

				個人 コジン		清水　海斗		300		個人 コジン		岡本　隆之		200		個人 コジン		西野　洋		200		200		200		個人		木村　直樹		600

				個人 コジン		清水　俊貴		300		個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		根木　正次		200		200		200		個人		木山　裕登		600

				個人 コジン		清水　肇		300		個人 コジン		岡村　政紘		200		個人 コジン		野口　一幸		200		200		200		個人		菊地原　末代		600

				個人 コジン		清水　亮平		300		個人 コジン		御法川　裕介		200		個人 コジン		原島　良平		200		200		200		個人		北浜　昌幸		600

				個人 コジン		クサナギ　ハジメ		300		個人 コジン		加門　敏弘		200		個人 コジン		半田　浩之		200		200		200		個人		北村　玲恩		600

				個人 コジン		久保　茂子		300		個人 コジン		加藤　英明		200		個人 コジン		日西　成二		200		200		200		個人		工藤　祐一		600

				個人 コジン		久保　信雄		300		個人 コジン		加藤　辰巳		200		個人 コジン		樋口　浩輔		200		200		200		個人		桑原　秀次		600

				個人 コジン		久保田　岳		300		個人 コジン		加藤　美佳		200		個人 コジン		深川　耕次		200		200		200		個人		桑原　裕		600

				個人 コジン		久我　年企		300		個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		福島　祥太		200		200		200		個人		小久保　奈海		600

				個人 コジン		草野　芳枝		300		個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		福永　栄一		200		200		200		個人		小坂　和智		600

				個人 コジン		熊谷　公喜		300		個人 コジン		笠井　威		200		個人 コジン		藤田　護		200		200		200		個人		小菅　章稔		600

				個人 コジン		倉本　剛		300		個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		藤野　智弘		200		200		200		個人		小野　健		600

				個人 コジン		栗山　幹夫		300		個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		藤原　誠		200		200		200		個人		小野　保		600

				個人 コジン		黒須　智		300		個人 コジン		片岡　康子		200		個人 コジン		舟木　淳次		200		200		200		個人		小野　靖明		600

				個人 コジン		黒瀧　契恵子		300		個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		兵藤　誠		200		200		200		個人		小林　節子		600

				個人 コジン		欅田　均		300		個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		細川　雄太		200		200		200		個人		小森　龍二		600

				個人 コジン		小池　祐一		300		個人 コジン		金田　耕市		200		個人 コジン		細川　浩嗣		200		200		200		個人		米丸　敏彦		600

				個人 コジン		小川　雅大		300		個人 コジン		金森　泰洋		200		個人 コジン		細野　千佳子		200		200		200		個人		佐立　敬昭		600

				個人 コジン		小倉　良平		300		個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		堀川　久人		200		200		200		個人		佐野　成雅		600

				個人 コジン		小澤　直斗		300		個人 コジン		軽込　隆士		200		個人 コジン		堀田　敬之		200		200		200		個人		佐藤　誠		600

				個人 コジン		小澤　義廣		300		個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		前田　貴志		200		200		200		個人		佐藤　優希		600

				個人 コジン		小園　弘美		300		個人 コジン		川北　亨		200		個人 コジン		前野　貴弘		200		200		200		個人		澤田　克栄		600

				個人 コジン		小田　妙子		300		個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		舛岡　靖司		200		200		200		個人		静　好洋		600

				個人 コジン		小谷　利和		300		個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		松村　きみ		200		200		200		個人		芝田　隆志		600

				個人 コジン		小林　一行		300		個人 コジン		川野　俊		200		個人 コジン		松元　貴樹		200		200		200		個人		嶋田　浩佳		600

				個人 コジン		小林　淳一		300		個人 コジン		川向　元次		200		個人 コジン		丸尾　幸則		200		200		200		個人		下地　和帆		600

				個人 コジン		小林　優樹		300		個人 コジン		川村　修介		200		個人 コジン		三木　海斗		200		200		200		個人		末光　宣文		600

				個人 コジン		小牧　大介		300		個人 コジン		河合　一将		200		個人 コジン		三木　祐一朗		200		200		200		個人		杉村　敦子		600

				個人 コジン		小松　千春		300		個人 コジン		河野　紀子		200		個人 コジン		三宅　謙一郎		200		200		200		個人		鈴木　悟		600

				個人 コジン		小山　泰尚		300		個人 コジン		河原　純一		200		個人 コジン		水野　廣秋		200		200		200		個人		鈴木　哲也		600

				個人 コジン		五島　吏津子		300		個人 コジン		河村　賢		200		個人 コジン		村木　聡		200		200		200		個人		曽根　一郎		600

				個人 コジン		五十嵐　文雄		300		個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		孟　芸菁		200		200		200		個人		田頭　伸直		600

				個人 コジン		五藤　誠		300		個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		森田　啓文		200		200		200		個人		田中　克		600

				個人 コジン		児玉　和之		300		個人 コジン		木村　修次		200		個人 コジン		森本　昌清		200		200		200		個人		田中　裕二		600

				個人 コジン		後藤　敏文		300		個人 コジン		木村　進		200		個人 コジン		森山　強		200		200		200		個人		田沼　秀行		600

				個人 コジン		越川　敏治		300		個人 コジン		氣仙　英明		200		個人 コジン		八木　直子		200		200		200		個人		高橋　豪一		600

				個人 コジン		近藤　守		300		個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		矢郷　竜平		200		200		200		個人		高橋　徹夫		600

				個人 コジン		佐多　宗		300		個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		安田　和男		200		200		200		個人		高橋　遼磨		600

				個人 コジン		佐野　徳也		300		個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		安宅　幸之助		200		200		200		個人		武田　圭樹		600

				個人 コジン		佐藤　健宏		300		個人 コジン		北郷　起示江		200		個人 コジン		山岸　花凛		200		200		200		個人		武田　眞幸		600

				個人 コジン		佐藤　栄一		300		個人 コジン		北村　弘昭		200		個人 コジン		山崎　雄一		200		200		200		個人		辰巳　佳子		600

				個人 コジン		佐藤　重信		300		個人 コジン		清水　眞		200		個人 コジン		山崎　良喜		200		200		200		個人		辰見　陽雪		600

				個人 コジン		佐藤　章		300		個人 コジン		許　蛍雪		200		個人 コジン		山本　太寛		200		200		200		個人		谷井　晃慶		600

				個人 コジン		佐藤　敏和		300		個人 コジン		切明　貴宏		200		個人 コジン		山本　公洋		200		200		200		個人		谷上　元康		600

				個人 コジン		佐藤　成将		300		個人 コジン		久保　しず		200		個人 コジン		柚賀　勝昭		200		200		200		個人		玉井　悦子		600

				個人 コジン		佐々木　静代		300		個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		横尾　進		200		200		200		個人		玉邑　光		600

				個人 コジン		佐々木　真光		300		個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		横川　忠弘		200		200		200		個人		手塚　里惠		600

				個人 コジン		佐々木　守		300		個人 コジン		倉橋　正憲		200		個人 コジン		吉田　剛		200		200		200		個人		寺門　真里		600

				個人 コジン		佐々木　陽介		300		個人 コジン		栗林　茂		200		個人 コジン		吉田　智暁		200		200		200		個人		寺部　佳孝		600

				個人 コジン		齋藤　絹代		300		個人 コジン		栗原　寛典		200		個人 コジン		吉山　容正		200		200		200		個人		都丸　靖直		600

				個人 コジン		齋藤　守		300		個人 コジン		黒田　龍		200		個人 コジン		依田　勝		200		200		200		個人		當眞　嗣興		600

				個人 コジン		齊藤　義行		300		個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		両瀬　浩		200		200		200		個人		冨岡　亘		600

				個人 コジン		坂　江美		300		個人 コジン		小泉　幸秀		200		個人 コジン		脇　治		200		200		200		個人		冨田　紘一郎		600

				個人 コジン		坂井　恵介		300		個人 コジン		小川　庸子		200		個人 コジン		渡辺　英喜		200		200		200		個人		冨増　諭史		600

				個人 コジン		坂戸　嘉雄		300		個人 コジン		小田　隆信		200		個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		0		0		個人		友近　威志		600

				個人 コジン		坂部　晃一		300		個人 コジン		小田島　公之		200		個人 コジン		秋原　紀子		200		100		200		個人		中丸　達也		600

				個人 コジン		櫻井　綾		300		個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		秋森　大		200		0		0		個人		中村　充広		600

				個人 コジン		櫻井　克彦		300		個人 コジン		小野　嘉彦		200		個人 コジン		浅原　義智		200		0		200		個人		長谷川　富明		600

				個人 コジン		櫻井　修樹		300		個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		浅間　祐一		200		100		200		個人		長谷川　直紀		600

				個人 コジン		志田　洋暁		300		個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		朝原　秀太		200		-1500		200		個人		長谷川　美佐子		600

				個人 コジン		椎野　朋之		300		個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		新倉　英男		200		0		0		個人		鳴戸　栄朗		600

				個人 コジン		鹿瀬　公生		300		個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		新野　栄一		200		0		0		個人		西澤　憲彦		600

				個人 コジン		重永　トキヱ		300		個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		有賀　朝一		200		-100		-100		個人		西田　和貴		600

				個人 コジン		柴崎　繁昭		300		個人 コジン		小松　祐介		200		個人 コジン		有福　誠和		200		0		0		個人		西村　英昭		600

				個人 コジン		柴田　賢一		300		個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		井上　暁登		200		0		200		個人		西村　薫		600

				個人 コジン		柴田　晃		300		個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		井上　麻衣子		200		0		200		個人		橋本　良夫		600

				個人 コジン		渋木　博信		300		個人 コジン		後藤　純平		200		個人 コジン		井上　将志		200		0		0		個人		初見　俊宣		600

				個人 コジン		白鳥　範子		300		個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		伊藤　誠子		200		0		0		個人		原田　高宏		600

				個人 コジン		白橋　昭夫		300		個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		飯塚　俊夫		200		0		100		個人		日榮　隆広		600

				個人 コジン		須釜　亮一		300		個人 コジン		佐野　光敬		200		個人 コジン		石田　恭嗣		200		0		200		個人		平井　真弓		600

				個人 コジン		須永　浩		300		個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		石田　裕紀子		200		-100		-100		個人		廣瀬　光		600

				個人 コジン		須藤　治		300		個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		石塚　剛史		200		0		0		個人		廣田　紀人		600

				個人 コジン		菅谷　宏		300		個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		石原　真		200		0		0		個人		廣中　久記		600

				個人 コジン		菅沼　寛二		300		個人 コジン		佐藤　恵子		200		個人 コジン		磯田　聡		200		0		0		個人		福島　恵理		600

				個人 コジン		杉江　准		300		個人 コジン		佐藤　楓莉		200		個人 コジン		一見　治		200		0		200		個人		福田　真平		600

				個人 コジン		杉田　年男		300		個人 コジン		佐藤　智也		200		個人 コジン		今田　善之		200		0		-100		個人		福本　有紀		600

				個人 コジン		杉野　千鶴		300		個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		今村　勲		200		0		0		個人		藤江　康之		600

				個人 コジン		杉本　健		300		個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		入江　太郎		200		0		0		個人		藤原　一郎		600

				個人 コジン		鈴井　大祐		300		個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		岩崎　雅之		200		0		0		個人		藤本　忠幸		600

				個人 コジン		鈴木　孝佳		300		個人 コジン		佐々木　健介		200		個人 コジン		宇田川　明男		200		-200		0		個人		藤村　昭子		600

				個人 コジン		鈴木　誠		300		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		上野　裕子		200		0		200		個人		舟川　佳佑		600

				個人 コジン		鈴木　隆		300		個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		内田　明生		200		0		0		個人		冬木　裕		600

				個人 コジン		鈴木　司		300		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		内田　光則		200		-100		200		個人		堀内　哲夫		600

				個人 コジン		鈴木　哲也		300		個人 コジン		齋藤　敦子		200		個人 コジン		漆原　由美		200		0		0		個人		堀越　秀昭		600

				個人 コジン		鈴木　ユキエ		300		個人 コジン		齋藤　富昭		200		個人 コジン		遠藤　幸治		200		0		0		個人		堀田　綾乃		600

				個人 コジン		住田　兼良		300		個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		王　芳		200		0		0		個人		前田　眞千		600

				個人 コジン		瀬畑　元子		300		個人 コジン		坂本　紳之介		200		個人 コジン		大川　祥央		200		0		0		個人		幕内　梨恵		600

				個人 コジン		関川　昭二		300		個人 コジン		坂本　知子		200		個人 コジン		大澤　幸也		200		100		100		個人		松井　香織		600

				個人 コジン		関根　隆行		300		個人 コジン		坂本　照行		200		個人 コジン		大嶋　洋平		200		0		0		個人		松田　秀次		600

				個人 コジン		千田　俊介		300		個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		大西　恒子		200		0		200		個人		松田　真由美		600

				個人 コジン		千葉　光夫		300		個人 コジン		榊原　心		200		個人 コジン		岡崎　佐知子		200		0		0		個人		丸山　法昭		600

				個人 コジン		曽田　俊之		300		個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		岡本　昌弘		200		0		0		個人		三上　雄司		600

				個人 コジン		曽田　春枝		300		個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		加藤　渉		200		-100		-100		個人		三木　保博		600

				個人 コジン		曽根　俊祐		300		個人 コジン		澤田　加代子		200		個人 コジン		掛札　政宏		200		0		0		個人		三坂　康博		600

				個人 コジン		田上　博		300		個人 コジン		志賀　隆啓		200		個人 コジン		笠井　威		200		0		200		個人		三村　安信		600

				個人 コジン		田口　拓也		300		個人 コジン		志水　正治		200		個人 コジン		梶本　卓司		200		0		0		個人		水戸　進		600

				個人 コジン		田口　宏明		300		個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		川上　明		200		0		0		個人		満田　慎也		600

				個人 コジン		田之上　圭克		300		個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		川口　宏		200		0		0		個人		宮崎　安登		600

				個人 コジン		田坂　正美		300		個人 コジン		鹿島　承志		200		個人 コジン		川角　高久		200		0		0		個人		村田　衛		600

				個人 コジン		田中　京子		300		個人 コジン		篠崎　晴喜		200		個人 コジン		河合　一将		200		0		200		個人		望月　保彦		600

				個人 コジン		田中　幸子		300		個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		河野　紀子		200		0		200		個人		森田　賢		600

				個人 コジン		田中　利幸		300		個人 コジン		嶌田　健治		200		個人 コジン		木下　敬介		200		-200		0		個人		薮原　孝雄		600

				個人 コジン		田中　宏樹		300		個人 コジン		島村　美樹		200		個人 コジン		木下　勇人		200		0		0		個人		山岡　和男		600

				個人 コジン		田中　雅晴		300		個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		木野　耕一		200		0		0		個人		山形　呈太		600

				個人 コジン		田中　康英		300		個人 コジン		城福　宏吉		200		個人 コジン		氣仙　英明		200		0		200		個人		山崎　稜介		600

				個人 コジン		田光　康宏		300		個人 コジン		須藤　嘉一		200		個人 コジン		喜田　茂		200		0		0		個人		山下　数馬		600

				個人 コジン		田村　謙		300		個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		北大路　永典		200		0		0		個人		山本　直樹		600

				個人 コジン		高倉　康		300		個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		北村　隆幸		200		100		100		個人		横松　秀夫		600

				個人 コジン		高島　佳子		300		個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		切明　貴宏		200		0		100		個人		吉村　静佳		600

				個人 コジン		高田　宗典		300		個人 コジン		杉浦　進		200		個人 コジン		久保　賢治		200		-100		200		個人		吉村　ひろみ		600

				個人 コジン		高田　宏		300		個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		玖村　孝博		200		100		100		個人		頼岡　詩子		600

				個人 コジン		高橋　昭雄		300		個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		葛原　崇子		200		0		0		個人		李　睿棟		600

				個人 コジン		高橋　秀明		300		個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		窪田　裕之		200		-100		200		個人		和田　充史		600

				個人 コジン		高橋　雅昭		300		個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		倉知　宏治		200		100		200		個人		渡部　博文		600

				個人 コジン		高森　一修		300		個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		栗林　茂		200		0		200		個人		渡辺　雅之		600		●

				個人 コジン		高安　博之		300		個人 コジン		駿見　千尋		200		個人 コジン		小島　榮一		200		-300		200		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド役員持株会		600

				個人 コジン		瀧川　紀男		300		個人 コジン		瀬下　康子		200		個人 コジン		小田島　公之		200		0		200		機関		東洋証券株式会社		600

				個人 コジン		瀧川　幸雄		300		個人 コジン		関口　一郎		200		個人 コジン		小林　敬司		200		100		100		法人		株式会社ＪａｃｃｓＧａｔｅ		600

				個人 コジン		竹内　やよい		300		個人 コジン		千田　英樹		200		個人 コジン		小林　茂		200		0		0		機関		ＳＯＣＩＥＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ　－　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴＳ		600

				個人 コジン		竹田　恵里		300		個人 コジン		千田　寛子		200		個人 コジン		小松　孝		200		-400		-200		機関		ＢＮＹＭ　ＡＳ　ＡＧＴ／ＣＬＴＳ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＪＡＳＤＥＣ		600

				個人 コジン		竹中　栄造		300		個人 コジン		曽宮　秀和		200		個人 コジン		小村　由樹子		200		0		0		個人		黒川　正弘		501

				個人 コジン		武富　涼		300		個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		甲斐　民子		200		0		0		個人		阿部　和也		500

				個人 コジン		武藤　英子		300		個人 コジン		田口　富彦		200		個人 コジン		佐久間　照哉		200		100		200		個人		青木　義幸		500

				個人 コジン		武本　誠		300		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		佐藤　恵子		200		0		100		個人		青柳　幸蔵		500

				個人 コジン		立山　忠夫		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		佐藤　功		200		100		100		個人		赤木　哲郎		500

				個人 コジン		谷口　毅		300		個人 コジン		田中　久雄		200		個人 コジン		佐々木　寛		200		0		0		個人		浅沼　慎太朗		500

				個人 コジン		谷口　通		300		個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		佐々波　邦彦		200		0		0		役職員 ヤクショクイン		浅野　尚仁		500

				個人 コジン		丹羽　理栄		300		個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		齊藤　亜希子		200		0		0		個人		天野　憲作		500

				個人 コジン		陳　登		300		個人 コジン		田畑　由香理		200		個人 コジン		齋藤　敦子		200		0		200		個人		荒川　真		500

				個人 コジン		津坂　宗孝		300		個人 コジン		田原　紀美子		200		個人 コジン		齊藤　好美		200		0		0		個人		荒木　哲也		500

				個人 コジン		津田　麻里子		300		個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		櫻井　綾		200		-100		-100		個人		新谷　恭英		500

				個人 コジン		津田　敏夫		300		個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		塩川　和子		200		0		0		個人		新美　順康		500

				個人 コジン		柘植　和美		300		個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		柴田　浩徳		200		0		0		個人		粟田　剛平		500

				個人 コジン		塚田　正夫		300		個人 コジン		高橋　一幸		200		個人 コジン		白澤　悦子		200		0		0		個人		井上　雄大		500

				個人 コジン		塚本　とり		300		個人 コジン		高橋　毅		200		個人 コジン		須藤　嘉一		200		0		200		個人		井上　修二		500

				個人 コジン		辻本　達寛		300		個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		諏澤　俊二		200		0		0		個人		井川　一真		500

				個人 コジン		土口　裕		300		個人 コジン		高橋　千珠		200		個人 コジン		杉本　健		200		-100		-100		個人		伊藤　正騎		500

				個人 コジン		土屋　嘉久		300		個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		杉山　勝行		200		0		0		個人		伊藤　源基		500

				個人 コジン		常本　悟		300		個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		杉山　裕一		200		0		0		個人		猪俣　為久		500

				個人 コジン		寺川　和仁		300		個人 コジン		竹内　満里子		200		個人 コジン		鈴木　啓子		200		0		0		役職員 ヤクショクイン		池内　貴美子		500

				個人 コジン		寺島　一代		300		個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		関口　一郎		200		0		100		個人		石井　信廣		500

				個人 コジン		寺島　良太		300		個人 コジン		竹田　恵里		200		個人 コジン		千田　寛子		200		0		200		個人		石田　英和		500

				個人 コジン		栂安　雅満		300		個人 コジン		竹中　康史		200		個人 コジン		田口　富彦		200		0		200		個人		石田　隆三		500

				個人 コジン		徳永　由紀		300		個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		田之上　亜紀子		200		0		0		個人		石田　卓也		500

				個人 コジン		徳山　京一郎		300		個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		田中　久雄		200		0		200		個人		石山　嘉英		500

				個人 コジン		年末　仁信		300		個人 コジン		武本　直美		200		個人 コジン		田端　伸行		200		0		0		個人		逸見　高明		500

				個人 コジン		栃尾　保		300		個人 コジン		立石　将仁		200		個人 コジン		田邊　陽一		200		0		0		個人		稲葉　希		500

				個人 コジン		冨士野　正		300		個人 コジン		立野　眞純		200		個人 コジン		高野　淳一		200		-100		100		個人		稲葉　博隆		500

				個人 コジン		富田　博幸		300		個人 コジン		立松　亨倫		200		個人 コジン		高橋　一幸		200		0		100		個人		犬塚　良輔		500

				個人 コジン		鳥丸　悦子		300		個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		高橋　毅		200		0		200		個人		今井　弘子		500

				個人 コジン		鳥丸　鐡矢		300		個人 コジン		谷崎　秀人		200		個人 コジン		高橋　寿文		200		0		0		個人		岩田　外美		500

				個人 コジン		鳥丸　輝彦		300		個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		高村　喬		200		0		0		個人		岩竹　大吾		500

				個人 コジン		奈須　錦也		300		個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		瀧脇　宏		200		100		200		個人		宇田　唯人		500

				個人 コジン		中川　整司		300		個人 コジン		玉木　有一		200		個人 コジン		竹内　一志		200		-100		200		個人		上野　勝洋		500

				個人 コジン		中澤　那世留		300		個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		武富　秀俊		200		0		0		個人		上別府　洋平		500

				個人 コジン		中嶋　龍也		300		個人 コジン		対馬　健貴		200		個人 コジン		立松　亨倫		200		0		100		個人		植木　浩司		500

				個人 コジン		中田　智		300		個人 コジン		土井　英邦		200		個人 コジン		舘野　哲夫		200		0		0		個人		浮田　大輔		500

				個人 コジン		中西　清隆		300		個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		谷本　達哉		200		200		200		個人		浦田　修		500

				個人 コジン		中根　久徳		300		個人 コジン		土橋　隆之		200		個人 コジン		谷本　知子		200		0		0		個人		瓜生　竜也		500

				個人 コジン		中野　二三男		300		個人 コジン		土肥　健一郎		200		個人 コジン		谷本　義男		200		0		0		個人		尾形　一典		500

				個人 コジン		中野　正章		300		個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		対馬　健貴		200		0		200		個人		大河内　つゆ子		500

				個人 コジン		中村　道子		300		個人 コジン		寺窪　幸雄		200		個人 コジン		土屋　大助		200		100		200		個人		大熊　祐介		500

				個人 コジン		中村　由里香		300		個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		鶴田　幸		200		0		0		個人		大黒　真里子		500

				個人 コジン		中山　貞雄		300		個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		出口　広美		200		100		200		個人		大澤　好美		500

				個人 コジン		中山　滋		300		個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		寺井　和美		200		-200		200		個人		大谷　舞		500

				個人 コジン		永井　敦		300		個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		戸川　潤一		200		0		0		個人		大野　徹		500

				個人 コジン		永石　明		300		個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		戸城　秀樹		200		-900		200		個人		大野　洋		500

				個人 コジン		永嶋　達矢		300		個人 コジン		時庭　真衣		200		個人 コジン		等々力　文夫		200		0		0		個人		大森　壮晃		500

				個人 コジン		永田　美香		300		個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		飛田　翔		200		100		100		個人		大山　裕美		500

				個人 コジン		永田　裕人		300		個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		富永　尚晃		200		0		0		個人		岡　拓弥		500

				個人 コジン		永野　輝夫		300		個人 コジン		豊嶋　史哲		200		個人 コジン		豊田　昇		200		0		0		個人		岡田　之秀		500

				個人 コジン		仲村　則俊		300		個人 コジン		豊島　保博		200		個人 コジン		鳥居　光子		200		0		0		個人		岡村　国博		500

				個人 コジン		長　彩華		300		個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		中嶋　紀子		200		0		0		個人		岡村　伸樹		500

				個人 コジン		長尾　篤		300		個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		中森　典雄		200		0		0		個人		奥田　京子		500

				個人 コジン		長尾　來実		300		個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		中山　茂夫		200		0		0		個人		加賀美　香織		500

				個人 コジン		長尾　重司		300		個人 コジン		中井　隆行		200		個人 コジン		中山　由紀子		200		0		0		個人		加藤　泉		500

				個人 コジン		長島　豊美		300		個人 コジン		中井　房枝		200		個人 コジン		永田　加壽子		200		0		0		個人		加藤　太一		500

				個人 コジン		長谷川　英雄		300		個人 コジン		中岡　重貴		200		個人 コジン		永田　優		200		0		0		個人		加藤　敬介		500

				個人 コジン		長谷川　信昭		300		個人 コジン		中川　泰祐		200		個人 コジン		永野　春海		200		0		0		個人		加藤　哲也		500

				個人 コジン		長谷川　正治		300		個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		0		200		個人		加藤　徳義		500

				個人 コジン		難波　公司		300		個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		難波　佳奈		200		0		0		個人		加藤　俊文		500

				個人 コジン		荷方　惣一朗		300		個人 コジン		中谷　光男		200		個人 コジン		西田　友紀		200		0		0		個人		加藤　博之		500

				個人 コジン		西川　正		300		個人 コジン		中西　啓太		200		個人 コジン		西林　真		200		0		0		個人		加藤　美智子		500

				個人 コジン		西願　直志		300		個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		西槙　康博		200		0		0		個人		影山　啓五		500

				個人 コジン		西村　勝浩		300		個人 コジン		中本　富士彌		200		個人 コジン		野口　政夫		200		0		200		個人		風間　凌		500

				個人 コジン		西村　仁志		300		個人 コジン		中本　吉弥		200		個人 コジン		橋爪　孝		200		0		200		個人		片岡　真太郎		500

				個人 コジン		西村　雅彦		300		個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		橋本　サチ子		200		0		0		個人		片倉　静子		500

				個人 コジン		布留川　昭		300		個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		畠中　克洋		200		0		200		個人		勝又　雄一		500

				個人 コジン		根田　知明		300		個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		浜口　真吾		200		100		200		個人		勝又　勇		500

				個人 コジン		根田　和明		300		個人 コジン		中山　正太郎		200		個人 コジン		浜田　普史		200		100		200		個人		金澤　峰子		500

				個人 コジン		野崎　慎平		300		個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		林　政樹		200		0		0		個人		金澤　良夫		500

				個人 コジン		野澤　雅彦		300		個人 コジン		永井　更沙		200		個人 コジン		伴　貞俊		200		100		100		個人		金城　恵		500

				個人 コジン		野間口　俊之		300		個人 コジン		永岡　陽介		200		個人 コジン		東　寛		200		0		200		個人		兼子　啓		500

				個人 コジン		野村　五十男		300		個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		東　孝		200		0		0		個人		榧木　浩二		500

				個人 コジン		野呂　健次郎		300		個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		服部　治光		200		0		200		個人		川上　秀樹		500

				個人 コジン		野々村　勝		300		個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		副島　澄子		200		0		0		個人		川神　智		500

				個人 コジン		能登谷　康子		300		個人 コジン		永山　恒誉		200		個人 コジン		福島　江里子		200		0		0		個人		川村　修介		500

				個人 コジン		信長　努		300		個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		福田　勝		200		0		200		個人		河野　高伸		500

				個人 コジン		則安　盛久		300		個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		福原　大介		200		0		0		個人		河本　則吉		500

				個人 コジン		馬場　祐介		300		個人 コジン		長谷川　重治郎		200		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		0		0		個人		木下　真実		500

				個人 コジン		橋口　知一		300		個人 コジン		楢原　慶		200		個人 コジン		藤田　雅弘		200		0		200		個人		木村　一三		500

				個人 コジン		橋本　一仁		300		個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		藤原　教浩		200		-800		200		個人		木村　友樹		500

				個人 コジン		橋本　淳樹		300		個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		藤原　正也		200		0		0		個人		紀伊　仁司		500

				個人 コジン		浜野　文雄		300		個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		本間　道郎		200		0		0		個人		北川　和哉		500

				個人 コジン		早野　重子		300		個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		松井　憲司		200		0		0		個人		北島　君子		500

				個人 コジン		早野　好雄		300		個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		0		0		個人		邱　琳		500

				個人 コジン		林　美緒		300		個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		松田　敏弘		200		0		0		個人		清水　克彦		500

				個人 コジン		林　義明		300		個人 コジン		西畑　公貴		200		個人 コジン		松野　雅人		200		0		200		個人		清水　淳		500

				個人 コジン		原　龍夫		300		個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		松原　勉		200		100		200		個人		桐本　貴啓		500

				個人 コジン		原　豊		300		個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		三次　庸義		200		0		200		個人		久保田　彰		500

				個人 コジン		原口　峯子		300		個人 コジン		野口　政夫		200		個人 コジン		水越　正信		200		0		0		個人		久保田　泰弘		500

				個人 コジン		原田　育英		300		個人 コジン		野澤　孝		200		個人 コジン		水谷　和子		200		0		200		個人		楠井　大地		500

				個人 コジン		原田　擴靖		300		個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		宮野　秀基		200		0		0		個人		窪田　徹		500

				個人 コジン		原田　裕一		300		個人 コジン		橋爪　孝		200		個人 コジン		村松　又太郎		200		0		200		個人		窪田　博之		500

				個人 コジン		張　堅		300		個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		森　秀雄		200		0		0		個人		隈部　征男		500

				個人 コジン		春藤　啓文		300		個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		森　盛茂		200		0		0		個人		熊谷　慶國		500

				個人 コジン		東出　博美		300		個人 コジン		畠中　克洋		200		個人 コジン		森下　みか		200		0		100		個人		栗尾　正光		500

				個人 コジン		東藤　一司		300		個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		森田　富夫		200		0		100		個人		栗原　恵		500

				個人 コジン		疋嶋　春雄		300		個人 コジン		原　大輔		200		個人 コジン		森本　博海		200		0		100		個人		車　昌鎬		500

				個人 コジン		姫野　勇人		300		個人 コジン		原　智康		200		個人 コジン		八重樫　久		200		0		0		個人		車谷　太佑		500

				個人 コジン		平井　陳幸		300		個人 コジン		春名　尊文		200		個人 コジン		安藤　一徳		200		0		200		個人		黒田　極		500

				個人 コジン		平野　利枝		300		個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		安藤　寛幸		200		0		0		個人		黒部　智弘		500

				個人 コジン		平野　礼一		300		個人 コジン		東　寛		200		個人 コジン		柳川　龍一		200		-200		-100		個人		桑山　聡志		500

				個人 コジン		深谷　敏彦		300		個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		柳原　大輔		200		0		0		個人		小久保　久子		500

				個人 コジン		福井　毅		300		個人 コジン		広瀬　有来		200		個人 コジン		山岸　勝彦		200		0		200		個人		小島　安子		500

				個人 コジン		福井　徳司		300		個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		山下　賢二郎		200		0		200		個人		小島　律志		500

				個人 コジン		福井　和男		300		個人 コジン		服部　治光		200		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		0		0		個人		小野　康二		500

				個人 コジン		福岡　正淑		300		個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		吉岡　知紘		200		0		0		個人		小野島　洋樹		500

				個人 コジン		福崎　幸子		300		個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		吉竹　郁文		200		0		200		個人		小畠　保		500

				個人 コジン		福永　貴寛		300		個人 コジン		福田　勝		200		個人 コジン		吉松　央夫		200		0		0		個人		小林　勝		500

				個人 コジン		藤浦　仁恵		300		個人 コジン		福田　淳一		200		個人 コジン		吉村　元成		200		0		0		個人		小林　茂		500

				個人 コジン		藤尾　直樹		300		個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		劉　憲明		200		0		100		個人		小林　宏		500

				個人 コジン		藤門　龍児		300		個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		和泉　直子		200		0		0		個人		小林　宏隆		500

				個人 コジン		藤田　克也		300		個人 コジン		藤田　雅弘		200		個人 コジン		和田　浩之		200		0		0		個人		小林　真希		500

				個人 コジン		藤田　肇		300		個人 コジン		藤原　正也		200		法人 ホウジン		有限会社アビタ		200		200		200		個人		小林　美穂		500

				個人 コジン		藤沼　一夫		300		個人 コジン		藤本　哲朗		200		法人 ホウジン		有限会社ａｎ		200		-7300		200		役職員		小林　若菜		500

				個人 コジン		藤本　友一		300		個人 コジン		船戸　繁代		200		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		0		0		個人		小原　謙二		500

				個人 コジン		藤本　博之		300		個人 コジン		古園　淳一		200		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		0		0		個人		小平　純一		500

				個人 コジン		藤本　良一		300		個人 コジン		古林　智		200		個人 コジン		中山　健二郎		120		0		120		個人		五十嵐　紀之		500

				個人 コジン		藤光　厚子		300		個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		佐久間　信行		103		103		103		個人		駒場　好夫		500

				個人 コジン		古川　陽輝		300		個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		ハク　キン		100		100		100		個人		米川　博則		500

				個人 コジン		古田　克仁		300		個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		阿部　繁樹		100		100		100		個人		近藤　英子		500

				個人 コジン		古野　雅敏		300		個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		阿部　龍太郎		100		100		100		個人		近藤　春子		500

				個人 コジン		古山　末波		300		個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		相沢　悠仁		100		100		100		個人		近藤　正和		500

				個人 コジン		穂坂　弘治		300		個人 コジン		前田　泰志		200		個人 コジン		相本　美保子		100		100		100		個人		佐貫　真弓		500

				個人 コジン		星川　義明		300		個人 コジン		前原　正一		200		個人 コジン		青木　伸治		100		100		100		個人		佐久間　務		500

				個人 コジン		細川　和真		300		個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		青木　稔		100		100		100		個人		佐野　美恵子		500

				個人 コジン		細谷　英司		300		個人 コジン		増田　和久		200		個人 コジン		青柳　秀悟		100		100		100		個人		佐藤　伸也		500

				個人 コジン		堀内　法子		300		個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		赤石　泰之		100		100		100		個人		佐藤　秀		500

				個人 コジン		堀川　卓洋		300		個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		浅井　泰雅		100		100		100		個人		佐々木　雅大		500

				個人 コジン		堀口　裕美		300		個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		浅野　聡宏		100		100		100		個人		齊木　公一		500

				個人 コジン		本田　岳昭		300		個人 コジン		松澤　博志		200		個人 コジン		足立　美紀子		100		100		100		個人		齋藤　拓也		500

				個人 コジン		本多　直哉		300		個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		綾木　誠		100		100		100		個人		坂部　啓太		500

				個人 コジン		眞鍋　仁		300		個人 コジン		松野　雅人		200		個人 コジン		荒井　和雄		100		100		100		個人		坂本　隆		500

				個人 コジン		前川　治		300		個人 コジン		松本　明男		200		個人 コジン		荒木　健治		100		100		100		個人		坂本　唯規子		500

				個人 コジン		前川　晶代		300		個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		荒木　雅夫		100		100		100		個人		坂本　めぐみ		500

				個人 コジン		前田　幸博		300		個人 コジン		三上　郁子		200		個人 コジン		荒谷　紀子		100		100		100		個人		櫻井　健		500

				個人 コジン		前田　仁		300		個人 コジン		三浦　康司		200		個人 コジン		新井　功		100		100		100		個人		酒井　克希		500

				個人 コジン		前田　宣明		300		個人 コジン		三次　庸義		200		個人 コジン		新保　大祐		100		100		100		個人		酒井　信吾		500

				個人 コジン		前田　建		300		個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		新山　寛治		100		100		100		個人		笹倉　圭太		500

				個人 コジン		前田　雅仁		300		個人 コジン		水谷　和子		200		個人 コジン		有木　信也		100		100		100		個人		沢田　和雪		500

				個人 コジン		前原　紅也		300		個人 コジン		水野　旭		200		個人 コジン		有馬　亨		100		100		100		個人		志田　扶		500

				個人 コジン		牧野　久晴		300		個人 コジン		南雲　義弘		200		個人 コジン		淡路　紀世子		100		100		100		個人		塩沢　史		500

				個人 コジン		牧野　夏実		300		個人 コジン		宮内　優		200		個人 コジン		井上　貴友		100		100		100		個人		塩田　博人		500

				個人 コジン		正　典克		300		個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		井上　研一		100		100		100		個人		茂木　拓真		500

				個人 コジン		益田　充教		300		個人 コジン		村上　知行		200		個人 コジン		井上　静香		100		100		100		個人		篠原　永紀		500

				個人 コジン		増岡　信秀		300		個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		井上　俊介		100		100		100		個人		芝岡　峻光		500

				個人 コジン		増田　和也		300		個人 コジン		村松　又太郎		200		個人 コジン		井上　法子		100		100		100		個人		柴田　基之		500

				個人 コジン		松枝　剛		300		個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		井部　洋		100		100		100		個人		柴田　晃宏		500

				個人 コジン		松倉　光希		300		個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		伊佐　和貴		100		100		100		個人		柴田　誠		500

				個人 コジン		松下　浩二		300		個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		伊部　鉄雄		100		100		100		個人		嶋　優介		500

				個人 コジン		松田　辰江		300		個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		伊藤　貴敏		100		100		100		個人		島崎　克彦		500

				個人 コジン		松原　花子		300		個人 コジン		森岡　純子		200		個人 コジン		伊藤　誠		100		100		100		個人		島津　寿一		500

				個人 コジン		松原　炳吾		300		個人 コジン		森下　みか		200		個人 コジン		伊藤　敏幸		100		100		100		個人		白石　文生		500

				個人 コジン		松本　一彦		300		個人 コジン		森田　富夫		200		個人 コジン		伊藤　弘己		100		100		100		個人		白鳥　範子		500

				個人 コジン		松本　信一		300		個人 コジン		森本　博海		200		個人 コジン		伊藤　和廣		100		100		100		個人		菅野　敦子		500

				個人 コジン		松本　昌裕		300		個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		猪名川　正彦		100		100		100		個人		菅野　雄介		500

				個人 コジン		松本　佑次		300		個人 コジン		安田　智子		200		個人 コジン		飯塚　規文		100		100		100		個人		菅野　幸夫		500

				個人 コジン		松本　裕人		300		個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		池崎　裕介		100		100		100		個人		杉江　以津子		500

				個人 コジン		松本　莉桜奈		300		個人 コジン		安藤　一徳		200		個人 コジン		池田　嘉宏		100		100		100		個人		杉尾　健二		500

				個人 コジン		松村　城司		300		個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		池田　歩美		100		100		100		個人		杉尾　洋呑		500

				個人 コジン		松森　篤史		300		個人 コジン		安藤　正純		200		個人 コジン		石井　照己		100		100		100		個人		鈴木　敦夫		500

				個人 コジン		松山　亮		300		個人 コジン		柳田　泰明		200		個人 コジン		石黒　慶一		100		100		100		個人		鈴木　啓義		500

				個人 コジン		三浦　隆		300		個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		石本　隆志		100		100		100		個人		鈴木　富夫		500

				個人 コジン		三木　敏孝		300		個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		市川　正巳		100		100		100		個人		鈴木　眞有美		500

				個人 コジン		三宅　茂仁		300		個人 コジン		山岸　勝彦		200		個人 コジン		市川　昌博		100		100		100		個人		鈴木　美砂		500

				個人 コジン		三宅　宮子		300		個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		市川　雅也		100		100		100		個人		鈴木　芳賢		500

				個人 コジン		三塚　健次郎		300		個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		稲垣　利陽		100		100		100		個人		関　功太		500

				個人 コジン		三好　武		300		個人 コジン		山口　政房		200		個人 コジン		稲田　昌彦		100		100		100		個人		関口　知樹		500

				個人 コジン		水谷　松治		300		個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		稲田　怜		100		100		100		個人		善田　佳子		500

				個人 コジン		水野　登美子		300		個人 コジン		山崎　恵子		200		個人 コジン		稲葉　強		100		100		100		個人		田中　里美		500

				個人 コジン		宮崎　聖		300		個人 コジン		山下　賢二郎		200		個人 コジン		稲本　周平		100		100		100		個人		田邊　基樹		500

				個人 コジン		宮田　俊之		300		個人 コジン		山下　理起夫		200		個人 コジン		今井　理枝		100		100		100		個人		田村　明彦		500

				個人 コジン		向井　隆		300		個人 コジン		山田　才治		200		個人 コジン		今村　健一		100		100		100		個人		田村　千尋		500

				個人 コジン		村上　登志男		300		個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		今村　徹也		100		100		100		個人		高貝　昌弘		500

				個人 コジン		村上　政明		300		個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		岩井　啓		100		100		100		個人		高木　真一郎		500

				個人 コジン		村田　大輔		300		個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		岩本　直也		100		100		100		個人		高瀬　知史		500

				個人 コジン		村橋　真美		300		個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		岩村　菊江		100		100		100		個人		高橋　一花		500

				個人 コジン		持田　昌己		300		個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		上久保　豊		100		100		100		個人		高橋　克典		500

				個人 コジン		望月　順朝		300		個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		上田　尚志		100		100		100		個人		高橋　誠		500

				個人 コジン		森　洋明		300		個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		上田　和彦		100		100		100		個人		高屋　満		500

				個人 コジン		森下　健一		300		個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		上地　謙司		100		100		100		個人		高山　慎一郎		500

				個人 コジン		森田　征幸		300		個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		上野　遵一		100		100		100		個人		竹尾　佳智		500

				個人 コジン		森田　直文		300		個人 コジン		吉竹　郁文		200		個人 コジン		上山　栄二		100		100		100		個人		竹澤　尚美		500

				個人 コジン		諸星　戍		300		個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		植野　純吾		100		100		100		個人		武山　健太郎		500

				個人 コジン		八木　啓一郎		300		個人 コジン		吉村　俊一		200		個人 コジン		牛田　叡		100		100		100		個人		谷上　元康		500

				個人 コジン		八木澤　繁		300		個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		牛田　恭子		100		100		100		個人		谷川　範享		500

				個人 コジン		八木橋　進		300		個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		臼井　幸代		100		100		100		個人		津留崎　亨		500

				個人 コジン		八田　幸雄		300		個人 コジン		劉　憲明		200		個人 コジン		内山　明		100		100		100		個人		塚本　直樹		500

				個人 コジン		八尋　順一郎		300		個人 コジン		和泉　誠		200		個人 コジン		内山　香奈子		100		100		100		個人		辻　真		500

				個人 コジン		八野　聖子		300		個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		内山　隼人		100		100		100		個人		辻本　誠		500

				個人 コジン		矢作　律樹		300		個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		梅野　孝雄		100		100		100		個人		土井　正之		500

				個人 コジン		箭野　朝土		300		個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		梅宮　政俊		100		100		100		個人		土方　芳生		500

				個人 コジン		安川　満		300		個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		遠藤　佳代子		100		100		100		個人		常田　康夫		500

				個人 コジン		安田　伸一		300		個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		遠藤　悟		100		100		100		個人		常保　徳也		500

				個人 コジン		安永　優		300		個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		尾崎　啓一郎		100		100		100		個人		鶴田　きく		500

				個人 コジン		安西　則晃		300		個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		尾関　丈二		100		100		100		個人		鶴留　大輔		500

				個人 コジン		安部　久光		300		個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		尾田　道徳		100		100		100		個人		寺内　実		500

				個人 コジン		安藤　徹		300		個人 コジン		渡邊　憲		200		個人 コジン		大内　裕基		100		100		100		個人		寺澤　則行		500

				個人 コジン		柳川　龍一		300		法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		個人 コジン		大木　茂		100		100		100		個人		寺島　はる子		500

				個人 コジン		柳澤　隆治		300		法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		個人 コジン		大京寺　淳		100		100		100		個人		寺山　卓朗		500

				個人 コジン		柳原　直臣		300		個人 コジン		中山　健二郎		120		個人 コジン		大國　宏		100		100		100		個人		堂本　篤史		500

				個人 コジン		山上　俊之		300		機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		個人 コジン		大隅　悠司		100		100		100		個人		徳山　博士		500

				個人 コジン		山岸　益男		300		個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		大塚　利夫		100		100		100		個人		富樫　竜一		500

				個人 コジン		山口　明也		300		個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		大坪　督政		100		100		100		個人		名城　政保		500

				個人 コジン		山口　貴弘		300		個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		大西　眞博		100		100		100		個人		中尾　拓也		500

				個人 コジン		山口　佐代子		300		個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		大橋　義彦		100		100		100		個人		中切　幸子		500

				個人 コジン		山口　知広		300		個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		大平　勇輝		100		100		100		個人		中里　孝		500

				個人 コジン		山口　友幸		300		個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		大村　隆浩		100		100		100		個人		中澤　和英		500

				個人 コジン		山口　信廣		300		個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		大森　敏之		100		100		100		個人		中島　志彦		500

				個人 コジン		山口　弘城		300		個人 コジン		青木　滋		100		個人 コジン		大山　あおい		100		100		100		個人		中嶋　晋一		500

				個人 コジン		山嵜　雄一郎		300		個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		岡　貴志		100		100		100		個人		中島　實		500

				個人 コジン		山下　廣		300		個人 コジン		青木　洋一		100		個人 コジン		岡　卓史		100		100		100		個人		中西　洋子		500

				個人 コジン		山下　泰弘		300		個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		岡　真梨恵		100		100		100		個人		中根　大偉輝		500

				個人 コジン		山田　一正		300		個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		岡　芳雄		100		100		100		個人		中村　誠		500

				個人 コジン		山田　圭亮		300		個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		岡崎　俊二		100		100		100		個人		中村　知佳子		500

				個人 コジン		山田　尚史		300		個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		岡崎　昇		100		100		100		個人		中村　豊		500

				個人 コジン		山田　博章		300		個人 コジン		赤木　房江		100		個人 コジン		岡田　知子		100		100		100		個人		中森　健		500

				個人 コジン		山中　清司		300		個人 コジン		赤坂　利一		100		個人 コジン		岡田　美秀子		100		100		100		個人		永井　三夫		500

				個人 コジン		山西　健一		300		個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		岡田　康		100		100		100		個人		永野　由巳		500

				個人 コジン		山根　省二		300		個人 コジン		秋岡　裕		100		個人 コジン		岡部　修也		100		100		100		個人		長尾　伸二		500

				個人 コジン		山本　勇		300		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		岡部　理枝子		100		100		100		個人		長谷川　繁雄		500

				個人 コジン		山室　哲也		300		個人 コジン		秋馬　宗則		100		個人 コジン		岡村　慎也		100		100		100		個人		長濱　英朗		500

				個人 コジン		山脇　武典		300		個人 コジン		秋原　紀子		100		個人 コジン		荻野　宏司		100		100		100		個人		長峰　妙子		500

				個人 コジン		油谷　幸子		300		個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		奥脇　保秋		100		100		100		個人		波多野　信也		500

				個人 コジン		與那覇　奏蘭		300		個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		鬼頭　一善		100		100		100		個人		成井　薫		500

				個人 コジン		横江　勇司		300		個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		温井　みち代		100		100		100		個人		成田　素		500

				個人 コジン		横田　英		300		個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		加瀬　宏		100		100		100		個人		縄稚　尚子		500

				個人 コジン		横山　正宏		300		個人 コジン		浅間　祐一		100		個人 コジン		加納　大暉		100		100		100		個人		縄村　隆弘		500

				個人 コジン		吉川　昭彦		300		個人 コジン		浅見　俊雄		100		個人 コジン		加藤　亜津子		100		100		100		個人		西　美保		500

				個人 コジン		吉田　雄太郎		300		個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		加藤　剛		100		100		100		個人		西浦　義博		500

				個人 コジン		吉田　国男		300		個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		加藤　仙太郎		100		100		100		個人		西尾　攝子		500

				個人 コジン		吉田　純子		300		個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		加藤　月江		100		100		100		個人		西川　直宏		500

				個人 コジン		吉田　友紀		300		個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		會田　カツ子		100		100		100		個人		西之園　洋佑		500

				個人 コジン		吉田　友彦		300		個人 コジン		足立　守		100		個人 コジン		柿崎　赳		100		100		100		個人		西田　憲生		500

				個人 コジン		吉田　和久		300		個人 コジン		味藤　浩		100		個人 コジン		篭橋　努		100		100		100		個人		西田　孝雄		500

				個人 コジン		依藤　光宏		300		個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		笠原　嘉人		100		100		100		個人		西田　庸平		500

				個人 コジン		和田　学士		300		個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		笠松　祐紀		100		100		100		個人		西袋　剛史		500

				個人 コジン		渡引　文男		300		個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		柏崎　雄一		100		100		100		個人		西村　亜子		500

				個人 コジン		渡部　昭子		300		個人 コジン		網野　陽介		100		個人 コジン		柏崎　愼悟		100		100		100		個人		西村　正人		500

				個人 コジン		渡部　直子		300		個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		柏葉　洋子		100		100		100		個人		野崎　一文		500

				個人 コジン		渡邉　大輔		300		個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		梶原　敏博		100		100		100		個人		野村　心		500

				個人 コジン		渡邉　茂喜		300		個人 コジン		荒木　満		100		個人 コジン		片野　秀司		100		100		100		個人		乗上　真智子		500

				個人 コジン		渡邉　崇司		300		個人 コジン		荒谷　太郎		100		個人 コジン		門脇　心平		100		100		100		個人		馬瀬　礼子		500

				個人 コジン		渡邊　亮太		300		個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		門脇　亮太		100		100		100		個人		萩原　純輝		500

				法人 ホウジン		株式会社アップツール		300		個人 コジン		新井　眞智子		100		個人 コジン		金子　喜則		100		100		100		個人		橋口　雅		500

				法人 ホウジン		株式会社アベイルテクノロジー		300		個人 コジン		新田　美奈		100		個人 コジン		金子　功		100		100		100		個人		橋本　貴志		500

				法人 ホウジン		有限会社今岡ガクブチ店		300		個人 コジン		新谷　将央		100		個人 コジン		神川　千絵		100		100		100		個人		橋本　早由利		500

				法人 ホウジン		エスワイエス合同会社		300		個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		神凉　知昭		100		100		100		個人		橋本　浩晃		500

				法人 ホウジン		株式会社シルバーアイ		300		個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		亀井　章年		100		100		100		個人		浜田　忠志		500

				法人 ホウジン		林電気株式会社		300		個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		川口　貴文		100		100		100		個人		林　精応		500

				個人 コジン		石井　祐子		250		個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		川田　亜友子		100		100		100		個人		原　幸弘		500

				個人 コジン		阿蘇　豊		200		個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		川西　知子		100		100		100		個人		原口　峯子		500

				個人 コジン		阿部　宏史		200		個人 コジン		井上　明		100		個人 コジン		川村　俊彦		100		100		100		個人		日野　智仁		500

				個人 コジン		阿部倉　ひろ江		200		個人 コジン		井上　郁		100		個人 コジン		河瀬　豊		100		100		100		個人		日比野　豊		500

				個人 コジン		赤尾　文男		200		個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		乾　隼人		100		100		100		個人		樋口　徳男		500

				個人 コジン		赤澤　真一		200		個人 コジン		井上　礁		100		個人 コジン		寒河江　康文		100		100		100		個人		樋ケ　文子		500

				個人 コジン		赤星　慶子		200		個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		木村　太		100		100		100		個人		東　孝子		500

				個人 コジン		秋田　昇		200		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		個人 コジン		枳穀　美佐子		100		100		100		個人		人見　敦		500

				個人 コジン		秋月　勝治		200		個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		喜多　剛		100		100		100		個人		平井　佑典		500

				個人 コジン		秋森　大		200		個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		儀間　光夫		100		100		100		個人		平尾　大樹		500

				個人 コジン		秋山　敏道		200		個人 コジン		伊達　喬哉		100		個人 コジン		菊井　昭子		100		100		100		個人		平田　慶樹		500

				個人 コジン		淺賀　晴美		200		個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		菊田　鈴子		100		100		100		個人		平野　正造		500

				個人 コジン		浅田　勲		200		個人 コジン		伊部　厚子		100		個人 コジン		菊田　宗平		100		100		100		個人		平林　和美		500

				個人 コジン		浅田　重義		200		個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		菊地原　末代		100		100		100		個人		深尾　典久		500

				個人 コジン		浅野　幸枝		200		個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		北林　勝義		100		100		100		個人		服部　文一		500

				個人 コジン		足立　勇樹		200		個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		北原　くるみ		100		100		100		個人		福嶋　まり子		500

				個人 コジン		渥美　志郎		200		個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		北村　進一		100		100		100		個人		藤井　愛子		500

				個人 コジン		天間　忠信		200		個人 コジン		伊藤　博文		100		個人 コジン		喬　新		100		100		100		個人		藤井　英樹		500

				個人 コジン		荒川　渉		200		個人 コジン		伊藤　隼		100		個人 コジン		切明　智美		100		100		100		個人		藤田　定巳		500

				個人 コジン		荒木　正明		200		個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		工藤　文		100		100		100		個人		藤沼　豊壽		500

				個人 コジン		荒木　美衣		200		個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		工藤　玲司		100		100		100		個人		藤原　秀明		500

				個人 コジン		荒木　康博		200		個人 コジン		伊藤　光枝		100		個人 コジン		楠　時恵		100		100		100		個人		舟橋　敏雄		500

				個人 コジン		荒谷　啓太郎		200		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		國繁　治史		100		100		100		個人		古川　朝巳		500

				個人 コジン		新井　勉		200		個人 コジン		伊藤　良直		100		個人 コジン		熊谷　瞬		100		100		100		個人		古川　和朗		500

				個人 コジン		新川　修		200		個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		蔵薗　俊明		100		100		100		個人		古沢　則夫		500

				個人 コジン		新倉　英男		200		個人 コジン		居垣　梢		100		個人 コジン		栗岡　久雄		100		100		100		個人		古谷　昌喜		500

				個人 コジン		新谷　文雄		200		個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		栗本　規昭		100		100		100		個人		別宮　直貴		500

				個人 コジン		新野　栄一		200		個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		黒木　洋一		100		100		100		個人		朴　春禹		500

				個人 コジン		新美　和孝		200		個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		黒須　博道		100		100		100		個人		堀　真通		500

				個人 コジン		有賀　克吉		200		個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		黒田　幸浩		100		100		100		個人		堀内　理津子		500

				個人 コジン		有坂　敏弘		200		個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		黒沼　史宜		100		100		100		個人		本城　邦晃		500

				個人 コジン		有薗　憲一		200		個人 コジン		飯塚　兆弘		100		個人 コジン		黒豆　昭彦		100		100		100		個人		本田　烈		500

				個人 コジン		有福　誠和		200		個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		桑名　佳明		100		100		100		個人		本橋　由利香		500

				個人 コジン		井上　凱雄		200		個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		桑原　正史		100		100		100		個人		本藤　将也		500

				個人 コジン		井上　将志		200		個人 コジン		池　強志		100		個人 コジン		桑山　敦司		100		100		100		個人		真部　誠司		500

				個人 コジン		井上　洋子		200		個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		鍬　拓晃		100		100		100		個人		前田　卓也		500

				個人 コジン		井原　真一		200		個人 コジン		池上　和宏		100		個人 コジン		郡　美雄		100		100		100		個人		前橋　康裕		500

				個人 コジン		伊澤　勝喜		200		個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		毛利　司		100		100		100		個人		牧野　吉朗		500

				個人 コジン		伊澤　勇気		200		個人 コジン		池田　秋比古		100		個人 コジン		剣持　麻紀		100		100		100		個人		正岡　研二		500

				個人 コジン		伊藤　克巳		200		個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		小泉　治徳		100		100		100		個人		町山　賢司		500

				個人 コジン		伊藤　彰一		200		個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		小泉　俊次		100		100		100		個人		松井　宏樹		500

				個人 コジン		伊藤　誠子		200		個人 コジン		池田　幸広		100		個人 コジン		小島　亜沙美		100		100		100		個人		松井　優汰		500

				個人 コジン		伊藤　拓帆		200		個人 コジン		池田　昌広		100		個人 コジン		小城　智寿		100		100		100		個人		松岡　聰江		500

				個人 コジン		伊藤　岳文		200		個人 コジン		池長　秀享		100		個人 コジン		小菅　直人		100		100		100		個人		松岡　拓郎		500

				個人 コジン		伊藤　敏裕		200		個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		小菅　正吾		100		100		100		個人		松岡　利彦		500

				個人 コジン		伊藤　暢洋		200		個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		小瀧　歩		100		100		100		個人		松下　隆行		500

				個人 コジン		伊藤　弘子		200		個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		小西　祥且		100		100		100		個人		松田　京人		500

				個人 コジン		飯島　慶太郎		200		個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		小西　秀彦		100		100		100		個人		松田　圭介		500

				個人 コジン		飯塚　兆弘		200		個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		小野　圭亮		100		100		100		個人		松本　圭祐		500

				個人 コジン		飯塚　義澄		200		個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		小野　広之		100		100		100		個人		松村　麻也		500

				個人 コジン		飯山　貴弘		200		個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		小野　勇		100		100		100		個人		松村　治徳		500

				個人 コジン		生水　利明		200		個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		小林　大介		100		100		100		個人		松村　典亮		500

				個人 コジン		石井　寿彦		200		個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		小林　直樹		100		100		100		個人		丸尾　晃一		500

				個人 コジン		石井　浩和		200		個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		小林　玲子		100		100		100		個人		三上　智		500

				個人 コジン		石川　健二		200		個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		小原　文男		100		100		100		個人		三浦　直樹		500

				個人 コジン		石田　新三		200		個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		小森　実		100		100		100		個人		三ヶ尻　勇太		500

				個人 コジン		石田　徳男		200		個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		小柳　峯夫		100		100		100		個人		三島　浩一		500

				個人 コジン		石田　利明		200		個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		小山　尊路		100		100		100		個人		三宅　唯夫		500

				個人 コジン		石田　泰裕		200		個人 コジン		石田　浩		100		個人 コジン		小山　信宏		100		100		100		個人		三好　佐代子		500

				個人 コジン		石塚　剛史		200		個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		小和田　幹雄		100		100		100		個人		水島　暖菜		500

				個人 コジン		石塚　栄		200		個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		五十嵐　晴香		100		100		100		個人		水野　智之		500

				個人 コジン		石塚　治		200		個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		五十川　良仁		100		100		100		個人		水野　浩幸		500

				個人 コジン		石橋　征洋		200		個人 コジン		石橋　征洋		100		個人 コジン		五所　栄太郎		100		100		100		個人		水本　達也		500

				個人 コジン		石原　邦雄		200		個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		後藤　教之		100		100		100		個人		南　進		500

				個人 コジン		石原　真		200		個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		甲斐　健一郎		100		100		100		個人		宮田　祥司		500

				個人 コジン		石丸　嘉昭		200		個人 コジン		石原　正教		100		個人 コジン		合田　美帆		100		100		100		個人		宮永　雄也		500

				個人 コジン		石山　洋一		200		個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		越智　邦男		100		100		100		個人		宮永　駿也		500

				個人 コジン		泉口　信一		200		個人 コジン		石本　朱里		100		個人 コジン		米谷　俊彦		100		100		100		個人		宮原　慶介		500

				個人 コジン		磯崎　邦彦		200		個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		米村　浩司		100		100		100		個人		宮脇　悠矢		500

				個人 コジン		磯田　聡		200		個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		近藤　雄助		100		100		100		個人		向井　亨		500

				個人 コジン		礒部　猛也		200		個人 コジン		石森　英実		100		個人 コジン		佐久間　和子		100		100		100		個人		森　眞由美		500

				個人 コジン		磯村　利佳子		200		個人 コジン		石山　宣則		100		個人 コジン		佐藤　修		100		100		100		個人		森國　俊充		500

				個人 コジン		板坂　サヨ子		200		個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		佐藤　直喜		100		100		100		個人		森本　昌清		500

				個人 コジン		市川　人		200		個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		佐藤　道子		100		0		0		個人		諸墨　伸一		500

				個人 コジン		市川　芳伸		200		個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		佐用　裕一		100		100		100		個人		八木巻　俊治		500

				個人 コジン		市丸　隆二郎		200		個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		佐々　寛太		100		100		100		個人		八島　宣征		500

				個人 コジン		今川　裕章		200		個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		佐々木　歩		100		100		100		個人		矢袋　文朗		500

				個人 コジン		今田　忠夫		200		個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		齊藤　禎夫		100		100		100		個人		安藤　翔子		500

				個人 コジン		今西　香		200		個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		坂口　順一		100		100		100		個人		安藤　洋		500

				個人 コジン		今野　幸男		200		個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		坂下　時生		100		100		100		個人		保津　真人		500

				個人 コジン		今野　聡一郎		200		個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		坂本　貴史		100		100		100		個人		柳本　五郎		500

				個人 コジン		今村　勲		200		個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		坂本　君枝		100		100		100		個人		山川　潔		500

				個人 コジン		今村　美由紀		200		個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		境　翔太		100		100		100		個人		山口　武		500

				個人 コジン		入江　太郎		200		個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		榊　正明		100		100		100		個人		山口　朋子		500

				個人 コジン		岩崎　雅之		200		個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		崎田　千佳子		100		100		100		個人		山崎　公義		500

				個人 コジン		岩田　安明		200		個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		崎山　英博		100		100		100		個人		山崎　雪風		500

				個人 コジン		岩渕　満		200		個人 コジン		糸谷　みどり		100		個人 コジン		櫻井　典之		100		100		100		個人		山崎　陽子		500

				個人 コジン		因幡　一磯		200		個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		酒井　史彦		100		100		100		個人		山下　淳		500

				個人 コジン		宇田川　明男		200		個人 コジン		稲葉　義治		100		個人 コジン		酒上　肇		100		100		100		個人		山下　智弘		500

				個人 コジン		宇都宮　喬		200		個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		笹野　智裕		100		100		100		個人		山下　雅也		500

				個人 コジン		上田　幸子		200		個人 コジン		犬飼　芳子		100		個人 コジン		笹部　豊		100		100		100		個人		山田　恵子		500

				個人 コジン		上田　三明		200		個人 コジン		犬飼　和浩		100		個人 コジン		澤田　純子		100		100		100		個人		山田　信三		500

				個人 コジン		上野　知美		200		個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		讃野　等		100		100		100		個人		山田　妙子		500

				個人 コジン		上野山　勝人		200		個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		四ノ原　弘一郎		100		100		100		個人		山中　和樹		500

				個人 コジン		上原　幸善		200		個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		塩野谷　茂		100		100		100		個人		山本　悦二		500

				個人 コジン		植木　俊樹		200		個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		塩野谷　宣子		100		100		100		個人		山本　幸司		500

				個人 コジン		植田　賢二		200		個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		鹿島　鴻		100		100		100		個人		山本　甫		500

				個人 コジン		植田　貞子		200		個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		柴田　晃宏		100		100		100		個人		行木　孝雄		500

				個人 コジン		植村　正樹		200		個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		島田　一彦		100		100		100		個人		指宿　彭存		500

				個人 コジン		臼井　大介		200		個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		島田　尚典		100		100		100		個人		横井　和雄		500

				個人 コジン		臼井　昭稔		200		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		島本　健		100		100		100		個人		横川　崇史		500

				個人 コジン		臼井　直木		200		個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		嶋村　幸治		100		100		100		個人		横塚　清和		500

				個人 コジン		内田　明生		200		個人 コジン		今村　明治		100		個人 コジン		下窪　健二		100		100		100		個人		吉田　勝重		500

				個人 コジン		内田　厚子		200		個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		下郷　祐司		100		100		100		個人		吉田　泰彦		500

				個人 コジン		内田　信一		200		個人 コジン		巖　良明		100		個人 コジン		下野　靖洋		100		100		100		個人		吉田　和寿		500

				個人 コジン		内藤　勝政		200		個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		周　賢偉		100		100		100		個人		吉塚　弘		500

				個人 コジン		内藤　寛之		200		個人 コジン		岩井　昌弘		100		個人 コジン		白石　武		100		100		100		個人		吉村　隆幸		500

				個人 コジン		内堀　明彦		200		個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		白鳥　久美子		100		100		100		個人		吉良　雄二		500

				個人 コジン		内山　愛二		200		個人 コジン		岩木　清則		100		個人 コジン		白濱　美津恵		100		100		100		個人		李　撼宇		500

				個人 コジン		内山　明		200		個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		須藤　浩明		100		100		100		個人		和田　育子		500

				個人 コジン		内山　雅弘		200		個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		菅野　晋也		100		100		100		個人		和田　享		500

				個人 コジン		梅木　英雄		200		個人 コジン		岩永　力		100		個人 コジン		杉本　勝馬		100		100		100		個人		和田　雅浩		500

				個人 コジン		占部　正義		200		個人 コジン		岩鼻　康之		100		個人 コジン		杉本　匡弘		100		100		100		個人		鷲田　真一		500

				個人 コジン		浦壁　伸子		200		個人 コジン		岩見谷　章子		100		個人 コジン		杉山　登志郎		100		100		100		個人		渡部　啓人		500

				個人 コジン		漆原　由美		200		個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		助川　恵子		100		100		100		個人		渡部　吉則		500

				個人 コジン		江　峰		200		個人 コジン		宇井　利行		100		個人 コジン		鈴木　勝利		100		100		100		個人		渡辺　一哉		500

				個人 コジン		遠地　謙介		200		個人 コジン		宇貝　俊昭		100		個人 コジン		鈴木　久美子		100		100		100		個人		渡辺　清孝		500

				個人 コジン		遠藤　幸治		200		個人 コジン		宇川　佳希		100		個人 コジン		鈴木　健		100		100		100		個人		渡邉　隆		500

				個人 コジン		遠藤　繁和		200		個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		鈴木　聡史		100		100		100		個人		渡邉　幹男		500

				個人 コジン		遠藤　建		200		個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		鈴木　宏治		100		100		100		個人		渡辺　裕士		500

				個人 コジン		尾高　秀明		200		個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		鈴木　裕明		100		100		100		個人		渡辺　良馬		500

				個人 コジン		尾身　正司		200		個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		砂邉　松司		100		100		100		機関		岡地証券株式会社		500

				個人 コジン		及川　茂		200		個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		瀬瀬　考平		100		100		100		法人		合同会社エスプリ		500

				個人 コジン		王　芳		200		個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		関　朋子		100		100		100		法人		株式会社ＳＥＮＳ		500

				個人 コジン		大井　強		200		個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		関　美知夫		100		100		100		法人		株式会社ＳＴＫ　ＴＲＡＤＥ		500

				個人 コジン		大石　勲		200		個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		関野　武良		100		100		100		機関		株式会社日本ベル投資研究所		500

				個人 コジン		大泉　豊子		200		個人 コジン		上田　雅弘		100		個人 コジン		仙波　務		100		100		100		法人		有限会社柳川ネイチア		500

				個人 コジン		大川　祥央		200		個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		曽我部　幹男		100		100		100		法人		株式会社リーン・スタイル		500

				個人 コジン		大黒　秀樹		200		個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		田口　麻里		100		100		100		個人		ＺＨＡＮＧ　ＸＩＮＲＵＩ		500

				個人 コジン		大嶋　洋平		200		個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		田中　英明		100		100		100		個人		フィリップ　厚子		500

				個人 コジン		大隅　秀憲		200		個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		田中　静代		100		100		100		個人		登嶋　勇		465

				個人 コジン		大曽根　博人		200		個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		田中　努		100		100		100		個人		白根　暁		410

				個人 コジン		太田　仁志		200		個人 コジン		上山　享介		100		個人 コジン		田中　博史		100		100		100		個人		隅田　成		410

				個人 コジン		太田　夕美恵		200		個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		田中　秀明		100		100		100		個人		赤坂　神		400

				個人 コジン		大竹　一郎		200		個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		田中　秀一		100		100		100		個人		秋本　祐子		400

				個人 コジン		大津　洋人		200		個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		田中　正國		100		100		100		個人		秋吉　賢		400

				個人 コジン		大塚　桂		200		個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		田中　美穂子		100		100		100		個人		浅尾　正幸		400

				個人 コジン		大塚　哲雄		200		個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		田場　盛徳		100		100		100		個人		浅野　幸二郎		400

				個人 コジン		大塚　祐司		200		個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		田畑　克敏		100		100		100		個人		浅野　博昭		400

				個人 コジン		大場　義孝		200		個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		田町　一真		100		100		100		個人		新開　直子		400

				個人 コジン		大林　力		200		個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		田村　誠		100		100		100		個人		在原　憲		400

				個人 コジン		大東　弘志		200		個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		高木　美和子		100		100		100		個人		井上　俊		400

				個人 コジン		大室　昌夫		200		個人 コジン		内田　厚子		100		個人 コジン		高久　政勝		100		100		100		個人		井上　弘		400

				個人 コジン		大森　貴志		200		個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		高須　雅規		100		100		100		個人		井上　正則		400

				個人 コジン		大屋　博義		200		個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		高塚　肇		100		100		100		個人		井上　康子		400

				個人 コジン		大藪　勲		200		個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		高橋　英		100		100		100		個人		井上　好夫		400

				個人 コジン		大山　健二		200		個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		高橋　勝則		100		100		100		個人		井上　芳則		400

				個人 コジン		大山　修司		200		個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		高橋　宜行		100		100		100		個人		井村　澄季		400

				個人 コジン		岡　英則		200		個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		高橋　繁基		100		100		100		個人		伊藤　大貴		400

				個人 コジン		岡　尊道		200		個人 コジン		内田　和隆		100		個人 コジン		高橋　渉		100		100		100		個人		伊藤　朋子		400

				個人 コジン		岡崎　佐知子		200		個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		高橋　博文		100		100		100		個人		飯村　啓治		400

				個人 コジン		岡島　倫子		200		個人 コジン		内藤　勝政		100		個人 コジン		高橋　文雄		100		100		100		個人		家泉　恵		400

				個人 コジン		岡部　光男		200		個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		高橋　優美		100		100		100		個人		池田　宗一郎		400

				個人 コジン		岡本　昌弘		200		個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		高橋　律雄		100		100		100		個人		石井　太郎		400

				個人 コジン		岡棟　建二郎		200		個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		高橋　和行		100		100		100		個人		石井　小枝		400

				個人 コジン		奥澤　崇人		200		個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		高見　敏之		100		100		100		個人		石井　泰弘		400

				個人 コジン		奥野　光博		200		個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		高柳　祥一		100		100		100		個人		石見　誠子		400

				個人 コジン		カワタ　イトコ		200		個人 コジン		梅村　雄士		100		個人 コジン		高山　智也		100		100		100		個人		市澤　和枝		400

				個人 コジン		加藤　修一		200		個人 コジン		梅森　文彰		100		個人 コジン		滝沢　文弥		100		100		100		個人		市場　雅也		400

				個人 コジン		加藤　正美		200		個人 コジン		江海　雄介		100		個人 コジン		竹内　弘樹		100		100		100		個人		稲垣　友里		400

				個人 コジン		加藤　光雄		200		個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		武内　博隆		100		100		100		個人		稲垣　豊		400

				個人 コジン		加藤　洋子		200		個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		武田　聖美		100		100		100		個人		稲川　友里香		400

				個人 コジン		可児　俊一		200		個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		只隈　鎮		100		100		100		個人		稲川　泰裕		400

				個人 コジン		柿本　英生		200		個人 コジン		榎本　涼		100		個人 コジン		辰巳　雪路		100		100		100		個人		稲葉　正蘭		400

				個人 コジン		掛札　政宏		200		個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		龍口　正		100		100		100		個人		今井　貴仁		400

				個人 コジン		影山　恵		200		個人 コジン		遠地　謙介		100		個人 コジン		棚橋　正人		100		100		100		個人		今岡　正一		400

				個人 コジン		梶本　卓司		200		個人 コジン		遠藤　健二		100		個人 コジン		谷本　正己		100		100		100		個人		今久留主　健		400

				個人 コジン		粕谷　洋二		200		個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		谷本　康典		100		100		100		個人		岩崎　誠		400

				個人 コジン		片岡　修		200		個人 コジン		遠藤　勇策		100		個人 コジン		玉井　俊一		100		100		100		個人		宇垣　純平		400

				個人 コジン		片野　雄司		200		個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		玉田　理絵		100		100		100		個人		鵜之家　輔		400

				個人 コジン		片山　乃韻		200		個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		反保　雅貴		100		100		100		個人		上田　壽		400

				個人 コジン		片山　信二		200		個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		地村　誠		100		100		100		個人		上田　康正		400

				個人 コジン		片山　元司		200		個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		趙　娜		100		100		100		個人		上原　顕		400

				個人 コジン		潟上　裕一		200		個人 コジン		尾崎　文信		100		個人 コジン		津田　誠		100		100		100		個人		植松　秋彦		400

				個人 コジン		金子　信男		200		個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		塚田　浩二		100		100		100		個人		内田　一城		400

				個人 コジン		金子　義孝		200		個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		塚原　桂子		100		100		100		個人		織野　さき		400

				個人 コジン		鎌田　和郎		200		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		辻　雄希		100		100		100		個人		及川　浩		400

				個人 コジン		神行　国博		200		個人 コジン		尾藤　悦代		100		個人 コジン		辻　修		100		100		100		個人		大久保　出		400

				個人 コジン		川上　明		200		個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		土居　壽之		100		100		100		個人		大竹　康平		400

				個人 コジン		川上　英明		200		個人 コジン		緒方　研哉		100		個人 コジン		土居　靖範		100		100		100		個人		大津　達也		400

				個人 コジン		川口　宏		200		個人 コジン		織田　智子		100		個人 コジン		土古　将輝		100		100		100		個人		大槻　太郎		400

				個人 コジン		川角　高久		200		個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		土屋　智子		100		100		100		個人		大野　智章		400

				個人 コジン		川野　祥平		200		個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		手塚　勲		100		100		100		個人		大場　裕也		400

				個人 コジン		川本　武司		200		個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		寺澤　里菜		100		100		100		個人		大畑　貴裕		400

				個人 コジン		川村　國治		200		個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		寺田　智浩		100		100		100		個人		大藤　祥平		400

				個人 コジン		河田　美枝		200		個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		戸田　未帆		100		100		100		個人		大路　進		400

				個人 コジン		河野　良介		200		個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		唐澤　弘成		100		100		100		個人		岡田　光一		400

				個人 コジン		河原　寛志		200		個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		唐津　靖司		100		100		100		個人		岡本　真規子		400

				個人 コジン		河又　世津子		200		個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		堂崎　幸伸		100		100		100		個人		岡村　愼一		400

				個人 コジン		乾　吉伸		200		個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		徳嵩　孝大		100		100		100		個人		加賀谷　諒		400

				個人 コジン		寒川　裕之		200		個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		利根川　惇		100		100		100		個人		加藤　愛子		400

				個人 コジン		木下　英介		200		個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		飛高　雄二		100		100		100		個人		加藤　正博		400

				個人 コジン		木下　大輔		200		個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		飛松　裕子		100		0		0		個人		香村　篤史		400

				個人 コジン		木下　貴文		200		個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		冨永　将嗣		100		100		100		個人		掛札　貴行		400

				個人 コジン		木下　敬介		200		個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		豊枡　正英		100		100		100		個人		笠原　智大		400

				個人 コジン		木下　勇人		200		個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		名越　幸基		100		100		100		個人		柏崎　公美		400

				個人 コジン		木塚　伸一郎		200		個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		中尾　輝男		100		100		100		個人		梶原　敏弘		400

				個人 コジン		木戸　一夫		200		個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		中島　功		100		100		100		個人		片岡　祐治		400

				個人 コジン		木野　耕一		200		個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		中島　哲		100		100		100		個人		金子　憲司		400

				個人 コジン		木村　晃一		200		個人 コジン		太田　祥平		100		個人 コジン		中島　浩		100		100		100		個人		金田　敏彦		400

				個人 コジン		木村　博光		200		個人 コジン		大田　たかね		100		個人 コジン		中条　ひろみ		100		100		100		個人		金森　康晴		400

				個人 コジン		木村　元俊		200		個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		中田　恵		100		100		100		個人		神谷　美雪		400

				個人 コジン		木村　陽一		200		個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		中村　光男		100		100		100		個人		神鳥　亜希子		400

				個人 コジン		紀　正敬		200		個人 コジン		大滝　修		100		個人 コジン		中村　優菜		100		100		100		個人		川口　力		400

				個人 コジン		喜田　茂		200		個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		永井　亘		100		100		100		個人		川合　大造		400

				個人 コジン		喜多　和子		200		個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		永岡　弘		100		100		100		個人		川路　宏美		400

				個人 コジン		岸間　美佐子		200		個人 コジン		大谷　和之		100		個人 コジン		永島　涼		100		100		100		個人		河野　恭介		400

				個人 コジン		北大路　永典		200		個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		永田　恭子		100		100		100		個人		河村　陽介		400

				個人 コジン		北川　勝也		200		個人 コジン		大戸　孝雄		100		個人 コジン		永野　美千子		100		100		100		個人		木川田　修		400

				個人 コジン		北田　直久		200		個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		仲　昇		100		100		100		個人		菊地　成朝		400

				個人 コジン		清成　哲朗		200		個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		長井　義		100		100		100		個人		絹田　龍一		400

				個人 コジン		清水　記代子		200		個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		長田　一浩		100		100		100		個人		久野　和広		400

				個人 コジン		清水　昭二		200		個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		長友　昌弘		100		100		100		個人		久保井　裕貴		400

				個人 コジン		久冨　昭子		200		個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		長野　篤史		100		100		100		個人		久保木　達郎		400

				個人 コジン		葛原　崇子		200		個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		波山　明		100		100		100		個人		久保田　茂樹		400

				個人 コジン		楠　亜希		200		個人 コジン		大橋　孝子		100		個人 コジン		西岡　かず江		100		100		100		個人		久保田　創		400

				個人 コジン		楠　伸輔		200		個人 コジン		大橋　隆一		100		個人 コジン		西島　正人		100		100		100		個人		楜澤　圭亮		400

				個人 コジン		栗田　勳		200		個人 コジン		大橋　亘		100		個人 コジン		西田　秀夫		100		100		100		個人		黒崎　俊		400

				個人 コジン		黒木　惠子		200		個人 コジン		大峯　茂		100		個人 コジン		西林　晃信		100		100		100		個人		桑原　優		400

				個人 コジン		黒瀬　研二		200		個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		西林　はるみ		100		100		100		個人		小泉　潤		400

				個人 コジン		桑原　惠子		200		個人 コジン		大村　弘文		100		個人 コジン		西村　創		100		100		100		個人		小笠原　翔		400

				個人 コジン		桑原　政彦		200		個人 コジン		大村　睦		100		個人 コジン		西森　有紀		100		100		100		個人		小川　晃正		400

				個人 コジン		毛塚　光浩		200		個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		西山　晃		100		100		100		個人		小口　茜		400

				個人 コジン		小池　一雄		200		個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		西山　真吾		100		100		100		個人		小田　直美		400

				個人 コジン		小泉　隆雄		200		個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		根来　和昭		100		100		100		個人		小林　由美		400

				個人 コジン		小笠原　寛治		200		個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		根本　祐輔		100		100		100		個人		小山　真吾		400

				個人 コジン		小笠原　透		200		個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		野本　直子		100		100		100		個人		小山　泰子		400

				個人 コジン		小島　京太郎		200		個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		野本　雪子		100		100		100		個人		児嶋　義幸		400

				個人 コジン		小島　誠		200		個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		野間　憲吾		100		100		100		個人		後藤　哲		400

				個人 コジン		小園　智寛		200		個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		箱石　潤		100		100		100		個人		後藤　智子		400

				個人 コジン		小田　奉文		200		個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		橋田　昌道		100		100		100		個人		粉川　直樹		400

				個人 コジン		小高　晃		200		個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		橋本　拓也		100		100		100		個人		近藤　大也		400

				個人 コジン		小谷　京子		200		個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		畑澤　清司		100		100		100		個人		佐野　幸代		400

				個人 コジン		小谷野　守		200		個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		畠山　良		100		100		100		個人		佐野　徳也		400

				個人 コジン		小西　敏治		200		個人 コジン		岡田　美沙子		100		個人 コジン		花田　賢介		100		100		100		個人		佐藤　拓馬		400

				個人 コジン		小西　康之		200		個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		濱地　みら		100		100		100		個人		佐藤　正明		400

				個人 コジン		小沼　智恵子		200		個人 コジン		岡本　明博		100		個人 コジン		林　英治		100		100		100		個人		佐藤　悠香		400

				個人 コジン		小野寺　貴幸		200		個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		林　美知雄		100		100		100		個人		佐藤　涼子		400

				個人 コジン		小畑　実穂		200		個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		原　章		100		100		100		個人		佐々木　正二		400

				個人 コジン		小林　茂		200		個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		伴野　雅樹		100		100		100		個人		齋藤　実咲		400

				個人 コジン		小林　祥衣		200		個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		日下　幸		100		100		100		個人		坂田　幸恵		400

				個人 コジン		小林　武司		200		個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		日比野　慎二		100		100		100		個人		坂田　隆俊		400

				個人 コジン		小林　秀行		200		個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		東方　優次郎		100		100		100		個人		坂手　元		400

				個人 コジン		小林　正明		200		個人 コジン		奥野　浩之		100		個人 コジン		東山　繁		100		100		100		個人		定方　映士		400

				個人 コジン		小林　正太郎		200		個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		人見　隆行		100		100		100		個人		志賀　弘元		400

				個人 コジン		小林　正平		200		個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		平　耕志郎		100		100		100		個人		四宮　幹代		400

				個人 コジン		小林　優子		200		個人 コジン		奥村　雅代		100		個人 コジン		平井　健一		100		100		100		個人		七瀬　望		400

				個人 コジン		小原　清吉		200		個人 コジン		桶作　敏之		100		個人 コジン		平井　拓夫		100		100		100		個人		篠塚　将志		400

				個人 コジン		小筆　和章		200		個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		平岡　るみ		100		100		100		個人		柴田　将志		400

				個人 コジン		小松　盛修		200		個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		平葉　啓介		100		100		100		個人		白石　邦子		400

				個人 コジン		小村　由樹子		200		個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		廣川　満哉		100		100		100		個人		菅原　敦		400

				個人 コジン		小森　裕明		200		個人 コジン		乙部　真悟		100		個人 コジン		広瀬　美香		100		100		100		個人		杉浦　秀子		400

				個人 コジン		小山　要次		200		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		深谷　哲生		100		100		100		個人		杉浦　優一		400

				個人 コジン		五島　剛洋		200		個人 コジン		カワタ　イトコ		100		個人 コジン		服部　幸男		100		100		100		個人		鈴　恵		400

				個人 コジン		五十嵐　環		200		個人 コジン		カワニシ　ユミコ		100		個人 コジン		福井　篤		100		100		100		個人		鈴木　慶作		400

				個人 コジン		五十嵐　亮太		200		個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		福岡　正洋		100		100		100		個人		鈴木　彗之		400

				個人 コジン		児玉　陽子		200		個人 コジン		加嶌　敬子		100		個人 コジン		福寿　健一		100		100		100		個人		住江　昭啓		400

				個人 コジン		呉　強		200		個人 コジン		加藤　英雄		100		個人 コジン		福壽　弘子		100		100		100		個人		瀬島　徹		400

				個人 コジン		後藤　秀司		200		個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		福田　岳彦		100		100		100		個人		田崎　隆宣		400

				個人 コジン		胡内　春輝		200		個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		福田　和弘		100		100		100		個人		田島　和子		400

				個人 コジン		甲斐　琢磨		200		個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		福本　浩平		100		100		100		個人		田頭　巖		400

				個人 コジン		甲斐　民子		200		個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		藤井　浩司		100		100		100		個人		田中　麻里奈		400

				個人 コジン		越前谷　伸二		200		個人 コジン		加藤　修		100		個人 コジン		藤井　保浩		100		100		100		個人		田中　敦子		400

				個人 コジン		米澤　仁士		200		個人 コジン		加藤　千家子		100		個人 コジン		藤原　哲嗣		100		100		100		個人		田中　裕明		400

				個人 コジン		是清　八重子		200		個人 コジン		加藤　聡		100		個人 コジン		藤間　孝三		100		100		100		個人		高木　香織		400

				個人 コジン		近藤　一成		200		個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		藤村　昌稔		100		100		100		個人		高島　圭太		400

				個人 コジン		佐野　勇気		200		個人 コジン		加藤　泰司		100		個人 コジン		舟橋　智史		100		100		100		個人		高橋　昌弘		400

				個人 コジン		佐伯　卓也		200		個人 コジン		加藤　由樹		100		個人 コジン		古賀　清隆		100		100		100		個人		高橋　類		400

				個人 コジン		佐伯　政彦		200		個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		古沢　英人		100		100		100		個人		高橋　礼子		400

				個人 コジン		佐藤　誠		200		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		古澤　正樹		100		100		100		個人		滝内　一博		400

				個人 コジン		佐藤　隆		200		個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		古城　洋子		100		100		100		個人		竹内　真弓		400

				個人 コジン		佐藤　隆裕		200		個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		古谷　ありさ		100		100		100		個人		竹内　正義		400

				個人 コジン		佐藤　文之		200		個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		兵頭　真理子		100		100		100		個人		竹葉　晴美		400

				個人 コジン		佐藤　幹之輔		200		個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		蛇見　拓斗		100		100		100		個人		竹本　大祐		400

				個人 コジン		佐藤　康弘		200		個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		穂坂　信司		100		100		100		個人		立石　奨		400

				個人 コジン		佐藤　遼三郎		200		個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		細井　啓視		100		100		100		個人		橘　雅司		400

				個人 コジン		佐々木　寛		200		個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		細川　拓		100		100		100		個人		玉造　誠		400

				個人 コジン		佐々波　邦彦		200		個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		細田　亜希		100		100		100		個人		檀浦　孝信		400

				個人 コジン		沙　琳		200		個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		細田　麻菜		100		100		100		個人		塚田　智道		400

				個人 コジン		齊藤　亜希子		200		個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		堀川　裕樹		100		100		100		個人		辻　祐次		400

				個人 コジン		斉藤　孝子		200		個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		堀口　佑		100		100		100		個人		辻森　貴大		400

				個人 コジン		斉藤　俊博		200		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		本間　圭一		100		100		100		個人		坪島　悦子		400

				個人 コジン		齊藤　好美		200		個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		本間　文代		100		100		100		個人		積田　太樹		400

				個人 コジン		坂上　裕樹		200		個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		眞木　玉代		100		100		100		個人		手塚　俊樹		400

				個人 コジン		阪中　通男		200		個人 コジン		風間　三千代		100		個人 コジン		前川　敏郎		100		100		100		個人		寺本　収		400

				個人 コジン		阪本　勝雄		200		個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		前田　成彦		100		100		100		個人		寺村　行雄		400

				個人 コジン		櫻井　賢一		200		個人 コジン		片野　雄司		100		個人 コジン		蒔苗　友紀		100		100		100		個人		唐澤　弘成		400

				個人 コジン		酒井　明彦		200		個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		正木　秀男		100		100		100		個人		陶山　強		400

				個人 コジン		笹川　美子		200		個人 コジン		片山　恒		100		個人 コジン		桝谷　知行		100		100		100		個人		徳久　健一		400

				個人 コジン		笹谷　豊		200		個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		増井　真紀		100		100		100		個人		栃尾　義文		400

				個人 コジン		定方　重明		200		個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		増元　由紀		100		100		100		個人		友光　正明		400

				個人 コジン		四宮　重樹		200		個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		松石　佳織		100		100		100		個人		豊島　保博		400

				個人 コジン		汐満　八郎		200		個人 コジン		形野　元彦		100		個人 コジン		松川　純平		100		100		100		個人		豊田　雄也		400

				個人 コジン		塩川　和子		200		個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		松田　弘和		100		100		100		個人		中川　美代子		400

				個人 コジン		塩塚　理恵		200		個人 コジン		叶　貴寿		100		個人 コジン		松竹　一三		100		100		100		個人		中島　聡		400

				個人 コジン		塩野　寿子		200		個人 コジン		叶田　幸久		100		個人 コジン		松原　亜美		100		100		100		個人		中島　博文		400

				個人 コジン		塩原　宏治		200		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		松原　英恵		100		100		100		個人		中田　恵子		400

				個人 コジン		鹿嶋　覚		200		個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		松原　未菜		100		100		100		個人		中司　正実		400

				個人 コジン		篠木　賢一		200		個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		松本　大		100		100		100		個人		中野　壽喚		400

				個人 コジン		篠田　雄一		200		個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		松本　怜奈		100		100		100		個人		中野　史彦		400

				個人 コジン		篠塚　源明		200		個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		松村　実		100		100		100		個人		中野　亮		400

				個人 コジン		篠原　貴代		200		個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		三井　龍史		100		100		100		個人		中橋　稔		400

				個人 コジン		柴田　あかり		200		個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		三井寺　麻衣		100		100		100		個人		中林　栄治		400

				個人 コジン		柴田　浩徳		200		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		三上　祐希		100		100		100		個人		中村　正樹		400

				個人 コジン		島野　直敏		200		個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		三村　尚		100		100		100		個人		中村　美澄		400

				個人 コジン		嶋村　奏子		200		個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		三村　多香子		100		100		100		個人		中山　誠二		400

				個人 コジン		下　理也		200		個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		三好　敦史		100		100		100		個人		永井　美紀		400

				個人 コジン		下田　秀之		200		個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		美濃　かおり		100		100		100		個人		永岡　弘		400

				個人 コジン		情野　長一		200		個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		道祖　博		100		100		100		個人		永宗　洋		400

				個人 コジン		白井　寿一		200		個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		満塩　耕史		100		100		100		個人		長岡　祐美子		400

				個人 コジン		白澤　悦子		200		個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		南條　瞳		100		100		100		個人		長門　衣里		400

				個人 コジン		須藤　正敏		200		個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		宮崎　正子		100		100		100		個人		長嶋　良子		400

				個人 コジン		諏澤　俊二		200		個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		宮澤　舞子		100		100		100		個人		波田　文子		400

				個人 コジン		末房　正徳		200		個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		宮島　優子		100		100		100		個人		成田　景子		400

				個人 コジン		末吉　幸徳		200		個人 コジン		金谷　晃子		100		個人 コジン		宮本　飛鳥		100		100		100		個人		鳴海　雅文		400

				個人 コジン		菅原　さおり		200		個人 コジン		金谷　吉政		100		個人 コジン		向瀬　直美		100		100		100		個人		西浦　裕介		400

				個人 コジン		菅原　優衣		200		個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		村上　剛		100		100		100		個人		野村　治樹		400

				個人 コジン		杉田　克彦		200		個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		村上　和也		100		100		100		個人		橋本　幸大		400

				個人 コジン		杉田　達哉		200		個人 コジン		兼田　充		100		個人 コジン		村瀬　尚之		100		100		100		個人		濱田　真輝		400

				個人 コジン		杉本　辰夫		200		個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		元橋　美香		100		100		100		個人		濱中　義久		400

				個人 コジン		杉本　陽子		200		個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		森内　浩二		100		100		100		個人		早川　義人		400

				個人 コジン		杉山　嘉一		200		個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		森下　幸実		100		100		100		個人		林　久子		400

				個人 コジン		杉山　勝行		200		個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		森田　孝子		100		100		100		個人		林　倹一		400

				個人 コジン		杉山　裕一		200		個人 コジン		神行　国博		100		個人 コジン		森本　英徳		100		100		100		個人		林　誠		400

				個人 コジン		助川　恵子		200		個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		諸星　照夫		100		100		100		個人		林　晴良		400

				個人 コジン		鈴木　明		200		個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		八野　聖子		100		100		100		個人		春藤　明		400

				個人 コジン		鈴木　英一郎		200		個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		矢作　晃		100		100		100		個人		平尾　弘巳		400

				個人 コジン		鈴木　勝己		200		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		矢立　実		100		100		100		個人		平野　進一郎		400

				個人 コジン		鈴木　啓子		200		個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		安居　大輔		100		100		100		個人		広瀬　航志		400

				個人 コジン		鈴木　健		200		個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		安田　宙夫		100		100		100		個人		深尾　進		400

				個人 コジン		鈴木　孝宏		200		個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		安達　重治		100		100		100		個人		深町　匠		400

				個人 コジン		鈴木　千加子		200		個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		安藤　聡		100		100		100		個人		服部　和浩		400

				個人 コジン		鈴木　豊		200		個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		保田　幸子		100		100		100		個人		福長　淳		400

				個人 コジン		鈴木　三樹男		200		個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		柳原　朋英		100		100		100		個人		藤　朝子		400

				個人 コジン		鈴木　光男		200		個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		柳本　順子		100		100		100		個人		藤井　康生		400

				個人 コジン		鈴木　和史		200		個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		山岡　裕介		100		100		100		個人		藤嶋　正人		400

				個人 コジン		砂崎　紅美		200		個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		山岸　晃司		100		100		100		個人		藤田　昌隆		400

				個人 コジン		角谷　文彦		200		個人 コジン		川島　秀一		100		個人 コジン		山岸　瑞江		100		100		100		個人		藤原　雅美		400

				個人 コジン		瀬見　幸男		200		個人 コジン		川田　敦士		100		個人 コジン		山口　一男		100		100		100		個人		渕上　栄治		400

				個人 コジン		芹澤　圭美		200		個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		山口　佳朗		100		100		100		個人		古川　雅裕		400

				個人 コジン		曽根　護		200		個人 コジン		川原　忠彦		100		個人 コジン		山口　現		100		100		100		個人		古村　茂樹		400

				個人 コジン		曽原　凌		200		個人 コジン		川本　成子		100		個人 コジン		山口　淳一		100		100		100		個人		星野　宏充		400

				個人 コジン		染矢　直己		200		個人 コジン		川本　真司		100		個人 コジン		山口　信男		100		100		100		個人		本位田　華代		400

				個人 コジン		田井　秀明		200		個人 コジン		川又　さおり		100		個人 コジン		山口　由加		100		100		100		個人		真栄田　真司		400

				個人 コジン		田上　鮎		200		個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		山口　和人		100		100		100		個人		前島　康介		400

				個人 コジン		田浦　實		200		個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		山崎　哲		100		100		100		個人		前田　和也		400

				個人 コジン		田口　修司		200		個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		山田　将大		100		100		100		個人		牧　江里		400

				個人 コジン		田之上　亜紀子		200		個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		山田　美世子		100		100		100		個人		増田　重城		400

				個人 コジン		田下　謙二		200		個人 コジン		河田　美枝		100		個人 コジン		山梨　靖行		100		100		100		個人		町田　由香		400

				個人 コジン		田宗　道弘		200		個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		山根　勲		100		100		100		個人		松井　健		400

				個人 コジン		田所　礼子		200		個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		山野井　健		100		100		100		個人		松浦　仁志		400

				個人 コジン		田中　恵崇		200		個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		山本　知史		100		100		100		個人		松尾　建二		400

				個人 コジン		田中　寿史		200		個人 コジン		河野　眞理子		100		個人 コジン		山本　哲也		100		100		100		個人		松島　昂史		400

				個人 コジン		田中　武彦		200		個人 コジン		河野　由雅		100		個人 コジン		山本　雅史		100		100		100		個人		松田　英敏		400

				個人 コジン		田中　徹		200		個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		山本　美香		100		100		100		個人		松田　升男		400

				個人 コジン		田中　由美子		200		個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		山本　芳暢		100		100		100		個人		松橋　晃司		400

				個人 コジン		田端　伸行		200		個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		湯浅　克行		100		100		100		個人		松本　奈菜		400

				個人 コジン		田邊　陽一		200		個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		雪本　徹		100		100		100		個人		松本　博章		400

				個人 コジン		田村　大輔		200		個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		横山　木美代		100		100		100		個人		丸山　文子		400

				個人 コジン		田村　喬		200		個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		横山　元気		100		100		100		個人		三森　勉		400

				個人 コジン		田村　寿朗		200		個人 コジン		木暮　真二		100		個人 コジン		吉岡　照子		100		100		100		個人		溝口　万律子		400

				個人 コジン		田村　義行		200		個人 コジン		木下　英介		100		個人 コジン		吉川　忠久		100		100		100		個人		光安　裕二		400

				個人 コジン		多田　晴美		200		個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		吉川　正男		100		100		100		個人		満吉　智浩		400

				個人 コジン		高尾　博子		200		個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		吉川　裕二		100		100		100		個人		宮崎　晴子		400

				個人 コジン		高尾　ゆかり		200		個人 コジン		木野　隆史		100		個人 コジン		吉田　大三		100		100		100		個人		宮田　貴信		400

				個人 コジン		高木　幸江		200		個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		吉田　貴博		100		100		100		個人		宮本　唱起		400

				個人 コジン		高木　康夫		200		個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		吉田　長次		100		100		100		個人		宮前　洋子		400

				個人 コジン		高田　武久		200		個人 コジン		木村　晃一		100		個人 コジン		吉田　博俊		100		100		100		個人		村井　勘彌		400

				個人 コジン		高野　操		200		個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		吉田　美佳		100		100		100		個人		村松　立城		400

				個人 コジン		高野　敏行		200		個人 コジン		木村　成暁		100		個人 コジン		吉田　亮		100		100		100		個人		室脇　崇宏		400

				個人 コジン		高橋　一寿		200		個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		吉村　誠一		100		100		100		個人		元恒　敏幸		400

				個人 コジン		高橋　寿文		200		個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		良知　秀久		100		100		100		個人		森　貴澄		400

				個人 コジン		高橋　直也		200		個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		李　睿棟		100		100		100		個人		森島　基之		400

				個人 コジン		高橋　亮		200		個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		脇本　真吾		100		100		100		個人		森田　篤志		400

				個人 コジン		高畑　諭		200		個人 コジン		菊池　淳		100		個人 コジン		渡部　勝		100		100		100		個人		森田　健太郎		400

				個人 コジン		高林　辰男		200		個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		渡辺　明		100		100		100		個人		森山　秀憲		400

				個人 コジン		高原　宏貴		200		個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		渡邉　利幸		100		100		100		個人		八浦　雄二		400

				個人 コジン		高比良　智仁		200		個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		阿部　要子		100		0		0		個人		矢澤　祐美		400

				個人 コジン		高松　一茂		200		個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		阿部　俊彦		100		0		0		個人		矢代　学		400

				個人 コジン		高村　喬		200		個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		相川　智弘		100		0		0		個人		矢野　寛大		400

				個人 コジン		瀧澤　務		200		個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		相園　泰寛		100		0		0		個人		矢吹　隆彦		400

				個人 コジン		瀧本　拓之		200		個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		相場　光男		100		0		0		個人		安田　美紀		400

				個人 コジン		竹内　玲		200		個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		青木　滋		100		0		100		個人		安藤　満恵		400

				個人 コジン		竹田　俊幸		200		個人 コジン		北浦　裕輝		100		個人 コジン		青木　康将		100		0		0		個人		柳沢　惠一		400

				個人 コジン		竹原　広一		200		個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		青田　義雄		100		0		0		個人		柳平　武紀		400

				個人 コジン		竹山　潤		200		個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		青野　みどり		100		0		0		個人		山内　恵子		400

				個人 コジン		武内　英則		200		個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		青山　敬		100		0		0		個人		山口　浩一		400

				個人 コジン		武田　綾子		200		個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		秋田　日佐夫		100		0		0		個人		山田　英夫		400

				個人 コジン		武富　秀俊		200		個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		秋山　誠		100		0		0		個人		山田　賢一		400

				個人 コジン		辰己　由紀子		200		個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		秋山　卓也		100		0		0		個人		山根　明久		400

				個人 コジン		舘野　哲夫		200		個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		秋山　丈		100		0		0		個人		山本　友貴		400

				個人 コジン		谷本　知子		200		個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		麻野　由布子		100		0		0		個人		山森　実		400

				個人 コジン		谷本　義男		200		個人 コジン		北村　留美		100		個人 コジン		芦野　義弘		100		0		0		個人		勇田　勇		400

				個人 コジン		玉井　淑子		200		個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		味藤　浩		100		0		100		個人		弓場　裕幸		400

				個人 コジン		玉垣　航		200		個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		天野　健		100		0		0		個人		誉田　喜之		400

				個人 コジン		勅使川原　強		200		個人 コジン		君嶋　祐司		100		個人 コジン		網代　眞佐子		100		0		0		個人		横田　剛		400

				個人 コジン		津志田　功司		200		個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		網野　陽介		100		0		100		個人		横山　正二		400

				個人 コジン		津田　善久		200		個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		荒木　道宏		100		0		0		個人		由井　伯秀		400

				個人 コジン		柘植　和夫		200		個人 コジン		清水　孝一郎		100		個人 コジン		荒谷　章弘		100		-400		0		個人		吉岡　明美		400

				個人 コジン		塚島　順一		200		個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		新堀　光夫		100		-200		-200		個人		吉岡　和男		400

				個人 コジン		佃　誠治		200		個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		嵐　洋史		100		0		0		個人		吉田　彬人		400

				個人 コジン		辻　智也		200		個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		有留　四郎		100		0		0		個人		吉武　佑基		400

				個人 コジン		土館　公衛		200		個人 コジン		清水　智彦		100		個人 コジン		粟野　猛		100		0		0		個人		吉本　一弘		400

				個人 コジン		鶴田　幸		200		個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		井上　礁		100		0		100		個人		吉村　馨人		400

				個人 コジン		出口　信行		200		個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		井上　征典		100		-400		100		個人		和田　福一		400

				個人 コジン		寺田　尊紀		200		個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		井上　和彦		100		0		0		個人		若松　勝寿		400

				個人 コジン		照屋　大規		200		個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		井久保　嘉宏		100		0		100		個人		渡部　一輝		400

				個人 コジン		戸川　潤一		200		個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		井出　亜紀子		100		0		0		個人		綿能　優子		400

				個人 コジン		戸川　和也		200		個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		伊藤　けい子		100		0		0		機関		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社		400

				個人 コジン		戸田　真一		200		個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		伊藤　慎一		100		0		0		法人		株式会社明光トレーディング		400

				個人 コジン		戸野　孝治		200		個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		伊藤　隼		100		0		100		個人		宮田　克広		375

				個人 コジン		當真　聖也		200		個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		伊藤　正		100		0		0		個人		伊藤　克明		333

				個人 コジン		等々力　文夫		200		個人 コジン		久岡　俊之		100		個人 コジン		伊藤　美香		100		0		0		個人		合田　和弘		312

				個人 コジン		時重　弘		200		個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		伊藤　洋昭		100		0		0		個人		日高　卓哉		310

				個人 コジン		冨田　由美		200		個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		飯岡　広子		100		0		0		個人		小柴　由広		308

				個人 コジン		富永　尚晃		200		個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		飯田　由香		100		0		0		個人		足海　洋史		301

				個人 コジン		豊里　友康		200		個人 コジン		久保田　雪美		100		個人 コジン		飯田　和久		100		0		0		個人		井村　悠人		301

				個人 コジン		豊田　昇		200		個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		飯塚　隆子		100		0		0		個人		青木　雄一		300

				個人 コジン		鳥居　光子		200		個人 コジン		工藤　晃		100		個人 コジン		飯山　貴弘		100		-100		-100		個人		青木　貴宏		300

				個人 コジン		鳥巣　高司		200		個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		飯山　剛大		100		0		0		個人		青崎　健		300

				個人 コジン		中上　昇		200		個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		池　強志		100		0		100		個人		青手木　加恵		300

				個人 コジン		中島　雄一		200		個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		池上　和宏		100		0		-200		個人		赤沼　知侑		300

				個人 コジン		中嶋　紀子		200		個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		池田　秋比古		100		0		100		個人		赤星　玄		300

				個人 コジン		中島　隆哉		200		個人 コジン		楠瀬　圭規		100		個人 コジン		池田　一昭		100		0		0		個人		秋山　圭一		300

				個人 コジン		中島　富士夫		200		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		個人 コジン		池田　貴臣		100		0		0		個人		淺井　季晴		300

				個人 コジン		中嶋　秀麿		200		個人 コジン		国領　俊雄		100		個人 コジン		池長　秀享		100		0		100		個人		麻生　裕貴		300

				個人 コジン		中園　淳一		200		個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		石井　恵美		100		0		0		個人		朝川　炯徹		300

				個人 コジン		中楯　昌志		200		個人 コジン		隈部　大輔		100		個人 コジン		石井　久光		100		0		0		個人		足立　進		300

				個人 コジン		中西　和也		200		個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		石川　学		100		0		0		個人		天野　二三男		300

				個人 コジン		中根　宏		200		個人 コジン		熊代　正生		100		個人 コジン		石川　眞		100		0		0		個人		荒井　一人		300

				個人 コジン		中原　章博		200		個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		石川　諭		100		0		0		個人		荒井　十四巳		300

				個人 コジン		中村　恵子		200		個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		石川　優希		100		0		0		個人		荒川　徳仁		300

				個人 コジン		中村　智子		200		個人 コジン		倉知　宏治		100		個人 コジン		石川　和代		100		0		0		個人		荒木　美保		300

				個人 コジン		中村　真久		200		個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		石黒　雅隆		100		0		0		個人		荒木　貢二		300

				個人 コジン		中村　和行		200		個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		石坂　明義		100		0		0		個人		新開　裕之		300

				個人 コジン		中森　典雄		200		個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		石澤　美佳子		100		0		0		個人		新田　郁		300

				個人 コジン		中山　茂夫		200		個人 コジン		栗島　勝二		100		個人 コジン		石田　浩		100		0		100		個人		在原　栄子		300

				個人 コジン		中山　秀昭		200		個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		石塚　郁夫		100		0		0		個人		有馬　亨		300

				個人 コジン		中山　由紀子		200		個人 コジン		栗林　千恵		100		個人 コジン		石原　寛巳		100		0		0		個人		井上　幹夫		300

				個人 コジン		永田　加壽子		200		個人 コジン		栗原　栞菜		100		個人 コジン		石原　忍		100		0		0		個人		井上　洋一		300

				個人 コジン		永田　優		200		個人 コジン		栗原　浩幸		100		個人 コジン		石原　光太郎		100		0		0		個人		井川　直美		300

				個人 コジン		永野　勢子		200		個人 コジン		栗原　泰		100		個人 コジン		石本　朱里		100		0		100		個人		井尻　敏夫		300

				個人 コジン		永野　春海		200		個人 コジン		来住野　文雄		100		個人 コジン		石本　みえ		100		0		0		個人		井勢　昌志		300

				個人 コジン		長尾　政和		200		個人 コジン		黒川　綾子		100		個人 コジン		石山　宣則		100		0		100		個人		井関　啓人		300

				個人 コジン		長澤　利広		200		個人 コジン		黒川　直広		100		個人 コジン		石渡　達郎		100		0		0		個人		井出　真二		300

				個人 コジン		長田　成弘		200		個人 コジン		黒澤　淳也		100		個人 コジン		磯田　朱音		100		0		0		個人		伊藤　恭子		300

				個人 コジン		長田　由紀子		200		個人 コジン		黒田　鈴幸		100		個人 コジン		磯田　実里		100		0		0		個人		伊藤　行子		300

				個人 コジン		長冨　久子		200		個人 コジン		黒田　知宏		100		個人 コジン		礒沼　義明		100		0		0		個人		伊藤　好平		300

				個人 コジン		長冨　洋二		200		個人 コジン		黒田　智生		100		個人 コジン		板坂　サヨ子		100		-100		-100		個人		猪瀬　幸男		300

				個人 コジン		長弓　佳代子		200		個人 コジン		黒谷　憲一		100		個人 コジン		板東　和仁		100		0		0		個人		飯田　静子		300

				個人 コジン		成田　理里子		200		個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		市川　大輔		100		0		0		個人		飯田　竜一		300

				個人 コジン		難波　佳奈		200		個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		市川　沙織		100		0		0		個人		飯塚　誠		300

				個人 コジン		二村　元康		200		個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		市原　崇之		100		0		0		個人		池貝　久美子		300

				個人 コジン		贄田　昭彦		200		個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		糸川　直裕		100		0		0		個人		池田　英		300

				個人 コジン		西井　恒子		200		個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		糸谷　みどり		100		0		100		個人		池田　稿		300

				個人 コジン		西尾　功司		200		個人 コジン		螢原　純		100		個人 コジン		稲田　高明		100		0		0		個人		池田　匡		300

				個人 コジン		西川　雅志		200		個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		稲葉　和子		100		0		0		個人		池田　典代		300

				個人 コジン		西ケ谷　亮行		200		個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		犬飼　芳子		100		0		100		個人		池田　裕真		300

				個人 コジン		西澤　寛		200		個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		犬飼　和浩		100		0		100		個人		池滝　純一		300

				個人 コジン		西田　友紀		200		個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		今井　明子		100		0		0		個人		石井　雄二		300

				個人 コジン		西林　真		200		個人 コジン		小池　祐一		100		個人 コジン		今井　一史		100		0		0		個人		石井　孝		300

				個人 コジン		西平　一男		200		個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		今井　務津大		100		0		0		個人		石井　耕平		300

				個人 コジン		西槙　康博		200		個人 コジン		小石　保		100		個人 コジン		今泉　吉洋		100		0		0		個人		石井　晶子		300

				個人 コジン		西村　拓朗		200		個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		今仁　眞八郎		100		0		0		個人		石井　誠		300

				個人 コジン		西山　哲生		200		個人 コジン		小泉　隆雄		100		個人 コジン		今村　明治		100		0		100		個人		石川　敬子		300

				個人 コジン		野中　千津子		200		個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		色川　学		100		0		0		個人		石川　秀樹		300

				個人 コジン		野村　洋一		200		個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		岩井　昌弘		100		0		100		個人		石川　弘起		300

				個人 コジン		野村　和司		200		個人 コジン		小笠原　茂		100		個人 コジン		岩尾　初美		100		0		0		個人		石黒　貴都		300

				個人 コジン		能田　絵理子		200		個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		岩切　啓二		100		0		0		個人		石坂　智		300

				個人 コジン		馬場　孝明		200		個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		岩崎　久生		100		0		0		個人		石舘　洋二		300

				個人 コジン		馬場　真澄		200		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		宇田　誠		100		0		0		個人		石原　伸治		300

				個人 コジン		馬場　稔正		200		個人 コジン		小島　京太郎		100		個人 コジン		宇野　紀史		100		0		0		個人		石原　光太郎		300

				個人 コジン		萩原　鴻平		200		個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		上田　克彦		100		0		0		個人		石丸　海里		300

				個人 コジン		橋本　サチ子		200		個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		上野　眞二		100		0		0		個人		石丸　裕史		300

				個人 コジン		橋本　たま枝		200		個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		上村　欣司		100		0		0		個人		泉　陽子		300

				個人 コジン		橋本　洋子		200		個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		上村　健		100		0		0		個人		磯　睦雄		300

				個人 コジン		蓮池　徹		200		個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		上村　菜々子		100		0		0		個人		磯崎　剛		300

				個人 コジン		畑中　聡良		200		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		植田　貴彦		100		0		0		個人		市川　政人		300

				個人 コジン		蜂谷　晃		200		個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		浮田　泰秀		100		0		0		個人		市場　幹之		300

				個人 コジン		早船　健史		200		個人 コジン		小林　英里子		100		個人 コジン		氏家　美智子		100		0		0		個人		岩井　敦		300

				個人 コジン		林　真弘		200		個人 コジン		小林　久美子		100		個人 コジン		内田　大輔		100		0		0		個人		岩井　聡知		300

				個人 コジン		林　政樹		200		個人 コジン		小林　佳代		100		個人 コジン		内田　貴		100		0		0		個人		岩附　英史		300

				個人 コジン		原　ゆか		200		個人 コジン		小林　敬司		100		個人 コジン		内田　憲一		100		0		0		個人		宇美　房政		300

				個人 コジン		原田　倫行		200		個人 コジン		小林　達也		100		個人 コジン		内田　洋治		100		0		0		個人		上杉　卓也		300

				個人 コジン		比留間　久夫		200		個人 コジン		小林　奈々		100		個人 コジン		内田　朗久郎		100		0		0		個人		上田　亮太		300

				個人 コジン		柊山　和郎		200		個人 コジン		小林　秀樹		100		個人 コジン		内藤　勝政		100		0		-100		個人		上地　謙司		300

				個人 コジン		東　愛		200		個人 コジン		小林　兵寿		100		個人 コジン		内藤　裕之		100		0		0		個人		上村　亮		300

				個人 コジン		東　孝		200		個人 コジン		小林　正子		100		個人 コジン		内村　一隆		100		-300		-300		個人		植田　芳文		300

				個人 コジン		東条　美智子		200		個人 コジン		小林　正平		100		個人 コジン		海野　信幸		100		0		0		個人		氏家　栄宏		300

				個人 コジン		東山　貴幸		200		個人 コジン		小林　稔		100		個人 コジン		梅森　文彰		100		0		100		個人		内藤　大		300

				個人 コジン		匹田　陽子		200		個人 コジン		小林　泰弘		100		個人 コジン		江口　幸治		100		0		0		個人		内藤　丈裕		300

				個人 コジン		左向　栄二郎		200		個人 コジン		小林　洋一		100		個人 コジン		江野　和人		100		0		0		個人		内山　隼人		300

				個人 コジン		平塚　徹也		200		個人 コジン		小林　洋子		100		個人 コジン		江原　正好		100		0		0		個人		海老根　道昭		300

				個人 コジン		平野　宏		200		個人 コジン		小林　洋平		100		個人 コジン		榎本　涼		100		0		100		個人		瓜ヶ平　学		300

				個人 コジン		平山　修		200		個人 コジン		小平　義明		100		個人 コジン		尾崎　健児		100		0		0		個人		江崎　孝		300

				個人 コジン		廣瀬　万里		200		個人 コジン		小松　顕史		100		個人 コジン		尾崎　富三		100		0		0		個人		江盛　美鈴		300

				個人 コジン		広田　利幸		200		個人 コジン		小柳　敬右		100		個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		0		0		個人		衛　涛		300

				個人 コジン		廣谷　元徳		200		個人 コジン		小山　志穂		100		個人 コジン		尾藤　悦代		100		0		100		個人		遠藤　秀昭		300

				個人 コジン		廣中　隼人		200		個人 コジン		五十嵐　健		100		個人 コジン		尾山　健司		100		0		0		個人		尾崎　俊哉		300

				個人 コジン		深谷　昌英		200		個人 コジン		五十嵐　淳		100		個人 コジン		王　暁麗		100		-100		-300		個人		王　从舜		300

				個人 コジン		副島　澄子		200		個人 コジン		五十嵐　利行		100		個人 コジン		大井　ゆかり		100		0		0		個人		大石　和敏		300

				個人 コジン		福井　淳		200		個人 コジン		五十嵐　直人		100		個人 コジン		大賀　一郎		100		0		0		個人		大植　康司		300

				個人 コジン		福岡　清紹		200		個人 コジン		五反田　肇		100		個人 コジン		大北　聡		100		0		0		個人		大江　正男		300

				個人 コジン		福島　江里子		200		個人 コジン		吾藤　広夫		100		個人 コジン		大久保　友紀子		100		0		0		個人		大城　歌奈子		300

				個人 コジン		福島　由恵		200		個人 コジン		後藤　大輔		100		個人 コジン		大熊　珠理香		100		0		0		個人		大隅　玲緒		300

				個人 コジン		福原　大介		200		個人 コジン		後藤　国博		100		個人 コジン		大越　聰子		100		0		0		個人		大関　陽介		300

				個人 コジン		福山　大志		200		個人 コジン		後藤　哲也		100		個人 コジン		大島　康臣		100		0		0		個人		大曽根　博人		300

				個人 コジン		福山　道和		200		個人 コジン		後藤　俊英		100		個人 コジン		太田　賢治		100		0		0		個人		大田　武士		300

				個人 コジン		藤井　椋太		200		個人 コジン		後藤　長蔵		100		個人 コジン		大田　たかね		100		0		100		個人		大田　美沙		300

				個人 コジン		藤澤　三千雄		200		個人 コジン		後藤　ひさ子		100		個人 コジン		太田　竜児		100		0		0		個人		太田　充俊		300

				個人 コジン		藤田　映輝		200		個人 コジン		後藤　満寿子		100		個人 コジン		太田　良朋		100		0		0		個人		大竹　英二		300

				個人 コジン		藤田　武志		200		個人 コジン		後藤　守男		100		個人 コジン		大滝　修		100		0		100		個人		大谷　孝子		300

				個人 コジン		藤谷　厚慈		200		個人 コジン		後藤　康信		100		個人 コジン		大竹　克宜		100		0		0		個人		大谷　将晴		300

				個人 コジン		藤原　寛人		200		個人 コジン		合田　悟		100		個人 コジン		大友　由臣		100		0		0		個人		大友　淳		300

				個人 コジン		藤原　隆雄		200		個人 コジン		合田　保彦		100		個人 コジン		大庭　好喜		100		0		0		個人		大野　昭博		300

				個人 コジン		藤原　正也		200		個人 コジン		鴻原　茉子		100		個人 コジン		大根田　秀明		100		0		0		個人		大野　のり子		300

				個人 コジン		藤本　正雄		200		個人 コジン		越川　敏治		100		個人 コジン		大野　広人		100		0		0		個人		大野　雅史		300

				個人 コジン		藤丸　洋優		200		個人 コジン		駒井　大輔		100		個人 コジン		大塲　保之		100		0		0		個人		大橋　邦康		300

				個人 コジン		藤光　真一		200		個人 コジン		米倉　宏昭		100		個人 コジン		大橋　孝子		100		0		100		個人		大橋　儒一		300

				個人 コジン		古村　公久		200		個人 コジン		米田　昇市		100		個人 コジン		大松　雄次		100		-400		100		個人		大畑　美能留		300

				個人 コジン		堀　辰生		200		個人 コジン		米田　和子		100		個人 コジン		大松　雄次		100		100		100		個人		大濱　貴之		300

				個人 コジン		堀井　みどり		200		個人 コジン		近藤　維志		100		個人 コジン		大村　弘文		100		0		100		個人		大原　眞理子		300

				個人 コジン		堀田　友美		200		個人 コジン		近藤　紀子		100		個人 コジン		大山　裕美		100		0		0		個人		大見　俊司		300

				個人 コジン		本田　充孝		200		個人 コジン		近藤　基了		100		個人 コジン		大和田　英弥		100		0		0		個人		大矢知　章		300

				個人 コジン		本多　昭彦		200		個人 コジン		近藤　啓司		100		個人 コジン		大鷲　勝正		100		0		0		個人		大山　哲		300

				個人 コジン		本橋　京子		200		個人 コジン		近藤　尚子		100		個人 コジン		岡田　明美		100		0		0		個人		岡　徹		300

				個人 コジン		本間　有一		200		個人 コジン		近藤　善一		100		個人 コジン		岡田　慧美		100		0		0		個人		岡井　一郎		300

				個人 コジン		本間　瑞基		200		個人 コジン		近藤　友也		100		個人 コジン		岡田　啓介		100		0		0		個人		岡崎　真治		300

				個人 コジン		本間　道郎		200		個人 コジン		近藤　秀明		100		個人 コジン		岡田　健一		100		0		0		個人		岡嶋　圭介		300

				個人 コジン		本山　精司		200		個人 コジン		近藤　正国		100		個人 コジン		岡田　雅恵		100		0		0		個人		岡田　太郎		300

				個人 コジン		真柄　博		200		個人 コジン		佐川　雅之		100		個人 コジン		岡田　容子		100		0		0		個人		岡本　拓人		300

				個人 コジン		間野　むつみ		200		個人 コジン		佐久間　照哉		100		個人 コジン		岡本　明博		100		0		100		個人		岡村　強		300

				個人 コジン		前田　真由子		200		個人 コジン		佐久間　弘典		100		個人 コジン		岡本　光		100		0		0		個人		荻谷　透		300

				個人 コジン		前田　和輝		200		個人 コジン		佐孝　修		100		個人 コジン		岡村　研治		100		0		0		個人		荻原　宏是		300

				個人 コジン		升谷　正己		200		個人 コジン		佐野　恵洋		100		個人 コジン		荻原　柊羽		100		0		0		個人		奥田　明年		300

				個人 コジン		益田　雅生		200		個人 コジン		佐野　賀与		100		個人 コジン		奥村　節子		100		0		0		個人		奥田　淡海子		300

				個人 コジン		増田　英次郎		200		個人 コジン		佐野　民三		100		個人 コジン		桶作　敏之		100		0		100		個人		奥田　浩太郎		300

				個人 コジン		増田　毅		200		個人 コジン		佐野　利一		100		個人 コジン		落合　秋人		100		0		0		個人		奥村　元博		300

				個人 コジン		増田　憲藏		200		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		個人 コジン		落部　厚志		100		0		0		個人		押田　元樹		300

				個人 コジン		増田　浩		200		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		個人 コジン		乙部　真悟		100		0		100		個人		落合　幸恵		300

				個人 コジン		松井　憲司		200		個人 コジン		佐藤　大輔		100		個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		0		0		個人		鬼頭　裕喜		300

				個人 コジン		松井　滋人		200		個人 コジン		佐藤　憲司		100		個人 コジン		加茂　章		100		0		0		個人		加藤　恵子		300

				個人 コジン		松尾　江身子		200		個人 コジン		佐藤　賢治		100		個人 コジン		加藤　英雄		100		0		-300		個人		加藤　貞和		300

				個人 コジン		松尾崎　倫也		200		個人 コジン		佐藤　功		100		個人 コジン		加藤　桂子		100		0		0		個人		加藤　拓磨		300

				個人 コジン		松阪　考		200		個人 コジン		佐藤　心乃介		100		個人 コジン		加藤　寛		100		0		0		個人		加藤　信之		300

				個人 コジン		松田　敏弘		200		個人 コジン		佐藤　譲		100		個人 コジン		加藤　亨		100		0		0		個人		貝淵　文彦		300

				個人 コジン		松永　圭祐		200		個人 コジン		佐藤　誠恒		100		個人 コジン		加藤　修		100		0		100		個人		柿村　不二夫		300

				個人 コジン		松原　達哉		200		個人 コジン		佐藤　千乃		100		個人 コジン		加藤　正智		100		0		0		個人		篭橋　努		300

				個人 コジン		松本　英晃		200		個人 コジン		佐藤　文美		100		個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		0		0		個人		柏崎　佳世		300

				個人 コジン		松本　貴大		200		個人 コジン		佐藤　真由美		100		個人 コジン		笠原　実		100		0		0		個人		梶　政広		300

				個人 コジン		松本　彰		200		個人 コジン		佐藤　正治		100		個人 コジン		柏木　孝夫		100		0		0		個人		梶本　正資		300

				個人 コジン		松本　幹男		200		個人 コジン		佐藤　実		100		個人 コジン		楫　喜博		100		0		0		個人		片桐　雅		300

				個人 コジン		丸山　千代子		200		個人 コジン		佐藤　美冬		100		個人 コジン		樫村　尚		100		0		0		個人		門川　章吾		300

				個人 コジン		丸山　文哉		200		個人 コジン		佐藤　裕大		100		個人 コジン		樫村　ちひろ		100		0		0		個人		門川　美穂		300

				個人 コジン		三上　新一		200		個人 コジン		佐藤　優希		100		個人 コジン		樫村　和香		100		0		0		個人		門倉　広樹		300

				個人 コジン		三澤　忠男		200		個人 コジン		佐々木　一平		100		個人 コジン		風間　三千代		100		0		100		個人		蟹江　教文		300

				個人 コジン		三橋　保宏		200		個人 コジン		佐々木　大介		100		個人 コジン		片山　直樹		100		0		0		個人		蟹江　泰之		300

				個人 コジン		三好　延由		200		個人 コジン		佐々木　順一		100		個人 コジン		片山　裕史		100		0		0		個人		金子　芳男		300

				個人 コジン		水越　正信		200		個人 コジン		佐々木　翔真		100		個人 コジン		形野　元彦		100		0		100		個人		鎌田　元彦		300

				個人 コジン		水野　清二		200		個人 コジン		佐々木　駿		100		個人 コジン		勝山　公貴		100		0		0		個人		神農　武洪		300

				個人 コジン		水野　滋		200		個人 コジン		佐々木　正記		100		個人 コジン		蟹江　吉弘		100		0		0		個人		亀井　清一		300

				個人 コジン		水野　晋一		200		個人 コジン		佐々木　裕之		100		個人 コジン		金井　紀雄		100		0		0		個人		亀田　圭介		300

				個人 コジン		溝口　伸一		200		個人 コジン		齊田　和宏		100		個人 コジン		金岡　麻美		100		0		0		個人		川勝　惠子		300

				個人 コジン		溝手　眞美子		200		個人 コジン		齋藤　有紀		100		個人 コジン		金岡　京平		100		0		0		個人		川頭　進矢		300

				個人 コジン		光富　藤則		200		個人 コジン		齋藤　貴志		100		個人 コジン		金岡　真央		100		0		0		個人		川渕　健志郎		300

				個人 コジン		南　安代		200		個人 コジン		齋藤　純子		100		個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		0		0		個人		川村　紀子		300

				個人 コジン		南谷　美智子		200		個人 コジン		齋藤　純平		100		個人 コジン		金子　順子		100		0		0		個人		河内　伸介		300

				個人 コジン		耳塚　忠幸		200		個人 コジン		斎藤　岳央		100		個人 コジン		金子　富久栄		100		0		0		個人		河田　隆良		300

				個人 コジン		宮川　隆英		200		個人 コジン		齊藤　利光		100		個人 コジン		金子　政弘		100		0		0		個人		河野　勝則		300

				個人 コジン		宮崎　哲志		200		個人 コジン		齋藤　正明		100		個人 コジン		金澤　竜也		100		-300		-300		個人		河原　慶一		300

				個人 コジン		宮崎　正三		200		個人 コジン		齋藤　雅男		100		個人 コジン		金沢　信幸		100		0		0		個人		河辺　信雄		300

				個人 コジン		宮地　亮吉		200		個人 コジン		齊藤　美紀		100		個人 コジン		金田　耕市		100		-100		-200		個人		河本　紘昭		300

				個人 コジン		宮野　秀基		200		個人 コジン		齋藤　庸子		100		個人 コジン		兼田　充		100		0		100		個人		木本　貴也		300

				個人 コジン		宮本　幸一		200		個人 コジン		斎藤　義弘		100		個人 コジン		鎌田　雅史		100		0		0		個人		木村　敏樹		300

				個人 コジン		宮本　尚季		200		個人 コジン		坂井　宏子		100		個人 コジン		鎌田　和郎		100		-100		-100		個人		木村　ミヨ		300

				個人 コジン		向井　康		200		個人 コジン		坂井　理佳		100		個人 コジン		神田　和政		100		0		0		個人		喜多　洸介		300

				個人 コジン		村上　伸浩		200		個人 コジン		坂口　瑠理子		100		個人 コジン		神鳥　勝則		100		0		0		個人		菊田　真紀子		300

				個人 コジン		村上　陽平		200		個人 コジン		坂崎　友章		100		個人 コジン		神行　国博		100		0		-100		個人		菊谷　美幸		300

				個人 コジン		村尾　佳		200		個人 コジン		坂田　英樹		100		個人 コジン		亀井　慎治		100		0		0		個人		岸田　卓也		300

				個人 コジン		村島　弘知		200		個人 コジン		坂田　恭子		100		個人 コジン		亀井　友廣		100		0		0		個人		岸野　桃江		300

				個人 コジン		村田　宏一		200		個人 コジン		坂田　龍太		100		個人 コジン		萱野　政紀		100		0		0		個人		岸本　隆		300

				個人 コジン		村田　美弥		200		個人 コジン		坂出　宜隆		100		個人 コジン		仮谷　忠昭		100		0		0		個人		北川　誠彦		300

				個人 コジン		村田　幹雄		200		個人 コジン		坂本　光信		100		個人 コジン		川上　隆三		100		0		0		個人		清水　憲之		300

				個人 コジン		望月　勇一郎		200		個人 コジン		坂本　森男		100		個人 コジン		川崎　清人		100		0		0		個人		清水　しおり		300

				個人 コジン		守島　郁生		200		個人 コジン		坂本　良一		100		個人 コジン		川崎　孝宏		100		0		0		個人		清水　俊貴		300

				個人 コジン		守本　節子		200		個人 コジン		坂元　博		100		個人 コジン		川崎　優史		100		0		0		個人		久保田　金次		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		坂寄　和弘		100		個人 コジン		川島　秀一		100		0		100		個人		久保田　文子		300

				個人 コジン		森　秀雄		200		個人 コジン		坂和　祐子		100		個人 コジン		川田　敦士		100		0		100		個人		草野　芳枝		300

				個人 コジン		森　ミキ		200		個人 コジン		阪井　洋平		100		個人 コジン		川本　成子		100		0		100		個人		草場　裕		300

				個人 コジン		森　美紀		200		個人 コジン		阪本　寿明		100		個人 コジン		川本　真司		100		0		100		個人		熊沢　豊		300

				個人 コジン		森　盛茂		200		個人 コジン		先崎　辰明		100		個人 コジン		川俣　和博		100		0		0		個人		熊田　耕成		300

				個人 コジン		森川　龍男		200		個人 コジン		崎本　壮		100		個人 コジン		河内　洋海		100		0		0		個人		倉田　知枝		300

				個人 コジン		森澤　弘一		200		個人 コジン		崎本　真由美		100		個人 コジン		河合　良成		100		0		0		個人		倉田　泰英		300

				個人 コジン		森田　真也		200		個人 コジン		崎山　勝		100		個人 コジン		河野　健太郎		100		0		0		個人		倉本　康弘		300

				個人 コジン		諸　雄治		200		個人 コジン		作田　大樹		100		個人 コジン		河本　英明		100		0		0		個人		栗原　雄一		300

				個人 コジン		八木　啓		200		個人 コジン		櫻井　恵里奈		100		個人 コジン		河村　慎司		100		0		0		個人		栗原　晴夫		300

				個人 コジン		八木　奈都美		200		個人 コジン		櫻井　君子		100		個人 コジン		乾　旭秀		100		0		0		個人		黒岩　宏樹		300

				個人 コジン		八重樫　久		200		個人 コジン		櫻井　健晴		100		個人 コジン		木賀　みゆき		100		0		0		個人		黒河内　由佳		300

				個人 コジン		矢部　健一		200		個人 コジン		櫻井　康隆		100		個人 コジン		木川　共代		100		0		0		個人		桑園　淳		300

				個人 コジン		安延　幸子		200		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		個人 コジン		木下　利之		100		0		0		個人		玄海　外之		300

				個人 コジン		安部　章夫		200		個人 コジン		酒井　裕行		100		個人 コジン		木谷　幸枝		100		0		0		個人		阮　佩穎		300

				個人 コジン		安藤　寛幸		200		個人 コジン		酒井　優樹		100		個人 コジン		木本　千里		100		0		0		個人		小池　雅子		300

				個人 コジン		安藤　洋子		200		個人 コジン		定成　保志		100		個人 コジン		木村　啓一		100		0		0		個人		小泉　敏弥		300

				個人 コジン		保坂　吉輝		200		個人 コジン		定森　哲男		100		個人 コジン		木村　茂		100		0		0		個人		小笠原　悟		300

				個人 コジン		柳橋　義昭		200		個人 コジン		澤　有香里		100		個人 コジン		木村　成暁		100		0		100		個人		小久保　操		300

				個人 コジン		柳原　大輔		200		個人 コジン		澤井　啓一		100		個人 コジン		木村　稔		100		0		0		個人		小杉　麻樹		300

				個人 コジン		薮内　清範		200		個人 コジン		澤田　潤		100		個人 コジン		木村　陽一		100		0		0		個人		小田　智久		300

				個人 コジン		山内　敏司		200		個人 コジン		澤田　拓二		100		個人 コジン		樹森　正		100		0		0		個人		小田垣　直弥		300

				個人 コジン		山内　康恵		200		個人 コジン		志柿　賢太		100		個人 コジン		菊池　俊之		100		0		0		個人		小田嶋　勝也		300

				個人 コジン		山口　勝江		200		個人 コジン		志田　太利夫		100		個人 コジン		菊田　幸		100		0		0		個人		小谷野　幸夫		300

				個人 コジン		山口　研一		200		個人 コジン		志村　和久		100		個人 コジン		岸下　昇平		100		0		0		個人		小手　健裕		300

				個人 コジン		山口　栄一		200		個人 コジン		四方　裕輝		100		個人 コジン		北川　セツ子		100		0		0		個人		小寺　国嘉		300

				個人 コジン		山際　勉		200		個人 コジン		椎名　隆行		100		個人 コジン		北川　智子		100		0		0		個人		小畑　恵子		300

				個人 コジン		山嵜　哲也		200		個人 コジン		椎名　康弘		100		個人 コジン		北島　靖久		100		0		0		個人		小林　栄子		300

				個人 コジン		山下　さとみ		200		個人 コジン		塩崎　順也		100		個人 コジン		北村　滋規		100		0		0		個人		小林　淳一		300

				個人 コジン		山城　宏和		200		個人 コジン		塩田　博明		100		個人 コジン		北村　芳之		100		0		0		個人		小林　伸治		300

				個人 コジン		山城　雪江		200		個人 コジン		塩出　有希		100		個人 コジン		北守　久美子		100		0		0		個人		小林　鉄也		300

				個人 コジン		山添　直幸		200		個人 コジン		塩野谷　政伸		100		個人 コジン		清原　幸江		100		0		0		個人		小原　文男		300

				個人 コジン		山田　春樹		200		個人 コジン		鹿島　真理		100		個人 コジン		清水　京三郎		100		0		0		個人		小八木　康正		300

				個人 コジン		山田　浩		200		個人 コジン		鹿取　剛		100		個人 コジン		清水　茂勇		100		0		0		個人		児嶋　広		300

				個人 コジン		山田　稔		200		個人 コジン		軸屋　久恵		100		個人 コジン		清水　昭美		100		0		0		個人		兒玉　巧実		300

				個人 コジン		山地　聰		200		個人 コジン		軸屋　省三		100		個人 コジン		清水　智行		100		0		0		個人		後藤　英夫		300

				個人 コジン		山中　保弘		200		個人 コジン		重田　良明		100		個人 コジン		清水　秀男		100		0		0		個人		後藤　敏文		300

				個人 コジン		山本　秋子		200		個人 コジン		七尾　英也		100		個人 コジン		清水　吉則		100		0		0		個人		米田　明代		300

				個人 コジン		山本　道明		200		個人 コジン		篠原　香里		100		個人 コジン		桐野　雅弘		100		0		0		個人		米田　達也		300

				個人 コジン		山本　泰教		200		個人 コジン		芝山　昌臣		100		個人 コジン		桐原　理		100		0		0		個人		米山　勝博		300

				個人 コジン		山本　靖雄		200		個人 コジン		柴田　清博		100		個人 コジン		九鬼　大樹		100		0		0		個人		近藤　勝樹		300

				個人 コジン		山本　吉之		200		個人 コジン		柴田　穣		100		個人 コジン		久岡　俊之		100		0		100		個人		近藤　栄治		300

				個人 コジン		山村　芳伸		200		個人 コジン		柴田　真妃		100		個人 コジン		久保　克人		100		0		0		個人		近藤　文彦		300

				個人 コジン		湯浅　和彦		200		個人 コジン		柴田　万紀子		100		個人 コジン		久保田　守		100		0		0		個人		佐野　憲作		300

				個人 コジン		湯本　義昭		200		個人 コジン		渋田見　好美		100		個人 コジン		久保田　雪美		100		0		100		個人		佐野　敏朗		300

				個人 コジン		行正　俊章		200		個人 コジン		島岡　忠弘		100		個人 コジン		久我　久義		100		0		0		個人		佐復　信夫		300

				個人 コジン		与座　美穂		200		個人 コジン		島岡　宏明		100		個人 コジン		工藤　晃		100		0		100		個人		佐藤　魁		300

				個人 コジン		横井　賢造		200		個人 コジン		島田　克敏		100		個人 コジン		工藤　由美		100		0		0		個人		佐藤　貴志		300

				個人 コジン		横尾　貴之		200		個人 コジン		嶋田　美惠子		100		個人 コジン		國廣　瑞樹		100		0		100		個人		佐藤　啓吉		300

				個人 コジン		横田　素彦		200		個人 コジン		島田　和紀		100		個人 コジン		倉橋　敬		100		0		0		個人		佐藤　真衣		300

				個人 コジン		横野　義雄		200		個人 コジン		島村　幸子		100		個人 コジン		倉持　繁雄		100		0		0		個人		佐藤　雅子		300

				個人 コジン		横山　直之		200		個人 コジン		下桶　佑知		100		個人 コジン		栗島　大輔		100		0		0		個人		佐藤　康光		300

				個人 コジン		横山　力		200		個人 コジン		下木　和敏		100		個人 コジン		栗林　千恵		100		0		0		個人		佐藤　和彦		300

				個人 コジン		吉岡　貴史		200		個人 コジン		下田　美帆		100		個人 コジン		栗原　浩幸		100		0		0		個人		佐々木　孝		300

				個人 コジン		吉岡　拓朗		200		個人 コジン		下牧　伸子		100		個人 コジン		栗原　泰		100		0		100		個人		佐々木　晋也		300

				個人 コジン		吉岡　知紘		200		個人 コジン		徐　智源		100		個人 コジン		来住野　文雄		100		0		0		個人		佐々木　美菜		300

				個人 コジン		吉岡　照子		200		個人 コジン		白井　宏和		100		個人 コジン		黒川　綾子		100		0		100		個人		齋木　清太郎		300

				個人 コジン		吉川　順子		200		個人 コジン		白土　茂和		100		個人 コジン		黒田　智生		100		0		0		個人		斎場　彩芽		300

				個人 コジン		吉田　明由		200		個人 コジン		甚田　行雄		100		個人 コジン		黒谷　憲一		100		0		0		個人		齋藤　知宏		300

				個人 コジン		吉田　孝		200		個人 コジン		須賀　雅子		100		個人 コジン		桑田　芳子		100		0		0		個人		斎藤　正樹		300

				個人 コジン		吉田　純一		200		個人 コジン		須賀　裕二		100		個人 コジン		郡司　啓子		100		0		0		個人		斉藤　政治		300

				個人 コジン		吉田　尚貴		200		個人 コジン		須賀　遥奈		100		個人 コジン		玄海　外之		100		0		0		個人		斉藤　三四郎		300

				個人 コジン		吉田　保博		200		個人 コジン		須田　聡		100		個人 コジン		権藤　正則		100		0		0		個人		斉藤　道雄		300

				個人 コジン		吉野　晴彦		200		個人 コジン		須永　崇春		100		個人 コジン		小池　英人		100		0		0		個人		齋藤　義人		300

				個人 コジン		吉本　孝彦		200		個人 コジン		須藤　恵司		100		個人 コジン		小池　正伸		100		0		0		個人		斎藤　義弘		300

				個人 コジン		吉本　弘		200		個人 コジン		須藤　秀和		100		個人 コジン		小石　隆子		100		0		0		個人		坂内　清江		300

				個人 コジン		吉松　央夫		200		個人 コジン		鄒　紅岩		100		個人 コジン		小石　好美		100		0		0		個人		坂東　愼二		300

				個人 コジン		吉村　元成		200		個人 コジン		末長　延子		100		個人 コジン		小泉　隆雄		100		0		-100		個人		阪本　貴志		300

				個人 コジン		吉村　洋平		200		個人 コジン		末吉　賢伍		100		個人 コジン		小板　英男		100		0		0		個人		櫻井　克彦		300

				個人 コジン		吉村　和平		200		個人 コジン		菅　英憲		100		個人 コジン		小尾　和人		100		0		0		個人		桜庭　義明		300

				個人 コジン		力武　雅弘		200		個人 コジン		菅野　幸夫		100		個人 コジン		小形　昌樹		100		0		0		個人		酒井　大		300

				個人 コジン		和泉　直子		200		個人 コジン		菅原　哲也		100		個人 コジン		小川　泰史		100		0		0		個人		笹島　優希		300

				個人 コジン		和田　浩之		200		個人 コジン		菅原　敏明		100		個人 コジン		小木曽　健太朗		100		0		0		個人		笹本　芳邦		300

				個人 コジン		若狭　誠		200		個人 コジン		杉浦　太		100		個人 コジン		小関　学		100		0		0		個人		四竈　由紀子		300

				個人 コジン		若林　兼光		200		個人 コジン		杉浦　尚美		100		個人 コジン		小田　伸寛		100		0		0		個人		塩崎　喜久子		300

				個人 コジン		若林　丈裕		200		個人 コジン		杉田　隆		100		個人 コジン		小西　美貴		100		0		0		個人		塩山　芳規		300

				個人 コジン		若林　智子		200		個人 コジン		杉田　哲		100		個人 コジン		小早瀬　久雄		100		0		0		個人		茂木　久		300

				個人 コジン		若林　三恵子		200		個人 コジン		杉田　年男		100		個人 コジン		小林　潤		100		0		0		個人		渋谷　泉		300

				個人 コジン		若林　良輔		200		個人 コジン		杉原　天哉		100		個人 コジン		小林　英里子		100		0		0		個人		渋谷　宜礼		300

				個人 コジン		脇川　正昭		200		個人 コジン		杉本　辰夫		100		個人 コジン		小林　佳代		100		0		0		個人		島田　功一		300

				個人 コジン		脇田　正代		200		個人 コジン		杉本　初代		100		個人 コジン		小林　達也		100		0		0		個人		島田　淳		300

				個人 コジン		脇本　裕夫		200		個人 コジン		杉山　篤		100		個人 コジン		小林　奈々		100		0		0		個人		島田　光春		300

				個人 コジン		渡辺　厚		200		個人 コジン		杉山　有司		100		個人 コジン		小林　秀樹		100		0		0		個人		嶋野　朋子		300

				法人 ホウジン		株式会社ＡＧＩ		200		個人 コジン		杉山　慶子		100		個人 コジン		小林　兵寿		100		0		0		個人		徐　明潔		300

				法人 ホウジン		株式会社共栄テクノ		200		個人 コジン		杉山　和孝		100		個人 コジン		小柳　敬右		100		0		0		個人		徐　鈴華		300

				法人 ホウジン		株式会社中尾螺子製作所		200		個人 コジン		助川　伸人		100		個人 コジン		五十嵐　健		100		0		100		個人		白川　勝也		300

				法人 ホウジン		日本電通株式会社		200		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		個人 コジン		五十嵐　淳		100		0		0		個人		白田　麻衣		300

				法人 ホウジン		株式会社ミタホーム		200		個人 コジン		鈴木　堅司		100		個人 コジン		五十嵐　利行		100		0		0		個人		進士　克英		300

				個人 コジン		石川　昌平		130		個人 コジン		鈴木　克巳		100		個人 コジン		五反田　肇		100		0		0		個人		須藤　恵美子		300

				機関 キカン		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		個人 コジン		鈴木　記代子		100		個人 コジン		後藤　大輔		100		0		0		個人		菅井　洋平		300

				機関 キカン		ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ		100		個人 コジン		鈴木　清夫		100		個人 コジン		後藤　国博		100		0		0		個人		菅沼　聡		300

				個人 コジン		阿久津　スイ		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		個人 コジン		後藤　哲也		100		0		0		個人		杉井　康子		300

				個人 コジン		阿部　克功		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		個人 コジン		後藤　俊英		100		0		0		個人		鈴木　一之		300

				個人 コジン		阿部　要子		100		個人 コジン		鈴木　千鶴子		100		個人 コジン		後藤　守男		100		0		0		個人		鈴木　一志		300

				個人 コジン		阿部　久美子		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		個人 コジン		合田　保彦		100		0		0		個人		鈴木　英子		300

				個人 コジン		阿部　俊彦		100		個人 コジン		鈴木　武		100		個人 コジン		鴻原　茉子		100		0		0		個人		鈴木　英和		300

				個人 コジン		阿部　直樹		100		個人 コジン		鈴木　利奈		100		個人 コジン		越前谷　伸二		100		-100		-100		個人		鈴木　克巳		300

				個人 コジン		阿良　満寿男		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		個人 コジン		駒井　大輔		100		0		0		個人		鈴木　喜光		300

				個人 コジン		相浦　謙児		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		個人 コジン		米倉　宏昭		100		0		0		個人		鈴木　智也		300

				個人 コジン		相川　智弘		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		個人 コジン		米田　和子		100		0		0		個人		鈴木　広大		300

				個人 コジン		相須　啓吾		100		個人 コジン		鈴木　まゆみ		100		個人 コジン		近藤　基了		100		0		0		個人		鈴木　光明		300

				個人 コジン		相園　泰寛		100		個人 コジン		鈴木　真人		100		個人 コジン		近藤　善一		100		0		0		個人		鈴木　康平		300

				個人 コジン		相田　克和		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		個人 コジン		近藤　友也		100		0		0		個人		鈴木　亮		300

				個人 コジン		相馬　松夫		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		個人 コジン		近藤　秀明		100		0		0		個人		住田　意知		300

				個人 コジン		相馬　由佳		100		個人 コジン		鈴木　勇二		100		個人 コジン		近藤　正国		100		0		0		個人		住吉　翔元		300

				個人 コジン		相場　光男		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		個人 コジン		佐川　雅之		100		0		0		個人		瀬畑　元子		300

				個人 コジン		愛甲　隆広		100		個人 コジン		鈴木　義行		100		個人 コジン		佐久間　弘典		100		0		0		個人		関　厚志		300

				個人 コジン		青井　勝茂		100		個人 コジン		住友　雅代		100		個人 コジン		佐野　賀与		100		0		0		個人		関　正和		300

				個人 コジン		青木　貴之		100		個人 コジン		角野　章之		100		個人 コジン		佐伯　謙太郎		100		-200		0		個人		関　充夫		300

				個人 コジン		青木　康将		100		個人 コジン		世良　寛子		100		個人 コジン		佐藤　麻衣		100		0		100		個人		千葉　厚生		300

				個人 コジン		青田　義雄		100		個人 コジン		世良　耕一		100		個人 コジン		佐藤　麻衣子		100		0		0		個人		善理　愛子		300

				個人 コジン		青野　みどり		100		個人 コジン		瀬尾　公彦		100		個人 コジン		佐藤　美冬		100		0		0		個人		曽我　栄		300

				個人 コジン		青山　敬		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		個人 コジン		齊田　和宏		100		0		100		個人		田倉　規雄		300

				個人 コジン		青山　伸昭		100		個人 コジン		瀬筒　美帆		100		個人 コジン		齋藤　雅男		100		0		0		個人		田中　勝		300

				個人 コジン		青山　秀奐		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		個人 コジン		齊藤　美紀		100		0		100		個人		田中　創太		300

				個人 コジン		青山　秀行		100		個人 コジン		瀬戸　洋子		100		個人 コジン		齋藤　庸子		100		0		0		個人		田中　宏樹		300

				個人 コジン		赤尾　尚志		100		個人 コジン		関　和範		100		個人 コジン		斎藤　義弘		100		0		0		個人		田中　貢		300

				個人 コジン		赤澤　美佳		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		個人 コジン		坂田　恭子		100		0		0		個人		田中　勇也		300

				個人 コジン		赤出川　鈴子		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		個人 コジン		坂出　宜隆		100		0		0		個人		田畑　雅光		300

				個人 コジン		赤沼　正副		100		個人 コジン		千葉　正美		100		個人 コジン		坂本　光信		100		0		0		個人		田原　誠		300

				個人 コジン		秋田　日佐夫		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		個人 コジン		坂本　良一		100		0		0		個人		田原　司		300

				個人 コジン		秋山　誠		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		個人 コジン		坂和　祐子		100		0		0		個人		田村　史子		300

				個人 コジン		秋山　卓也		100		個人 コジン		曽根　君子		100		個人 コジン		阪井　洋平		100		0		0		個人		高岡　直樹		300

				個人 コジン		秋山　丈		100		個人 コジン		惣部　勝美		100		個人 コジン		崎本　壮		100		0		0		個人		高貝　忠良		300

				個人 コジン		秋山　武康		100		個人 コジン		添川　泰大		100		個人 コジン		崎本　真由美		100		0		0		個人		高貝　好永		300

				個人 コジン		秋山　真佐子		100		個人 コジン		添田　安彦		100		個人 コジン		崎山　勝		100		0		0		個人		高木　俊一		300

				個人 コジン		秋山　正道		100		個人 コジン		袖澤　純		100		個人 コジン		櫻井　健晴		100		0		0		個人		高崎　彩花		300

				個人 コジン		浅井　寿江		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		個人 コジン		酒井　加奈恵		100		0		0		個人		高橋　昭雄		300

				個人 コジン		浅井　誠		100		個人 コジン		外山　健一		100		個人 コジン		酒井　優樹		100		0		100		個人		高橋　拓也		300

				個人 コジン		浅井　勇斗		100		個人 コジン		染谷　秀樹		100		個人 コジン		定成　保志		100		0		100		個人		高橋　利工		300

				個人 コジン		浅田　力也		100		個人 コジン		田口　民子		100		個人 コジン		定森　哲男		100		0		0		個人		高橋　典子		300

				個人 コジン		浅沼　桂子		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		個人 コジン		澤田　潤		100		0		0		個人		高橋　雅昭		300

				個人 コジン		浅見　由美子		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		個人 コジン		志田　太利夫		100		0		0		個人		高橋　雅己		300

				個人 コジン		浅見　和夫		100		個人 コジン		田島　のり子		100		個人 コジン		志水　正治		100		-100		0		個人		高見　隆一		300

				個人 コジン		浅見　和子		100		個人 コジン		田島　典泰		100		個人 コジン		志村　和久		100		0		0		個人		高安　博之		300

				個人 コジン		麻野　由布子		100		個人 コジン		田島　裕士		100		個人 コジン		四宮　重樹		100		-100		-100		個人		滝内　健		300

				個人 コジン		朝倉　哲雄		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		個人 コジン		椎名　隆行		100		0		0		個人		瀧川　幸雄		300

				個人 コジン		芦田　伸一郎		100		個人 コジン		田代　清		100		個人 コジン		塩崎　順也		100		0		0		個人		滝川　哲也		300

				個人 コジン		芦野　義弘		100		個人 コジン		田代　直秀		100		個人 コジン		鹿島　真理		100		0		0		個人		瀧口　敬之		300

				個人 コジン		葦原　正		100		個人 コジン		田代　雅門		100		個人 コジン		鹿取　剛		100		0		0		個人		竹内　明		300

				個人 コジン		足立　隆		100		個人 コジン		田立　知路		100		個人 コジン		篠原　香里		100		0		0		個人		竹内　やよい		300

				個人 コジン		穴澤　広昭		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		個人 コジン		柴田　万紀子		100		0		0		個人		竹之内　学		300

				個人 コジン		穴水　昌徳		100		個人 コジン		田中　一成		100		個人 コジン		渋田見　好美		100		0		100		個人		竹村　梅之介		300

				個人 コジン		天野　健		100		個人 コジン		田中　樹希		100		個人 コジン		島田　克敏		100		0		0		個人		竹村　仁孝		300

				個人 コジン		天野　健太郎		100		個人 コジン		田中　久治		100		個人 コジン		島田　和紀		100		0		0		個人		武田　清人		300

				個人 コジン		天野　輝司		100		個人 コジン		田中　公太		100		個人 コジン		島村　幸子		100		0		0		個人		立石　ヤス子		300

				個人 コジン		天野　裕之		100		個人 コジン		田中　孝司		100		個人 コジン		下木　和敏		100		0		0		個人		立木　耀		300

				個人 コジン		網代　眞佐子		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		個人 コジン		下田　美帆		100		0		0		個人		立花　清光		300

				個人 コジン		網野　美郷		100		個人 コジン		田中　茂		100		個人 コジン		下牧　伸子		100		0		0		個人		立古　雅明		300

				個人 コジン		綾野　成記		100		個人 コジン		田中　修司		100		個人 コジン		徐　智源		100		0		0		個人		立松　芳枝		300

				個人 コジン		荒井　英明		100		個人 コジン		田中　早乙女		100		個人 コジン		白井　宏和		100		0		0		個人		達　尚子		300

				個人 コジン		荒井　謙三		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		個人 コジン		城福　宏吉		100		-100		0		個人		巽　健二		300

				個人 コジン		荒石　高志		100		個人 コジン		田中　広志		100		個人 コジン		甚田　行雄		100		0		0		個人		谷口　恵一		300

				個人 コジン		荒川　学		100		個人 コジン		田中　やす子		100		個人 コジン		鄒　紅岩		100		0		0		個人		種中　純子		300

				個人 コジン		荒川　達也		100		個人 コジン		田中　由美子		100		個人 コジン		菅　英憲		100		0		100		個人		丹野　健一郎		300

				個人 コジン		荒木　剛		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		個人 コジン		菅原　哲也		100		0		100		個人		丹羽　理栄		300

				個人 コジン		荒木　茂徳		100		個人 コジン		田端　睦毅		100		個人 コジン		杉本　初代		100		0		0		個人		筑後　一徳		300

				個人 コジン		荒木　道宏		100		個人 コジン		田伐　智		100		個人 コジン		杉山　有司		100		0		0		個人		辻　泰崇		300

				個人 コジン		荒木関　司		100		個人 コジン		田原　豊治		100		個人 コジン		鈴木　郁雄		100		0		0		個人		土居　吾郎		300

				個人 コジン		荒谷　佳津子		100		個人 コジン		田部　順		100		個人 コジン		鈴木　克巳		100		0		0		個人		土方　純子		300

				個人 コジン		荒谷　章弘		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		個人 コジン		鈴木　重良		100		0		0		個人		堤　真理		300

				個人 コジン		荒谷　直俊		100		個人 コジン		田辺　基益		100		個人 コジン		鈴木　誠		100		100		100		個人		恒川　幸久		300

				個人 コジン		新井　茂		100		個人 コジン		田村　昂大		100		個人 コジン		鈴木　誠司		100		0		0		個人		常盤　淳平		300

				個人 コジン		新田　侑子		100		個人 コジン		田村　直樹		100		個人 コジン		鈴木　隆嗣		100		0		0		個人		常藤　進之介		300

				個人 コジン		新保　功		100		個人 コジン		田村　義弘		100		個人 コジン		鈴木　敏且		100		0		0		個人		鶴来　孝史		300

				個人 コジン		新山　朝晴		100		個人 コジン		多賀　善治		100		個人 コジン		鈴木　敏彦		100		0		0		個人		寺尾　俊洋		300

				個人 コジン		嵐　洋史		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		個人 コジン		鈴木　豊		100		100		100		個人		寺島　良太		300

				個人 コジン		有井　直樹		100		個人 コジン		多部田　健司		100		個人 コジン		鈴木　まさ子		100		0		0		個人		戸田　薫		300

				個人 コジン		有ケ谷　光宏		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		個人 コジン		鈴木　正美		100		0		0		個人		徳山　榮男		300

				個人 コジン		有留　四郎		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		個人 コジン		鈴木　政夫		100		0		0		個人		富塚　恵		300

				個人 コジン		有馬　和哉		100		個人 コジン		高岡　浩子		100		個人 コジン		鈴木　由紀雄		100		0		100		個人		冨永　将嗣		300

				個人 コジン		有村　俊宏		100		個人 コジン		高風　和代		100		個人 コジン		角野　章之		100		0		0		個人		富永　直人		300

				個人 コジン		淡路　卓臣		100		個人 コジン		高木　弘道		100		個人 コジン		世良　寛子		100		0		0		個人		友井　圭佑		300

				個人 コジン		粟野　猛		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		個人 コジン		世良　耕一		100		0		0		個人		中　裕之		300

				個人 コジン		井上　敬造		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		個人 コジン		瀬田　邦秀		100		0		100		個人		中垣　忠司		300

				個人 コジン		井上　健治		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		個人 コジン		瀬戸　豊彦		100		0		100		個人		中島　絵美		300

				個人 コジン		井上　里沙		100		個人 コジン		高崎　守		100		個人 コジン		関矢　秀俊		100		0		100		個人		中島　千鶴		300

				個人 コジン		井上　征則		100		個人 コジン		高島　考司		100		個人 コジン		千葉　哲二		100		0		0		個人		中島　瞳		300

				個人 コジン		井上　利樹		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		個人 コジン		千葉　正美		100		0		0		個人		中田　智		300

				個人 コジン		井上　真宏		100		個人 コジン		高城　尚久		100		個人 コジン		千藤　晃弘		100		0		0		個人		中田　智治		300

				個人 コジン		井上　松雄		100		個人 コジン		高瀬　晋三		100		個人 コジン		仙波　剛芳		100		0		0		個人		中塚　哲夫		300

				個人 コジン		井上　祐子		100		個人 コジン		高田　佳正		100		個人 コジン		袖澤　純		100		0		0		個人		中司　美枝子		300

				個人 コジン		井上　和幸		100		個人 コジン		高田　晋司		100		個人 コジン		袖山　丈也		100		0		0		個人		中西　佑太		300

				個人 コジン		井上　和彦		100		個人 コジン		高田　宗典		100		個人 コジン		田口　民子		100		0		0		個人		中野　清弘		300

				個人 コジン		井川　道朗		100		個人 コジン		高田　忠司		100		個人 コジン		田結庄　暁子		100		0		0		個人		中野　達郎		300

				個人 コジン		井口　勝利		100		個人 コジン		高田　晴貴		100		個人 コジン		田結庄　溥之		100		0		0		個人		中馬　秀明		300

				個人 コジン		井口　啓子		100		個人 コジン		高田　光一		100		個人 コジン		田子森　賢一		100		-1000		-1000		個人		中本　伊知郎		300

				個人 コジン		井尻　康紀		100		個人 コジン		高野　章		100		個人 コジン		田島　のり子		100		0		0		個人		中村　一彦		300

				個人 コジン		井田　眞治		100		個人 コジン		高野　操		100		個人 コジン		田島　裕士		100		0		0		個人		中村　潔春		300

				個人 コジン		井龍　健一郎		100		個人 コジン		高野　辰二		100		個人 コジン		田尻　和敏		100		0		0		個人		中山　茂夫		300

				個人 コジン		井谷　忠雄		100		個人 コジン		高野　和代		100		個人 コジン		田代　雅門		100		0		0		個人		永井　栄理奈		300

				個人 コジン		井出　亜紀子		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		個人 コジン		田立　知路		100		0		0		個人		永井　浩子		300

				個人 コジン		井本　将美		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		個人 コジン		田中　葵偉		100		0		0		個人		永宗　佳代		300

				個人 コジン		伊関　博一		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		個人 コジン		田中　樹希		100		0		0		個人		永田　久美子		300

				個人 コジン		伊地知　直美		100		個人 コジン		高橋　君子		100		個人 コジン		田中　久治		100		0		0		個人		永田　裕人		300

				個人 コジン		伊東　広宣		100		個人 コジン		高橋　幸子		100		個人 コジン		田中　公太		100		0		0		個人		永野　択		300

				個人 コジン		伊福　裕子		100		個人 コジン		高橋　誠		100		個人 コジン		田中　菜乃春		100		0		0		個人		永峯　康生		300

				個人 コジン		伊藤　あけみ		100		個人 コジン		高橋　典良		100		個人 コジン		田中　茂		100		0		0		個人		仲谷　明准		300

				個人 コジン		伊藤　郁夫		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		個人 コジン		田中　修司		100		0		0		個人		仲村　則俊		300

				個人 コジン		伊藤　恵子		100		個人 コジン		高橋　正明		100		個人 コジン		田中　秀夫		100		0		0		個人		長内　人志		300

				個人 コジン		伊藤　嘉高		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		個人 コジン		田中　秀和		100		100		100		個人		長江　高洋		300

				個人 コジン		伊藤　君代		100		個人 コジン		高橋　洋		100		個人 コジン		田中　広志		100		0		100		個人		長野　啓子		300

				個人 コジン		伊藤　久恵		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		個人 コジン		田野　尚彦		100		0		0		個人		難波　宏一		300

				個人 コジン		伊藤　けい子		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		個人 コジン		田伐　智		100		0		0		個人		二丹田　スミ子		300

				個人 コジン		伊藤　憲昭		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		個人 コジン		田原　豊治		100		0		0		個人		西　義久		300

				個人 コジン		伊藤　剛		100		個人 コジン		滝沢　豪		100		個人 コジン		田渕　耕太		100		0		0		個人		西川　俊輔		300

				個人 コジン		伊藤　慎一		100		個人 コジン		滝沢　敏夫		100		個人 コジン		多賀　善治		100		0		0		個人		西川　泰弘		300

				個人 コジン		伊藤　善太郎		100		個人 コジン		瀧脇　宏		100		個人 コジン		多田　いずみ		100		0		100		個人		西崎　義明		300

				個人 コジン		伊藤　長三郎		100		個人 コジン		竹内　誠治		100		個人 コジン		高尾　勝治		100		0		0		個人		西澤　樹生		300

				個人 コジン		伊藤　典子		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		個人 コジン		高岡　幸一		100		0		0		個人		西田　定子		300

				個人 コジン		伊藤　博夫		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		個人 コジン		高風　和代		100		0		0		個人		西谷　竜二		300

				個人 コジン		伊藤　正		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		個人 コジン		高木　真一郎		100		0		100		個人		西野　邦雄		300

				個人 コジン		伊藤　美香		100		個人 コジン		竹田　恵子		100		個人 コジン		高儀　規夫		100		0		0		個人		西林　真		300

				個人 コジン		伊藤　裕一		100		個人 コジン		竹田　千代子		100		個人 コジン		高崎　邦香		100		0		0		個人		西村　仁志		300

				個人 コジン		伊藤　洋昭		100		個人 コジン		竹原　一貴		100		個人 コジン		高島　慎太郎		100		0		0		個人		沼田　義典		300

				個人 コジン		伊藤　玲子		100		個人 コジン		竹藤　秀人		100		個人 コジン		高城　尚久		100		0		0		個人		野上　勉		300

				個人 コジン		伊藤　和史		100		個人 コジン		竹本　治		100		個人 コジン		高田　忠司		100		0		100		個人		野口　一浩		300

				個人 コジン		猪飼　君香		100		個人 コジン		竹村　昌司		100		個人 コジン		高田　光一		100		0		0		個人		野口　慶太		300

				個人 コジン		猪口　敏一		100		個人 コジン		竹森　知		100		個人 コジン		高羽　千秋		100		0		0		個人		野澤　雅彦		300

				個人 コジン		猪瀬　育子		100		個人 コジン		武井　賢一		100		個人 コジン		高橋　勝美		100		0		0		個人		野田　亜由美		300

				個人 コジン		飯泉　昇三		100		個人 コジン		武川　和美		100		個人 コジン		高橋　貴之		100		0		100		個人		延原　克幸		300

				個人 コジン		飯尾　達也		100		個人 コジン		武田　冬彦		100		個人 コジン		高橋　典良		100		0		0		個人		馬淵　俊輔		300

				個人 コジン		飯岡　広子		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		個人 コジン		高橋　広篤		100		0		0		個人		橋本　一仁		300

				個人 コジン		飯島　順		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		個人 コジン		高橋　正雄		100		0		0		個人		橋本　貴至		300

				個人 コジン		飯島　武		100		個人 コジン		立川　裕子		100		個人 コジン		高橋　洋		100		0		0		個人		橋本　光治		300

				個人 コジン		飯島　浩子		100		個人 コジン		立川　義彦		100		個人 コジン		高林　嘉男		100		0		0		個人		橋本　裕子		300

				個人 コジン		飯田　悠貴		100		個人 コジン		立花　幸代		100		個人 コジン		高藤　郁夫		100		0		100		個人		畑中　一成		300

				個人 コジン		飯田　由香		100		個人 コジン		巽　英司		100		個人 コジン		高宮　慎介		100		0		0		個人		初芝　ヒサ子		300

				個人 コジン		飯田　和久		100		個人 コジン		谷　佳久雄		100		個人 コジン		竹内　丈志		100		0		0		個人		花井　秀勝		300

				個人 コジン		飯塚　隆子		100		個人 コジン		谷池　徹		100		個人 コジン		竹内　規裕		100		0		100		個人		花嶋　薫		300

				個人 コジン		飯塚　俊夫		100		個人 コジン		谷川　英二		100		個人 コジン		竹内　美津子		100		0		100		個人		花園　治郎		300

				個人 コジン		飯塚　智亮		100		個人 コジン		谷崎　久仁子		100		個人 コジン		武井　賢一		100		0		0		個人		濱比嘉　満		300

				個人 コジン		飯塚　幹子		100		個人 コジン		谷崎　尊志		100		個人 コジン		武山　喜紀		100		0		100		個人		早川　康子		300

				個人 コジン		飯沼　康宏		100		個人 コジン		谷西　延行		100		個人 コジン		忠垣　信次郎		100		0		0		個人		林　一郎		300

				個人 コジン		飯野　努		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		個人 コジン		立川　義彦		100		0		100		個人		林　徳雄		300

				個人 コジン		飯室　聡		100		個人 コジン		谷山　輝		100		個人 コジン		巽　英司		100		0		0		個人		林　美樹子		300

				個人 コジン		飯山　剛大		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		個人 コジン		谷川　英二		100		0		0		個人		林　義明		300

				個人 コジン		家崎　繁		100		個人 コジン		玉井　亨		100		個人 コジン		谷本　達哉		100		0		0		個人		林　義裕		300

				個人 コジン		生田　慎二		100		個人 コジン		玉井　哲		100		個人 コジン		谷山　輝		100		0		0		個人		林田　晃佳		300

				個人 コジン		生田　秀巳		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		個人 コジン		谷好　弘章		100		0		0		個人		原　啓介		300

				個人 コジン		幾田　いおり		100		個人 コジン		玉澤　禎顕		100		個人 コジン		玉木　達郎		100		0		0		個人		原　義彦		300

				個人 コジン		池上　豊隆		100		個人 コジン		地曳　多三郎		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		0		100		個人		原川　謙		300

				個人 コジン		池上　孟志		100		個人 コジン		知野見　恵美		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		0		0		個人		原田　健司		300

				個人 コジン		池内　俊夫		100		個人 コジン		築谷　俊之		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		0		0		個人		原田　康暉		300

				個人 コジン		池奥　誉志也		100		個人 コジン		陳　登		100		個人 コジン		津田　麻里子		100		-200		-200		個人		張本　昭人		300

				個人 コジン		池垣　昇		100		個人 コジン		津川　雅彦		100		個人 コジン		津田　敏夫		100		-200		-200		個人		日高　聡史		300

				個人 コジン		池田　一昭		100		個人 コジン		津嶋　茂樹		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		0		0		個人		樋口　潤		300

				個人 コジン		池田　貴臣		100		個人 コジン		津野　琢哉		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		0		0		個人		樋口　拓也		300

				個人 コジン		池田　清		100		個人 コジン		津々木　ひとみ		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		0		100		個人		東　利樹		300

				個人 コジン		池田　亨		100		個人 コジン		塚本　篤司		100		個人 コジン		辻　直樹		100		0		0		個人		疋田　順彦		300

				個人 コジン		池田　順一		100		個人 コジン		塚本　進		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		0		0		個人		平井　重人		300

				個人 コジン		池田　哲		100		個人 コジン		辻　直樹		100		個人 コジン		土田　美代子		100		0		0		個人		平岡　美樹子		300

				個人 コジン		池田　秀行		100		個人 コジン		辻井　啓裕		100		個人 コジン		土館　公衛		100		-100		-100		個人		平栗　宗世		300

				個人 コジン		池田　正之		100		個人 コジン		辻本　英樹		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		0		0		個人		平澤　寿子		300

				個人 コジン		池田　泰啓		100		個人 コジン		土井　慎治		100		個人 コジン		土屋　翔		100		0		0		個人		平田　将洋		300

				個人 コジン		池野　暉		100		個人 コジン		土澤　康之		100		個人 コジン		堤　健史		100		0		100		個人		平田　祥子		300

				個人 コジン		池部　幸雄		100		個人 コジン		土田　美代子		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		0		100		個人		平野　圭子		300

				個人 コジン		石井　恵美		100		個人 コジン		土屋　大助		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		0		0		個人		廣江　竜二郎		300

				個人 コジン		石井　清和		100		個人 コジン		土屋　憲治		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		0		0		個人		廣瀬　健		300

				個人 コジン		石井　久光		100		個人 コジン		土屋　孝		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		0		0		個人		深沢　樹寿		300

				個人 コジン		石井　昭夫		100		個人 コジン		土屋　翔		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		0		0		個人		深堀　美樹		300

				個人 コジン		石井　敏朗		100		個人 コジン		筒井　恵美		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		0		0		個人		福井　徳司		300

				個人 コジン		石井　まつ		100		個人 コジン		堤　健史		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		0		0		個人		福江　智之		300

				個人 コジン		石井　政雄		100		個人 コジン		恒川　広樹		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		0		0		個人		福島　俊一郎		300

				個人 コジン		石川　学		100		個人 コジン		常川　猛		100		個人 コジン		寺門　直		100		0		100		個人		福田　俊幸		300

				個人 コジン		石川　克久		100		個人 コジン		椿　眞由美		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		0		100		個人		藤井　勝規		300

				個人 コジン		石川　輝子		100		個人 コジン		坪田　彰三		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		0		0		個人		藤井　奈津美		300

				個人 コジン		石川　俊		100		個人 コジン		詰坂　信敏		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		0		0		個人		藤井　まさ子		300

				個人 コジン		石川　眞		100		個人 コジン		艶島　悠介		100		個人 コジン		都築　修一		100		0		100		個人		藤井　康治		300

				個人 コジン		石川　諭		100		個人 コジン		鶴子　正明		100		個人 コジン		當真　聖也		100		-100		-100		個人		藤尾　直樹		300

				個人 コジン		石川　優希		100		個人 コジン		鶴谷　秀俊		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		0		0		個人		藤木　孝弘		300

				個人 コジン		石川　容子		100		個人 コジン		鶴巻　辰紘		100		個人 コジン		通阪　純也		100		0		0		個人		藤澤　和繁		300

				個人 コジン		石川　由美子		100		個人 コジン		手錢　孝介		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		0		100		個人		藤代　直樹		300

				個人 コジン		石川　和代		100		個人 コジン		手束　嘉孝		100		個人 コジン		冨岡　要		100		0		0		個人		藤関　健正		300

				個人 コジン		石倉　順子		100		個人 コジン		出口　広美		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		0		0		個人		藤田　雄一郎		300

				個人 コジン		石黒　眞		100		個人 コジン		出口　勉		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		0		0		個人		藤田　峻輔		300

				個人 コジン		石黒　雅隆		100		個人 コジン		梯　安雄		100		個人 コジン		豊田　治男		100		0		0		個人		藤田　由佳		300

				個人 コジン		石坂　明義		100		個人 コジン		寺内　麻実子		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		0		0		個人		藤原　毅		300

				個人 コジン		石崎　佑		100		個人 コジン		寺尾　シヅ子		100		個人 コジン		那須野　亮		100		0		100		個人		藤本　有香		300

				個人 コジン		石沢　宏康		100		個人 コジン		寺尾　浩一		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		0		0		個人		藤本　飛鳥		300

				個人 コジン		石澤　美佳子		100		個人 コジン		寺門　直		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		0		100		個人		文岩　敏彦		300

				個人 コジン		石住　雄司		100		個人 コジン		寺本　洋		100		個人 コジン		中川　英樹		100		0		0		個人		古澤　伸承		300

				個人 コジン		石田　勝江		100		個人 コジン		戸城　憲子		100		個人 コジン		中島　啓		100		0		100		個人		古田　利彦		300

				個人 コジン		石田　義則		100		個人 コジン		戸谷　健治		100		個人 コジン		中島　孔志		100		0		0		個人		古谷　博文		300

				個人 コジン		石津　千里		100		個人 コジン		戸部　幸子		100		個人 コジン		中島　直樹		100		0		0		個人		古野　将志		300

				個人 コジン		石塚　郁夫		100		個人 コジン		都築　修一		100		個人 コジン		中園　将弥		100		0		0		個人		古山　晃代		300

				個人 コジン		石塚　久光		100		個人 コジン		刀祢　定一		100		個人 コジン		中園　輝子		100		0		0		個人		朴　泰憲		300

				個人 コジン		石塚　真由子		100		個人 コジン		唐木　昭広		100		個人 コジン		中田　理成		100		0		0		個人		星　顕		300

				個人 コジン		石中　八重子		100		個人 コジン		陶山　圭史		100		個人 コジン		中田　和永		100		0		0		個人		星　栄一郎		300

				個人 コジン		石波　慎一郎		100		個人 コジン		通阪　純也		100		個人 コジン		中田　和彦		100		0		0		個人		星川　壽美江		300

				個人 コジン		石野　壽雄		100		個人 コジン		徳木　英真		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		0		0		個人		細川　和真		300

				個人 コジン		石橋　將年		100		個人 コジン		徳野　健一郎		100		個人 コジン		中西　康代		100		0		0		個人		細谷　英司		300

				個人 コジン		石原　寛巳		100		個人 コジン		飛田　翔		100		個人 コジン		中野　一憲		100		0		0		個人		堀内　拓		300

				個人 コジン		石原　佳奈		100		個人 コジン		冨家　和枝		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		0		0		個人		堀内　浩		300

				個人 コジン		石原　將永		100		個人 コジン		冨岡　要		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		0		0		個人		堀越　長榮		300

				個人 コジン		石原　慎一		100		個人 コジン		冨田　将典		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		0		0		個人		堀山　友之		300

				個人 コジン		石原　忍		100		個人 コジン		富田　和枝		100		個人 コジン		中野　正之		100		0		100		個人		本田　温		300

				個人 コジン		石原　光太郎		100		個人 コジン		冨永　直彦		100		個人 コジン		中村　明彦		100		0		0		個人		本多　祐子		300

				個人 コジン		石本　みえ		100		個人 コジン		富室　修一		100		個人 コジン		中村　佳代		100		0		0		個人		本橋　公治		300

				個人 コジン		石政　祐介		100		個人 コジン		冨山　亮太		100		個人 コジン		中村　茂		100		0		0		個人		本間　剛		300

				個人 コジン		石松　和子		100		個人 コジン		友澤　慎也		100		個人 コジン		中村　司		100		0		0		個人		前田　秀司郎		300

				個人 コジン		石渡　達郎		100		個人 コジン		豊島　隆		100		個人 コジン		中村　等		100		0		100		個人		曲渕　景昌		300

				個人 コジン		泉　俊介		100		個人 コジン		豊嶋　元		100		個人 コジン		中山　誠三		100		0		0		個人		牧野　宏行		300

				個人 コジン		磯田　朱音		100		個人 コジン		豊田　治男		100		個人 コジン		中山　智裕		100		0		0		個人		牧野　正彦		300

				個人 コジン		磯田　実里		100		個人 コジン		虎尾　榮一		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		0		0		個人		桝井　大彰		300

				個人 コジン		礒沼　義明		100		個人 コジン		鳥井　雅之		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		0		0		個人		松井　親		300

				個人 コジン		磯邉　真由美		100		個人 コジン		鳥家　正美		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		0		0		個人		松井　泰子		300

				個人 コジン		板倉　眞子		100		個人 コジン		那須　慎一		100		個人 コジン		永戸　光生		100		0		0		個人		松浦　杏奈		300

				個人 コジン		板東　和仁		100		個人 コジン		那須野　亮		100		個人 コジン		永山　恒誉		100		-100		0		個人		松浦　卓寿		300

				個人 コジン		一井　英樹		100		個人 コジン		奈良　泰之		100		個人 コジン		長迫　君代		100		0		0		個人		松浦　美晴		300

				個人 コジン		一双　重久		100		個人 コジン		奈良橋　辰郎		100		個人 コジン		長島　芳子		100		0		0		個人		松江　勇		300

				個人 コジン		市　善介		100		個人 コジン		中　宗一郎		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		0		0		個人		松枝　剛		300

				個人 コジン		市岡　正基		100		個人 コジン		中川　英樹		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		0		0		個人		松尾　淳史		300

				個人 コジン		市川　大輔		100		個人 コジン		中川　忍		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		0		0		個人		松下　栄作		300

				個人 コジン		市川　沙織		100		個人 コジン		中川　浩		100		個人 コジン		長幡　勝		100		-200		0		個人		松下　展子		300

				個人 コジン		市田　晃佑		100		個人 コジン		中川　佑香		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		0		0		個人		松田　映子		300

				個人 コジン		市原　崇之		100		個人 コジン		中込　公裕		100		個人 コジン		鍋島　賛郎		100		-1000		100		個人		松原　由美子		300

				個人 コジン		市村　麗子		100		個人 コジン		中沢　威明		100		個人 コジン		並木　秀行		100		0		0		個人		松本　健太		300

				個人 コジン		壹岐　弥		100		個人 コジン		中澤　雅明		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		0		0		個人		松本　航樹		300

				個人 コジン		糸川　直裕		100		個人 コジン		中島　一貴		100		個人 コジン		難波　祐二		100		0		0		個人		松本　信一		300

				個人 コジン		稲田　高明		100		個人 コジン		中嶋　圭輔		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		0		0		個人		松本　和久		300

				個人 コジン		稲葉　和子		100		個人 コジン		中島　啓		100		個人 コジン		二宮　健次		100		0		0		個人		松村　眞公		300

				個人 コジン		稲森　創		100		個人 コジン		中島　孔志		100		個人 コジン		西　康栄		100		0		0		個人		松山　加耶子		300

				個人 コジン		犬童　博和		100		個人 コジン		中島　耕二		100		個人 コジン		西岡　一美		100		0		0		個人		松山　亮		300

				個人 コジン		茨木　勝敏		100		個人 コジン		中島　茂夫		100		個人 コジン		西川　徹		100		0		100		個人		丸山　太三		300

				個人 コジン		今井　明子		100		個人 コジン		中島　直樹		100		個人 コジン		西田　まり子		100		0		0		個人		万木　哲朗		300

				個人 コジン		今井　一史		100		個人 コジン		中島　光男		100		個人 コジン		西野　泰正		100		0		0		個人		三枝　晴陽		300

				個人 コジン		今井　香織		100		個人 コジン		中下　信子		100		個人 コジン		西野　陽子		100		0		0		個人		三箇　直宏		300

				個人 コジン		今井　久夫		100		個人 コジン		中園　将弥		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		0		0		個人		三崎　遼		300

				個人 コジン		今井　充		100		個人 コジン		中園　輝子		100		個人 コジン		西本　正英		100		0		0		個人		三島　弘通		300

				個人 コジン		今井　務津大		100		個人 コジン		中田　理成		100		個人 コジン		西村　一峰		100		0		100		個人		三宅　茂仁		300

				個人 コジン		今井　優		100		個人 コジン		中田　和永		100		個人 コジン		西村　聡		100		0		0		個人		三宅　宮子		300

				個人 コジン		今泉　英樹		100		個人 コジン		中田　和彦		100		個人 コジン		西山　英二		100		0		0		個人		三戸　礼代		300

				個人 コジン		今泉　仁		100		個人 コジン		中谷　里巳		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		0		0		個人		三苫　賢児		300

				個人 コジン		今泉　吉洋		100		個人 コジン		中西　英之		100		個人 コジン		布　美香子		100		0		0		個人		水口　鐘昭		300

				個人 コジン		今里　精基		100		個人 コジン		中西　真奈美		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		0		0		個人		水野　梢		300

				個人 コジン		今仁　眞八郎		100		個人 コジン		中西　康代		100		個人 コジン		根岸　良実		100		0		0		個人		溝口　哲郎		300

				個人 コジン		今荘　智恵子		100		個人 コジン		中野　一憲		100		個人 コジン		根本　剛		100		0		0		個人		光藤　勲		300

				個人 コジン		今中　章弘		100		個人 コジン		中埜　雄仁		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		0		0		個人		宮川　ゆき江		300

				個人 コジン		今野　信一郎		100		個人 コジン		中野　勝弘		100		個人 コジン		野中　孝子		100		0		0		個人		宮島　与吉		300

				個人 コジン		今屋　睦男		100		個人 コジン		中野　毅彦		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		0		0		個人		宮地　文子		300

				個人 コジン		色川　学		100		個人 コジン		中野　久雄		100		個人 コジン		野村　貞子		100		0		0		個人		宮原　竜也		300

				個人 コジン		岩井　巧馬		100		個人 コジン		中野　彰浩		100		個人 コジン		野村　優子		100		0		100		個人		宮本　敦史		300

				個人 コジン		岩井田　照夫		100		個人 コジン		中野　高旭		100		個人 コジン		信森　達也		100		0		0		個人		牟田　真秀		300

				個人 コジン		岩尾　初美		100		個人 コジン		中野　晴生		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		0		100		個人		村井　志津子		300

				個人 コジン		岩切　啓二		100		個人 コジン		中野　正之		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		0		0		個人		村上　有賀里		300

				個人 コジン		岩佐　寿郎		100		個人 コジン		中野　昌晴		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		0		100		個人		村上　義男		300

				個人 コジン		岩崎　久生		100		個人 コジン		中村　明彦		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		0		0		個人		村橋　真美		300

				個人 コジン		岩崎　容子		100		個人 コジン		中村　佳代		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		0		0		個人		村本　佑太		300

				個人 コジン		岩瀬　幸恵		100		個人 コジン		中村　さよ子		100		個人 コジン		畑田　猛		100		0		100		個人		村山　優子		300

				個人 コジン		岩垂　武		100		個人 コジン		中村　茂		100		個人 コジン		畠中　修		100		0		0		個人		室井　智有		300

				個人 コジン		岩戸　孝史		100		個人 コジン		中村　司		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		0		0		個人		持田　壮司		300

				個人 コジン		岩渕　和夫		100		個人 コジン		中村　哲朗		100		個人 コジン		花内　洋		100		0		0		個人		望月　基史		300

				個人 コジン		岩本　一志		100		個人 コジン		中村　等		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		0		0		個人		望月　卓		300

				個人 コジン		尹　祥律		100		個人 コジン		中村　真吾		100		個人 コジン		花園　治郎		100		0		0		個人		元樋　俊介		300

				個人 コジン		印田　博		100		個人 コジン		中村　美穂子		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		0		0		個人		森　敦		300

				個人 コジン		宇田　誠		100		個人 コジン		中山　一弘		100		個人 コジン		花輪　誠		100		0		0		個人		森川　翔平		300

				個人 コジン		宇野　紀史		100		個人 コジン		中山　誠三		100		個人 コジン		濱口　岳		100		0		0		個人		森沢　信勝		300

				個人 コジン		鵜飼　将成		100		個人 コジン		中山　智晴		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		0		0		個人		森本　登志男		300

				個人 コジン		鵜篭　基		100		個人 コジン		中山　智裕		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		0		0		個人		森本　智弘		300

				個人 コジン		上奥　毅		100		個人 コジン		中山　浩太郎		100		個人 コジン		速水　俊一		100		0		0		個人		矢嶋　大輔		300

				個人 コジン		上垣　英聖		100		個人 コジン		中山　光一		100		個人 コジン		速水　延子		100		0		0		個人		矢部　千景		300

				個人 コジン		上川　亘		100		個人 コジン		中山　泰成		100		個人 コジン		林　貴博		100		0		0		個人		矢部　俊之		300

				個人 コジン		上島　規男		100		個人 コジン		永井　健太郎		100		個人 コジン		林　晃一		100		0		0		個人		安井　甲次		300

				個人 コジン		上田　克彦		100		個人 コジン		永瀬　章治		100		個人 コジン		林　祥介		100		0		0		個人		安井　裕美		300

				個人 コジン		上田　晃一		100		個人 コジン		永田　三枝子		100		個人 コジン		林　竜		100		0		100		個人		安川　文夫		300

				個人 コジン		上田　創平		100		個人 コジン		永戸　光生		100		個人 コジン		林　稔		100		0		0		個人		安田　伸一郎		300

				個人 コジン		上田　浩之		100		個人 コジン		長井　勝治		100		個人 コジン		林　祐葵		100		0		0		個人		安田　浩二		300

				個人 コジン		上田　眞三		100		個人 コジン		長迫　君代		100		個人 コジン		林　和子		100		0		0		個人		安部　久光		300

				個人 コジン		上田　雅治		100		個人 コジン		長澤　仁志		100		個人 コジン		原　健太郎		100		0		0		個人		安部　貞子		300

				個人 コジン		上野　惠央		100		個人 コジン		長島　健二		100		個人 コジン		原　康城		100		0		0		個人		安藤　さちみ		300

				個人 コジン		上野　敬		100		個人 コジン		長島　芳子		100		個人 コジン		原　和美		100		0		0		個人		安藤　秀信		300

				個人 コジン		上野　眞二		100		個人 コジン		長谷　善樹		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		0		0		個人		安藤　靖子		300

				個人 コジン		上野　真裕		100		個人 コジン		長谷川　信子		100		個人 コジン		原田　恭子		100		0		0		個人		安丸　輝		300

				個人 コジン		上林　重紀		100		個人 コジン		長谷川　益夫		100		個人 コジン		原田　豊		100		0		100		個人		保木本　達也		300

				個人 コジン		上村　欣司		100		個人 コジン		長谷川　諭伴		100		個人 コジン		原田　光司		100		0		100		個人		柳沼　孝治		300

				個人 コジン		上村　健		100		個人 コジン		長谷川　芳典		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		0		0		個人		柳林　広人		300

				個人 コジン		上村　菜々子		100		個人 コジン		長谷崎　拓也		100		個人 コジン		日下　耕三		100		0		0		個人		籔本　康之		300

				個人 コジン		上村　雅子		100		個人 コジン		長屋　健太郎		100		個人 コジン		日比　文博		100		0		0		個人		山上　俊之		300

				個人 コジン		上山　孝		100		個人 コジン		鍋谷　哲		100		個人 コジン		肥田　正志		100		0		0		個人		山内　義成		300

				個人 コジン		植杉　博		100		個人 コジン		並木　秀行		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		0		0		個人		山浦　英次郎		300

				個人 コジン		植田　貴彦		100		個人 コジン		波多野　裕友		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		0		0		個人		山川　智美		300

				個人 コジン		植田　康一		100		個人 コジン		成願　ひかる		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		0		0		個人		山岸　幸一		300

				個人 コジン		植本　安哉子		100		個人 コジン		難波　祐二		100		個人 コジン		東良　正人		100		0		0		個人		山岸　益男		300

				個人 コジン		植村　剛直		100		個人 コジン		二瓶　徹		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		0		0		個人		山口　アツ子		300

				個人 コジン		植山　実		100		個人 コジン		二宮　健次		100		個人 コジン		百木　薫		100		0		0		個人		山口　久美子		300

				個人 コジン		浮田　彰		100		個人 コジン		二宮　稔		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		0		0		個人		山口　雅弘		300

				個人 コジン		浮田　泰秀		100		個人 コジン		西　康栄		100		個人 コジン		平田　道晃		100		0		0		個人		山下　紘宜		300

				個人 コジン		氏家　皎		100		個人 コジン		西井　恒子		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		0		0		個人		山下　智大		300

				個人 コジン		氏家　美智子		100		個人 コジン		西岡　一美		100		個人 コジン		平松　茂之		100		0		0		個人		山下　陽子		300

				個人 コジン		氏原　浩一		100		個人 コジン		西川　徹		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		0		0		個人		山城　一郎		300

				個人 コジン		牛田　光彦		100		個人 コジン		西川　弘毅		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		0		0		個人		山田　勲		300

				個人 コジン		臼井　麻里子		100		個人 コジン		西沢　茂子		100		個人 コジン		深谷　周史		100		0		0		個人		山田　斎毅		300

				個人 コジン		臼井　秀司		100		個人 コジン		西澤　淳		100		個人 コジン		深原　一晃		100		0		0		個人		山田　茂雄		300

				個人 コジン		臼井　芳明		100		個人 コジン		西科　勝行		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		0		0		個人		山田　慎治		300

				個人 コジン		内田　大輔		100		個人 コジン		西島　美代子		100		個人 コジン		深山　泰三		100		0		0		個人		山田　宙		300

				個人 コジン		内田　貴		100		個人 コジン		西条　佳憲		100		個人 コジン		服部　克也		100		0		100		個人		山田　昌弘		300

				個人 コジン		内田　憲一		100		個人 コジン		西田　圭吾		100		個人 コジン		福井　竹師		100		0		0		個人		山田　政臣		300

				個人 コジン		内田　節子		100		個人 コジン		西田　彰吾		100		個人 コジン		福井　朋子		100		0		0		個人		山田　祐二		300

				個人 コジン		内田　敏巳		100		個人 コジン		西田　まり子		100		個人 コジン		福井　光治		100		0		0		個人		山中　克彦		300

				個人 コジン		内田　博文		100		個人 コジン		西野　泰正		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		0		0		個人		山根　充弘		300

				個人 コジン		内田　洋治		100		個人 コジン		西野　陽子		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		0		0		個人		山本　幸司		300

				個人 コジン		内田　朗久郎		100		個人 コジン		西本　恵美子		100		個人 コジン		福田　武司		100		0		0		個人		山本　展裕		300

				個人 コジン		内永　麻里子		100		個人 コジン		西本　剛		100		個人 コジン		福田　康次		100		0		0		個人		山本　博基		300

				個人 コジン		内藤　一通		100		個人 コジン		西本　正英		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		0		0		個人		山本　晴一		300

				個人 コジン		内藤　友和		100		個人 コジン		西本　良子		100		個人 コジン		福本　好史		100		0		0		個人		山本　真由美		300

				個人 コジン		内藤　裕之		100		個人 コジン		西村　一峰		100		個人 コジン		福森　清子		100		0		0		個人		山元　勝悟		300

				個人 コジン		内山　悦二		100		個人 コジン		西村　聡		100		個人 コジン		伏原　資典		100		0		0		個人		横江　良純		300

				個人 コジン		海老原　裕子		100		個人 コジン		西山　英二		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		0		0		個人		横川　一貴		300

				個人 コジン		海野　信幸		100		個人 コジン		西山　嘉彦		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		0		100		個人		横橋　学		300

				個人 コジン		梅澤　やよい		100		個人 コジン		西山　貴博		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		0		0		個人		由木　泰隆		300

				個人 コジン		梅田　俊一		100		個人 コジン		西山　統		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		0		0		個人		吉岡　敦子		300

				個人 コジン		梅本　栄治		100		個人 コジン		錦野　亮		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		0		0		個人		吉岡　照夫		300

				個人 コジン		梅本　修平		100		個人 コジン		韮沢　浩		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		0		100		個人		吉岡　秀明		300

				個人 コジン		梅村　正		100		個人 コジン		布　美香子		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		0		0		個人		吉川　順子		300

				個人 コジン		卜部　朋之		100		個人 コジン		沼田　賢一		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		0		0		個人		吉川　昭彦		300

				個人 コジン		浦田　修		100		個人 コジン		根岸　良実		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		0		0		個人		吉澤　秀郎		300

				個人 コジン		浦田　俊哉		100		個人 コジン		根本　剛		100		個人 コジン		古川　勝也		100		0		100		個人		吉田　明弘		300

				個人 コジン		浦出　佳吾		100		個人 コジン		野木森　一剛		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		0		100		個人		吉田　大和		300

				個人 コジン		浦西　琢也		100		個人 コジン		野口　誉成		100		個人 コジン		古澤　幸		100		0		0		個人		吉水　俊浩		300

				個人 コジン		瓜生　大輔		100		個人 コジン		野田　明美		100		個人 コジン		古谷　健一		100		0		0		個人		好川　智也		300

				個人 コジン		江川　裕一		100		個人 コジン		野田　祥恵		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		0		0		個人		両角　正揮		300

				個人 コジン		江口　幸治		100		個人 コジン		野田　朗		100		個人 コジン		古村　公久		100		0		-100		個人		和田　正行		300

				個人 コジン		江坂　茂		100		個人 コジン		野中　孝子		100		個人 コジン		穂坂　弘治		100		-500		-200		個人		若松　智宏		300

				個人 コジン		江坂　真直		100		個人 コジン		野仲　文子		100		個人 コジン		細川　恵多		100		0		0		個人		渡部　勝吉		300

				個人 コジン		江田　昌弘		100		個人 コジン		野村　貴宏		100		個人 コジン		細木　榮一		100		0		0		個人		渡部　正教		300

				個人 コジン		江波　仁		100		個人 コジン		野村　公盛		100		個人 コジン		細野　友孝		100		0		0		個人		渡辺　剛行		300

				個人 コジン		江野　和人		100		個人 コジン		野村　貞子		100		個人 コジン		細野　晴通		100		0		0		個人		渡辺　浩子		300

				個人 コジン		江端　祐貴		100		個人 コジン		野村　忠勝		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		0		100		個人		渡邊　文子		300

				個人 コジン		江原　一志		100		個人 コジン		野村　優子		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		0		0		個人		渡邉　良治		300		●

				個人 コジン		江原　弘隆		100		個人 コジン		信森　達也		100		個人 コジン		堀本　修		100		0		0		役職員 ヤクショクイン		ミンカブ・ジ・インフォノイド従業員持株会		300

				個人 コジン		江原　正好		100		個人 コジン		羽鳥　さやか		100		個人 コジン		本田　利彦		100		0		100		機関		ＧＭＯクリック証券株式会社		300

				個人 コジン		江部　優合		100		個人 コジン		羽鳥　隼人		100		個人 コジン		真野　徳之		100		0		0		機関		三晃証券株式会社		300

				個人 コジン		江藤　佳高		100		個人 コジン		羽藤　美恵		100		個人 コジン		間山　文昭		100		0		100		法人		有限会社アドルーク		300

				個人 コジン		江渡　大悟		100		個人 コジン		馬越　秀夫		100		個人 コジン		前田　武徳		100		0		0		法人		株式会社アベイルテクノロジー		300

				個人 コジン		榎　千枝子		100		個人 コジン		馬場　一樹		100		個人 コジン		前田　達也		100		0		0		法人		クエスト・フォー・パリティ合同会社		300

				個人 コジン		枝川　俊彦		100		個人 コジン		萩原　文枝		100		個人 コジン		前田　道治		100		0		100		法人		株式会社てるべる		300

				個人 コジン		遠地　三寧		100		個人 コジン		萩森　正仁		100		個人 コジン		前原　正一		100		-100		100		法人		平成電工株式会社		300

				個人 コジン		遠藤　とも子		100		個人 コジン		橋本　一生		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		0		100		法人		株式会社ＹＰＣ		300

				個人 コジン		遠藤　利枝		100		個人 コジン		橋本　絵里		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		0		0		機関		ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ		300

				個人 コジン		遠藤　優太		100		個人 コジン		橋本　久美子		100		個人 コジン		益田　雅生		100		0		-100		個人		マナーズ　謙蔵		300

				個人 コジン		遠藤　芳直		100		個人 コジン		橋本　知幸		100		個人 コジン		増田　義男		100		0		0		個人		井上　和也		271

				個人 コジン		尾上　欣也		100		個人 コジン		蓮野　善紀		100		個人 コジン		増平　善信		100		0		0		個人		石田　良太		250

				個人 コジン		尾形　恵美		100		個人 コジン		畑田　猛		100		個人 コジン		松岡　整		100		0		100		個人		北　真実		246

				個人 コジン		尾崎　健児		100		個人 コジン		畑中　圭介		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		0		0		個人		武下　真典		227

				個人 コジン		尾崎　富三		100		個人 コジン		畠中　修		100		個人 コジン		松坂　肇		100		0		0		個人		西本　正徳		225

				個人 コジン		尾関　啓介		100		個人 コジン		畠山　康弘		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		0		0		個人		石川　昭都		214

				個人 コジン		尾谷　憲一		100		個人 コジン		秦　悦子		100		個人 コジン		松崎　浩		100		0		0		個人		加納　武		209

				個人 コジン		尾辻　典子		100		個人 コジン		花内　洋		100		個人 コジン		松田　浩一		100		0		0		個人		尾上　泰啓		206

				個人 コジン		尾羽澤　ヒナ		100		個人 コジン		花崎　文子		100		個人 コジン		松谷　元気		100		-700		0		個人		幸重　天		204

				個人 コジン		尾畑　光哉		100		個人 コジン		花嶋　薫		100		個人 コジン		松原　輝博		100		0		0		個人		星本　祐貴		204

				個人 コジン		尾山　健司		100		個人 コジン		花園　治郎		100		個人 コジン		松原　文雄		100		0		0		個人		秋山　俊介		202

				個人 コジン		翁長　隆之		100		個人 コジン		花田　仁美		100		個人 コジン		松原　由美子		100		0		0		個人		平工　直武		202

				個人 コジン		扇澤　美智子		100		個人 コジン		花谷　泰良		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		0		0		個人		今井　陽子		201

				個人 コジン		大井　ゆかり		100		個人 コジン		花畑　雅明		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		0		100		個人		津曲　佑輔		201

				個人 コジン		大石　一穂		100		個人 コジン		花房　正子		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		0		0		個人		橋本　佳苗		201

				個人 コジン		大内　康敬		100		個人 コジン		花輪　誠		100		個人 コジン		松本　佳代		100		0		0		個人		阿部　貴文		200

				個人 コジン		大浦　陽子		100		個人 コジン		濱口　岳		100		個人 コジン		松本　賢一		100		0		0		個人		阿部　匠		200

				個人 コジン		大賀　一郎		100		個人 コジン		浜口　真吾		100		個人 コジン		松本　智子		100		0		0		個人		阿部　崇		200

				個人 コジン		大風　八重右エ門		100		個人 コジン		濱崎　勝		100		個人 コジン		松本　弘人		100		0		0		個人		相澤　美佳		200

				個人 コジン		大川原　信行		100		個人 コジン		浜砂　弘敏		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		0		0		個人		相馬　裕		200

				個人 コジン		大貫　栄		100		個人 コジン		浜田　普史		100		個人 コジン		松本　義明		100		0		0		個人		青木　智哉		200

				個人 コジン		大木　啓太郎		100		個人 コジン		濱野　芳紀		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		0		0		個人		青木　宏		200

				個人 コジン		大北　聡		100		個人 コジン		浜本　清貴		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		0		0		個人		青木　美穗子		200

				個人 コジン		大久保　友紀子		100		個人 コジン		早津　芳雄		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		0		0		個人		青島　良輔		200

				個人 コジン		大久保　昌彦		100		個人 コジン		速水　俊一		100		個人 コジン		三井　修次		100		0		100		個人		青柳　一明		200

				個人 コジン		大草　宏之		100		個人 コジン		速水　延子		100		個人 コジン		三島　融		100		0		0		個人		青柳　理奈		200

				個人 コジン		大熊　珠理香		100		個人 コジン		林　貴博		100		個人 コジン		三角　秀一		100		0		0		個人		青山　徹夫		200

				個人 コジン		大越　聰子		100		個人 コジン		林　健一		100		個人 コジン		三宅　君近		100		0		0		個人		赤松　裕樹		200

				個人 コジン		大澤　明		100		個人 コジン		林　晃一		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		0		100		個人		秋田　総理		200

				個人 コジン		大澤　幸也		100		個人 コジン		林　祥介		100		個人 コジン		三好　隼平		100		0		100		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		大澤　弘子		100		個人 コジン		林　武		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		0		0		個人		秋森　大		200

				個人 コジン		大澤　侑子		100		個人 コジン		林　竜		100		個人 コジン		道下　秀男		100		0		100		個人		秋山　正一		200

				個人 コジン		大塩　章夫		100		個人 コジン		林　成典		100		個人 コジン		道下　正志		100		0		0		個人		秋山　容平		200

				個人 コジン		大島　悦郎		100		個人 コジン		林　秀徳		100		個人 コジン		光安　裕二		100		0		0		個人		秋山　榕晶		200

				個人 コジン		大島　千鶴子		100		個人 コジン		林　稔		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		0		0		個人		浅田　浩史		200

				個人 コジン		大島　康臣		100		個人 コジン		林　祐葵		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100		0		0		個人		浅田　祐作		200

				個人 コジン		大仁　健嗣		100		個人 コジン		林　和子		100		個人 コジン		宮崎　純子		100		0		100		個人		淺野　洋次		200

				個人 コジン		大隅　陽子		100		個人 コジン		原　健太郎		100		個人 コジン		宮島　邦江		100		0		100		個人		朝井　博之		200

				個人 コジン		太田　賢治		100		個人 コジン		原　那美加		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100		0		0		個人		朝隈　卓郎		200

				個人 コジン		太田　孝男		100		個人 コジン		原　正人		100		個人 コジン		宮田　幸一		100		0		0		個人		朝原　秀太		200

				個人 コジン		大田　誠		100		個人 コジン		原　康城		100		個人 コジン		宮永　暁生		100		0		0		個人		朝村　一馬		200

				個人 コジン		太田　千菜美		100		個人 コジン		原　和美		100		個人 コジン		宮野　弘之		100		0		0		個人		旭　希佳		200

				個人 コジン		太田　竜児		100		個人 コジン		原澤　昂大		100		個人 コジン		宮前　洋子		100		-1000		100		個人		足立　邦仁		200

				個人 コジン		大田　竜也		100		個人 コジン		原田　恭子		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100		0		100		個人		足立　武志		200

				個人 コジン		太田　信行		100		個人 コジン		原田　隆徳		100		個人 コジン		村上　友洋		100		0		0		個人		味田村　一也		200

				個人 コジン		太田　弘子		100		個人 コジン		原田　豊		100		個人 コジン		村上　正治		100		0		0		個人		味村　嘉崇		200

				個人 コジン		太田　良朋		100		個人 コジン		原田　光司		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100		0		0		個人		跡上　剛		200

				個人 コジン		大高　万喜子		100		個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100		個人 コジン		村松　かお利		100		0		0		個人		天野　雄介		200

				個人 コジン		大竹　克宜		100		個人 コジン		晴山　知拓		100		個人 コジン		村山　直史		100		0		0		個人		甘利　太希裕		200

				個人 コジン		大竹　光子		100		個人 コジン		半谷　絵美		100		個人 コジン		室山　亜希子		100		0		0		個人		雨宮　武仁		200

				個人 コジン		大谷　恵子		100		個人 コジン		伴　貞俊		100		個人 コジン		望月　一司		100		0		100		個人		荒井　千鶴		200

				個人 コジン		大谷　彰		100		個人 コジン		日浅　雅人		100		個人 コジン		望月　智之		100		0		0		個人		荒木　正司		200

				個人 コジン		大谷　展央		100		個人 コジン		日下　耕三		100		個人 コジン		元森　幹夫		100		-300		-300		個人		新　徹夫		200

				個人 コジン		大谷　豊子		100		個人 コジン		日比　文博		100		個人 コジン		守屋　正敏		100		0		100		個人		新井　一男		200

				個人 コジン		大谷　真由美		100		個人 コジン		肥田　正志		100		個人 コジン		森　有理		100		0		100		個人		新井　功		200

				個人 コジン		大塚　一郎		100		個人 コジン		樋口　隆枝		100		個人 コジン		森　恵美		100		0		0		個人		新井　忠市		200

				個人 コジン		大塚　道宏		100		個人 コジン		樋口　晴文		100		個人 コジン		森　教安		100		0		0		個人		新倉　英男		200

				個人 コジン		大槻　卓		100		個人 コジン		樋口　裕之		100		個人 コジン		森　健彰		100		0		0		個人		新谷　榮		200

				個人 コジン		大槻　博幸		100		個人 コジン		東　洋子		100		個人 コジン		森　幸子		100		0		0		個人		新野　貴史		200

				個人 コジン		大槻　広行		100		個人 コジン		東谷　秀憲		100		個人 コジン		森　典男		100		0		0		個人		新野　栄一		200

				個人 コジン		大友　由臣		100		個人 コジン		東良　正人		100		個人 コジン		森岡　純子		100		-100		100		個人		新本　一行		200

				個人 コジン		大仲　有佳		100		個人 コジン		左田野　みゆき		100		個人 コジン		森崎　晃		100		0		0		個人		新元　圭子		200

				個人 コジン		大西　雄三		100		個人 コジン		百木　薫		100		個人 コジン		森田　久美子		100		0		0		個人		新元　啓文		200

				個人 コジン		大西　孝雄		100		個人 コジン		平　水美		100		個人 コジン		森野　喜義		100		0		0		個人		有方　一之		200

				個人 コジン		大西　晴雄		100		個人 コジン		平岩　由紀雄		100		個人 コジン		森本　啓二		100		0		0		個人		有川　俊朗		200

				個人 コジン		大庭　好喜		100		個人 コジン		平尾　広吉		100		個人 コジン		矢倉　淳		100		0		0		個人		有年　克浩		200

				個人 コジン		大根田　秀明		100		個人 コジン		平形　悦子		100		個人 コジン		矢島　晃		100		0		0		個人		有馬　明治		200

				個人 コジン		大野　尚		100		個人 コジン		平川　奈々子		100		個人 コジン		矢代　操		100		0		0		個人		有福　誠和		200

				個人 コジン		大野　仁久		100		個人 コジン		平川　良和		100		個人 コジン		矢田　六夫		100		0		0		個人		粟生田　佳奈子		200

				個人 コジン		大野　忠義		100		個人 コジン		平澤　亮		100		個人 コジン		矢野　江里		100		0		0		個人		粟生田　俊彦		200

				個人 コジン		大野　広人		100		個人 コジン		平田　道晃		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100		0		100		個人		井上　一大		200

				個人 コジン		大野　陽一		100		個人 コジン		平塚　英紀		100		個人 コジン		安生　啓子		100		0		100		個人		井上　将志		200

				個人 コジン		大塲　保之		100		個人 コジン		平松　茂之		100		個人 コジン		安田　伸矢		100		0		0		個人		井上　晶斗		200

				個人 コジン		大橋　亮		100		個人 コジン		平山　大介		100		個人 コジン		安田　智子		100		-100		100		個人		井上　日出夫		200

				個人 コジン		大原　嘉昭		100		個人 コジン		平山　芳信		100		個人 コジン		安達　弘		100		0		100		個人		井上　陽公		200

				個人 コジン		大平　卓弥		100		個人 コジン		広田　準		100		個人 コジン		安達　祐輔		100		0		0		個人		井上　良平		200

				個人 コジン		大平　雅輝		100		個人 コジン		広武　賢一		100		個人 コジン		安藤　恵		100		0		100		個人		井口　英雄		200

				個人 コジン		大藤　博美		100		個人 コジン		廣富　淳史		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100		0		0		個人		井之口　慶太		200

				個人 コジン		大宮　務		100		個人 コジン		広畑　聡		100		個人 コジン		安藤　正純		100		-100		100		個人		井澤　康哲		200

				個人 コジン		大森　一太郎		100		個人 コジン		廣見　剛志		100		個人 コジン		安保　克実		100		0		0		個人		井出　一晃		200

				個人 コジン		大八木　寿美		100		個人 コジン		不破　修		100		個人 コジン		保上　貴幸		100		0		0		個人		井波　久直		200

				個人 コジン		大山　裕美		100		個人 コジン		深尾　あつ子		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100		0		100		個人		井原　優一		200

				個人 コジン		大和　加代子		100		個人 コジン		深谷　周史		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100		0		0		個人		井村　幸市		200

				個人 コジン		大和　寛		100		個人 コジン		深原　一晃		100		個人 コジン		山口　トミエ		100		0		0		個人		井村　俊之		200

				個人 コジン		大和田　英弥		100		個人 コジン		深堀　勝博		100		個人 コジン		山口　陽平		100		0		0		個人		伊熊　喜久子		200

				個人 コジン		大鷲　勝正		100		個人 コジン		深山　泰三		100		個人 コジン		山崎　薫		100		0		100		個人		伊熊　睦博		200

				個人 コジン		岡井　克明		100		個人 コジン		服部　亜紀子		100		個人 コジン		山里　憲一		100		0		0		個人		伊澤　早希		200

				個人 コジン		岡内　誠治		100		個人 コジン		服部　克也		100		個人 コジン		山下　博史		100		0		0		個人		伊敷　周次郎		200

				個人 コジン		岡崎　清子		100		個人 コジン		福井　重男		100		個人 コジン		山下　秀博		100		0		100		個人		伊東　一博		200

				個人 コジン		岡崎　国雄		100		個人 コジン		福井　竹師		100		個人 コジン		山田　欣徳		100		0		0		個人		伊藤　香代子		200

				個人 コジン		岡崎　宣治		100		個人 コジン		福井　朋子		100		個人 コジン		山田　繁由		100		0		0		個人		伊藤　健		200

				個人 コジン		岡嶋　光悦		100		個人 コジン		福井　光治		100		個人 コジン		山田　昌宏		100		0		0		個人		伊藤　幸子		200

				個人 コジン		岡田　明美		100		個人 コジン		福喜多　守嘉		100		個人 コジン		山田　裕貴		100		0		0		個人		伊藤　誠		200

				個人 コジン		岡田　慧美		100		個人 コジン		福士　徳彦		100		個人 コジン		山田　類		100		0		0		個人		伊藤　誠子		200

				個人 コジン		岡田　啓介		100		個人 コジン		福島　美貴		100		個人 コジン		山中　健夫		100		0		0		個人		伊藤　崇		200

				個人 コジン		岡田　健一		100		個人 コジン		福田　鐘子		100		個人 コジン		山中　修		100		0		0		個人		伊藤　匡輝		200

				個人 コジン		岡田　宣弥		100		個人 コジン		福田　小夜子		100		個人 コジン		山根　省二		100		0		-200		個人		伊藤　司		200

				個人 コジン		岡田　匡史		100		個人 コジン		福田　武司		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100		0		0		個人		伊藤　寧彦		200

				個人 コジン		岡田　知之		100		個人 コジン		福田　雅澄		100		個人 コジン		山根　和明		100		0		0		個人		伊藤　博之		200

				個人 コジン		岡田　博		100		個人 コジン		福田　充宏		100		個人 コジン		山本　雄大		100		0		0		個人		伊藤　浩司		200

				個人 コジン		岡田　弘利		100		個人 コジン		福田　光男		100		個人 コジン		山本　治		100		0		0		個人		伊藤　保好		200

				個人 コジン		岡田　雅恵		100		個人 コジン		福田　康次		100		個人 コジン		山本　渉		100		0		0		個人		伊藤　勇二		200

				個人 コジン		岡田　容子		100		個人 コジン		福地　健太郎		100		個人 コジン		山本　丈人		100		0		0		個人		伊豆　正弘		200

				個人 コジン		岡野　拓也		100		個人 コジン		福富　勝夫		100		個人 コジン		山本　秀雄		100		0		0		個人		衣笠　学		200

				個人 コジン		岡野　武士		100		個人 コジン		福留　純一		100		個人 コジン		山本　勉		100		0		100		個人		衣奈　敬史		200

				個人 コジン		岡部　功		100		個人 コジン		福野　芳枝		100		個人 コジン		山路　智		100		0		0		個人		猪口　剛志		200

				個人 コジン		岡本　一光		100		個人 コジン		福本　正博		100		個人 コジン		山村　哲也		100		0		0		個人		猪原　弘子		200

				個人 コジン		岡本　勝		100		個人 コジン		福本　好史		100		個人 コジン		山脇　美香		100		0		0		個人		飯島　有理		200

				個人 コジン		岡本　光		100		個人 コジン		福森　清子		100		個人 コジン		湯本　義昭		100		-100		-100		個人		飯田　彰子		200

				個人 コジン		岡村　研治		100		個人 コジン		伏原　資典		100		個人 コジン		指野　俊浩		100		0		0		個人		飯田　琢斗		200

				個人 コジン		岡村　政紘		100		個人 コジン		藤井　貴之		100		個人 コジン		横田　文昭		100		0		0		個人		飯田　由美子		200

				個人 コジン		岡村　和子		100		個人 コジン		藤井　孝子		100		個人 コジン		横田　裕昭		100		0		100		個人		飯塚　貴之		200

				個人 コジン		岡安　幸男		100		個人 コジン		藤生　ゆう子		100		個人 コジン		吉岡　隆		100		0		0		個人		家田　潤一		200

				個人 コジン		岡安　勇人		100		個人 コジン		藤尾　幸史朗		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100		0		0		個人		生方　豊		200

				個人 コジン		荻野　清子		100		個人 コジン		藤川　孝夫		100		個人 コジン		吉川　佳之		100		0		100		個人		生田　浩一		200

				個人 コジン		荻原　柊羽		100		個人 コジン		藤崎　勉		100		個人 コジン		吉澤　満治		100		0		0		個人		幾谷　直也		200

				個人 コジン		奥　真吾		100		個人 コジン		藤澤　正弘		100		個人 コジン		吉田　哲也		100		0		100		個人		池内　成彦		200

				個人 コジン		奥田　圭朗		100		個人 コジン		藤嶋　大輔		100		個人 コジン		吉田　直子		100		0		0		個人		池内　裕治		200

				個人 コジン		奥田　章夫		100		個人 コジン		藤田　文		100		個人 コジン		吉田　典義		100		0		0		個人		池田　純		200

				個人 コジン		奥野　雄一		100		個人 コジン		藤野　洋一		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100		0		0		個人		池田　俊治		200

				個人 コジン		奥野　浩一		100		個人 コジン		藤原　恵美		100		個人 コジン		吉田　好惠		100		0		0		個人		池田　文香		200

				個人 コジン		奥村　亜理沙		100		個人 コジン		藤原　小百合		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100		0		0		個人		池田　令和		200

				個人 コジン		奥村　茂晃		100		個人 コジン		藤原　雅宏		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100		0		100		個人		石井　富久子		200

				個人 コジン		奥村　節子		100		個人 コジン		藤原　源二		100		個人 コジン		吉永　誠		100		0		0		個人		石井　務		200

				個人 コジン		奥村　直哉		100		個人 コジン		藤本　朱美		100		個人 コジン		吉見　浩子		100		0		0		個人		石井　祐介		200

				個人 コジン		奥村　保夫		100		個人 コジン		藤本　順一		100		個人 コジン		吉村　世子		100		0		100		個人		石王　育美		200

				個人 コジン		落合　秋人		100		個人 コジン		藤本　雅巳		100		個人 コジン		吉村　俊一		100		-100		0		個人		石川　桂子		200

				個人 コジン		落合　樹一		100		個人 コジン		藤巻　直也		100		個人 コジン		吉村　洋平		100		-100		-100		個人		石川　晋一朗		200

				個人 コジン		落部　厚志		100		個人 コジン		藤松　茂生		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100		0		100		個人		石川　隆		200

				個人 コジン		鬼塚　こゆき		100		個人 コジン		古市　久幸		100		個人 コジン		和田　幸三		100		0		0		個人		石川　文子		200

				個人 コジン		鬼塚　チヅル		100		個人 コジン		古賀　和雄		100		個人 コジン		和田　進		100		0		0		個人		石倉　祐成		200

				個人 コジン		鬼塚　義文		100		個人 コジン		古川　勝也		100		個人 コジン		和田　晴美		100		0		0		個人		石崎　輝美		200

				個人 コジン		鬼頭　伸彰		100		個人 コジン		古川　修一		100		個人 コジン		若林　一之		100		0		0		個人		石沢　美幸		200

				個人 コジン		鬼原　史行		100		個人 コジン		古越　浩幸		100		個人 コジン		若松　加代子		100		0		0		個人		石澤　義崇		200

				個人 コジン		加賀美　賢次		100		個人 コジン		古澤　幸		100		個人 コジン		脇　政雄		100		0		0		個人		石田　英介		200

				個人 コジン		加茂　章		100		個人 コジン		古田　慎一		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100		0		0		個人		石田　学		200

				個人 コジン		加納　英子		100		個人 コジン		古谷　健一		100		個人 コジン		脇田　雅代		100		0		100		個人		石田　喜博		200

				個人 コジン		加納　照之		100		個人 コジン		古谷野　晃		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100		0		0		個人		石田　恭嗣		200

				個人 コジン		加納　政之		100		個人 コジン		古橋　孝子		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100		0		0		個人		石津　宜大		200

				個人 コジン		加納　万里子		100		個人 コジン		古村　公久		100		個人 コジン		渡邊　亮		100		0		0		個人		石津　慎太郎		200

				個人 コジン		加藤　太郎		100		個人 コジン		別所　和音		100		個人 コジン		渡邉　亮		100		0		100		個人		石塚　剛史		200

				個人 コジン		加藤　桂子		100		個人 コジン		紅田　泰		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100		0		100		個人		石塚　常男		200

				個人 コジン		加藤　兼三		100		個人 コジン		星　清貴		100		法人 ホウジン		有限会社池添清掃		100		100		100		個人		石橋　美江		200

				個人 コジン		加藤　寛		100		個人 コジン		星野　まどか		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100		0		0		個人		石原　大和		200

				個人 コジン		加藤　清二		100		個人 コジン		細川　恵多		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100		0		0		個人		石松　宏一郎		200

				個人 コジン		加藤　亨		100		個人 コジン		細川　博史		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100		0		0		個人		石村　崇雅		200

				個人 コジン		加藤　栄		100		個人 コジン		細木　榮一		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100		0		0		個人		泉　貴智		200

				個人 コジン		加藤　修一		100		個人 コジン		細谷　信幸		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100		0		0		個人		磯田　聡		200

				個人 コジン		加藤　匠		100		個人 コジン		細野　友孝		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100		0		0		個人		磯部　裕和		200

				個人 コジン		加藤　隆史		100		個人 コジン		細野　晴通		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100		0		0		個人		磯前　達也		200

				個人 コジン		加藤　隆彦		100		個人 コジン		細本　翼		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100		0		0		個人		板坂　サヨ子		200

				個人 コジン		加藤　辰巳		100		個人 コジン		堀　秀行		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100		0		0		個人		板野　貴宏		200

				個人 コジン		加藤　智洋		100		個人 コジン		堀内　千夏		100		機関		ドイツ証券株式会社		100		100		100		個人		市岡　大		200

				個人 コジン		加藤　晴嗣		100		個人 コジン		堀内　勇		100		機関		ＳＭＢＣ日興証券株式会社プレミアポート口		100		0		0		個人		市川　案理		200

				個人 コジン		加藤　平原		100		個人 コジン		堀江　敏文		100		機関		立花証券株式会社		100		-100		-800		個人		市川　久		200

				個人 コジン		加藤　眞一		100		個人 コジン		堀越　圭介		100		機関		リテラ・クレア証券株式会社		92		67		-945		個人		市川　雅也		200

				個人 コジン		加藤　真弓		100		個人 コジン		堀越　孝		100		個人 コジン		宮田　三佳		75		75		75		個人		市川　康一		200

				個人 コジン		加藤　正純		100		個人 コジン		堀越　友幸		100		機関		廣田証券株式会社		64		-947		-31		個人		糸井　玲子		200

				個人 コジン		加藤　正智		100		個人 コジン		堀本　修		100		個人 コジン		天野　賢一		36		36		36		個人		稲垣　貴裕		200

				個人 コジン		加藤　美奈		100		個人 コジン		本田　利彦		100		個人 コジン		田中　淳一		33		13		33		個人		今井　周作		200

				個人 コジン		加藤　行孝		100		個人 コジン		本多　克典		100		個人 コジン		大平　正規		25		13		25		個人		今井　令子		200

				個人 コジン		加藤　芳尚		100		個人 コジン		本間　信雄		100		個人 コジン		中西　勝美		25		0		25		個人		今泉　真理		200

				個人 コジン		香川　嘉男		100		個人 コジン		本間　信弘		100		個人 コジン		柴原　康		20		20		20		個人		今岡　悦子		200

				個人 コジン		香取　孝		100		個人 コジン		真野　徳之		100		個人 コジン		渡邉　明也		20		20		20		個人		今田　善之		200

				個人 コジン		鍜治谷　重喜		100		個人 コジン		眞道　妙子		100		個人 コジン		宮本　学		15		10		15		個人		今野　裕仁		200

				個人 コジン		会沢　健作		100		個人 コジン		間山　文昭		100		個人 コジン		伊藤　康裕		13		13		13		個人		今野　良樹		200

				個人 コジン		垣内　敦朗		100		個人 コジン		前田　武徳		100		個人 コジン		金城　純一		11		2		11		個人		今村　健一		200

				個人 コジン		垣内　俊夫		100		個人 コジン		前田　達也		100		個人 コジン		市原　正幸		10		10		10		個人		今村　美紀		200

				個人 コジン		垣内　雷太		100		個人 コジン		前田　真澄		100		個人 コジン		鵜沼　雅幸		10		0		10		個人		入内島　恵子		200

				個人 コジン		覚野　博		100		個人 コジン		前田　道治		100		個人 コジン		梅田　善之		10		10		10		個人		入江　太郎		200

				個人 コジン		笠井　功		100		個人 コジン		前田　理		100		個人 コジン		岡本　正彦		10		10		10		個人		入倉　敬佑		200

				個人 コジン		笠木　雅和		100		個人 コジン		牧野　加奈		100		個人 コジン		山本　啓一		10		10		10		個人		岩尾　素光		200

				個人 コジン		笠野　理人		100		個人 コジン		牧野　國男		100		個人 コジン		亀井　文夫		10		0		0		個人		岩尾　初美		200

				個人 コジン		笠原　麻子		100		個人 コジン		槇原　恭志		100		個人 コジン		清水　敬三		10		0		10		個人		岩尾　行雄		200

				個人 コジン		笠原　亨		100		個人 コジン		益田　雅生		100		個人 コジン		竹下　智代		10		0		10		個人		岩崎　愛美		200

				個人 コジン		笠原　昌宏		100		個人 コジン		増田　久寿		100		個人 コジン		糸山　博		8		-12		8		個人		岩崎　均		200

				個人 コジン		笠原　実		100		個人 コジン		増田　義男		100		個人 コジン		足立　勝則		7		7		7		個人		岩崎　昭喜		200

				個人 コジン		笠原　靖人		100		個人 コジン		増平　善信		100		個人 コジン		原　泰之		7		0		2		個人		岩崎　仁		200

				個人 コジン		柏岡　和子		100		個人 コジン		町井　吉彦		100		個人 コジン		宮崎　一泰		6		6		6		個人		岩崎　博嗣		200

				個人 コジン		柏木　謙一郎		100		個人 コジン		松浦　慶太		100		個人 コジン		紙田　春夫		6		-1495		6		個人		岩崎　弘		200

				個人 コジン		柏木　孝夫		100		個人 コジン		松浦　行高		100		個人 コジン		佐藤　佑樹		5		5		5		個人		岩崎　充男		200

				個人 コジン		柏木　貞昭		100		個人 コジン		松尾　有祐		100		個人 コジン		田所　信幸		5		5		5		個人		岩崎　康祐		200

				個人 コジン		柏崎　真由美		100		個人 コジン		松岡　整		100		個人 コジン		伊藤　高広		5		0		2		個人		岩下　実		200

				個人 コジン		梶川　喜久枝		100		個人 コジン		松岡　磨里子		100		個人 コジン		田中　美幸		5		0		5		個人		岩下　和広		200

				個人 コジン		梶山　祥一		100		個人 コジン		松坂　肇		100		個人 コジン		濱田　正已		5		0		5		個人		岩田　俊三		200

				個人 コジン		楫　喜博		100		個人 コジン		松崎　泉帆		100		個人 コジン		田中　敏夫		4		4		4		個人		岩谷　丈一		200

				個人 コジン		樫木　栄		100		個人 コジン		松崎　浩		100		個人 コジン		森岡　茂		4		0		0		個人		岩渕　三千昭		200

				個人 コジン		樫村　尚		100		個人 コジン		松島　守男		100		個人 コジン		古川　春樹		3		3		3		個人		岩堀　美智子		200

				個人 コジン		樫村　ちひろ		100		個人 コジン		松下　桂子		100		個人 コジン		佐瀬　保		3		0		3		個人		岩本　昂大		200

				個人 コジン		樫村　和香		100		個人 コジン		松田　浩一		100		個人 コジン		大橋　昌之		2		2		2		個人		岩本　弘行		200

				個人 コジン		粕谷　浩一		100		個人 コジン		松谷　省吾		100		個人 コジン		田中　裕子		2		2		2		個人		岩本　雅昭		200

				個人 コジン		風間　逸子		100		個人 コジン		松永　郁夫		100		個人 コジン		圓谷　真		2		2		2		個人		岩本　陽子		200

				個人 コジン		風間　淳樹		100		個人 コジン		松原　一也		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2		0		2		個人		宇井　圭佑		200

				個人 コジン		片　崇		100		個人 コジン		松原　輝博		100		個人 コジン		三村　晃平		2		0		0		個人		宇都宮　康之		200

				個人 コジン		片岡　時雄		100		個人 コジン		松原　文雄		100		個人 コジン		阿部　弘		1		1		1		個人		宇名手　英樹		200

				個人 コジン		片岡　真也		100		個人 コジン		松原　勉		100		個人 コジン		赤塚　紀彦		1		1		1		個人		宇野　拓也		200

				個人 コジン		片岡　力也		100		個人 コジン		松原　由美子		100		個人 コジン		天河　和士		1		1		1		個人		上　博和		200

				個人 コジン		片倉　真帆		100		個人 コジン		松藤　圭一		100		個人 コジン		井村　豪		1		1		1		個人		上岡　勝彦		200

				個人 コジン		片平　正樹		100		個人 コジン		松藤　幸八		100		個人 コジン		飯田　剛志		1		1		1		個人		上田　英夫		200

				個人 コジン		片山　直樹		100		個人 コジン		松本　敦裕		100		個人 コジン		磯野　晋太郎		1		1		1		個人		上田　若葉		200

				個人 コジン		片山　宏二		100		個人 コジン		松本　佳代		100		個人 コジン		惠美須　淳二		1		1		1		個人		上野　俊介		200

				個人 コジン		片山　三紀		100		個人 コジン		松本　賢一		100		個人 コジン		蛯名　政之		1		1		1		個人		上宮田　源		200

				個人 コジン		片山　裕史		100		個人 コジン		松本　智子		100		個人 コジン		尾迫　篤		1		1		1		個人		上村　彩乃		200

				個人 コジン		片山　洋子		100		個人 コジン		松本　直子		100		個人 コジン		太田　武司		1		1		1		個人		上村　治睦		200

				個人 コジン		片山　芳洋		100		個人 コジン		松本　弘人		100		個人 コジン		荻野　元大		1		1		1		個人		上村　直人		200

				個人 コジン		勝俣　誠子		100		個人 コジン		松本　雅彦		100		個人 コジン		押渕　利康		1		1		1		個人		上村　浩司		200

				個人 コジン		勝俣　直樹		100		個人 コジン		松本　妙子		100		個人 コジン		神藏　隆樹		1		1		1		個人		植　英里		200

				個人 コジン		勝俣　和男		100		個人 コジン		松本　義明		100		個人 コジン		榧下　翔太		1		1		1		個人		植田　真美		200

				個人 コジン		勝山　公貴		100		個人 コジン		松丸　幸江		100		個人 コジン		川村　光		1		1		1		個人		歌岡　洋		200

				個人 コジン		桂山　和男		100		個人 コジン		松丸　高明		100		個人 コジン		北本　英司		1		1		1		個人		内田　大貴		200

				個人 コジン		叶　茂盛		100		個人 コジン		松村　直樹		100		個人 コジン		佐藤　史章		1		1		1		個人		内田　智志		200

				個人 コジン		蟹江　吉弘		100		個人 コジン		松元　南		100		個人 コジン		崎田　美和		1		1		1		個人		内藤　誠		200

				個人 コジン		蟹江　吉正		100		個人 コジン		松山　朋郁		100		個人 コジン		静　浩太		1		1		1		個人		内村　恭子		200

				個人 コジン		金　孝貞		100		個人 コジン		的野　恭一		100		個人 コジン		杉山　逸未		1		1		1		個人		内村　領		200

				個人 コジン		金井　紀雄		100		個人 コジン		的場　千鶴子		100		個人 コジン		高野　直樹		1		1		1		個人		内山　雅夫		200

				個人 コジン		金井　久幸		100		個人 コジン		的場　宏道		100		個人 コジン		竹内　佑弥		1		1		1		個人		海老沼　洋平		200

				個人 コジン		金井　龍夫		100		個人 コジン		丸井　晴樹		100		個人 コジン		館山　清彦		1		1		1		個人		海川　隆司		200

				個人 コジン		金井　成雄		100		個人 コジン		丸尾　晃一		100		個人 コジン		出井　あずさ		1		1		1		個人		海道　昌孝		200

				個人 コジン		金井　弘行		100		個人 コジン		丸山　憲子		100		個人 コジン		中島　紀伊知		1		1		1		個人		梅木　郁恵		200

				個人 コジン		金井　政之		100		個人 コジン		丸山　耕志郎		100		個人 コジン		中野　正章		1		1		1		個人		梅田　麻衣子		200

				個人 コジン		金井　理和		100		個人 コジン		三井　修次		100		個人 コジン		日比野　芽		1		1		1		個人		浦上　英之		200

				個人 コジン		金内　信治		100		個人 コジン		三上　新一		100		個人 コジン		堀川　航平		1		1		1		個人		浦田　陽子		200

				個人 コジン		金岡　麻美		100		個人 コジン		三上　景久		100		個人 コジン		増田　剛		1		1		1		個人		浦山　哲史		200

				個人 コジン		金岡　京平		100		個人 コジン		三島　浩一		100		個人 コジン		松村　哲好		1		1		1		個人		漆原　恒二		200

				個人 コジン		金岡　真央		100		個人 コジン		三島　融		100		個人 コジン		宮川　満		1		1		1		個人		漆原　由美		200

				個人 コジン		金久保　泰士		100		個人 コジン		三角　秀一		100		個人 コジン		森田　大介		1		1		1		個人		江川　和芳		200

				個人 コジン		金子　琴鶴栄		100		個人 コジン		三宅　君近		100		個人 コジン		矢田　孝介		1		1		1		個人		江口　太郎		200

				個人 コジン		金子　順子		100		個人 コジン		三宅　俊彦		100		個人 コジン		横川　広幸		1		1		1		個人		江口　順二		200

				個人 コジン		金子　富久栄		100		個人 コジン		三宅　弘晃		100		個人 コジン		渡邉　英明		1		1		1		個人		江ノ上　元		200

				個人 コジン		金子　弘子		100		個人 コジン		三觜　美穂		100		個人 コジン		相馬　康人		1		0		1		個人		江藤　雅雄		200

				個人 コジン		金子　政弘		100		個人 コジン		三好　隼平		100		個人 コジン		犬飼　理		1		-1		1		個人		頴原　隆		200

				個人 コジン		金子　美智雄		100		個人 コジン		三輪　道子		100		個人 コジン		岩見　達磨		1		0		1		個人		遠藤　修市		200

				個人 コジン		金子　由美		100		個人 コジン		水田　至		100		個人 コジン		上野　智		1		0		1		個人		遠藤　順子		200

				個人 コジン		金子　和代		100		個人 コジン		水野　征治		100		個人 コジン		大西　康嗣		1		0		1		個人		遠藤　龍成		200

				個人 コジン		金沢　詢一		100		個人 コジン		水橋　祐司		100		個人 コジン		川端　明		1		-9		1		個人		遠藤　諒		200

				個人 コジン		金沢　信幸		100		個人 コジン		溝口　伸二		100		個人 コジン		合田　悟		1		-99		-99		個人		遠藤　和世		200

				個人 コジン		金澤　ひかり		100		個人 コジン		道下　秀男		100		個人 コジン		茂木　大樹		1		0		1		個人		遠間　恵		200

				個人 コジン		金澤　正也		100		個人 コジン		道下　正志		100		個人 コジン		篠原　徹		1		0		1		個人		遠山　忠志		200

				個人 コジン		金重　貴昭		100		個人 コジン		光安　裕二		100		個人 コジン		高澤　周示		1		0		1		個人		縁本　幸蔵		200

				個人 コジン		金城　次男		100		個人 コジン		満田　慎也		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1		0		0		個人		尾崎　恭平		200

				個人 コジン		金田　明大		100		個人 コジン		南　龍秀		100		個人 コジン		仲川　清隆		1		0		1		個人		尾沢　秀春		200

				個人 コジン		金田　哲宜		100		個人 コジン		南　日出夫		100		個人 コジン		野村　崇		1		0		1		個人		緒方　研哉		200

				個人 コジン		金田　正道		100		個人 コジン		南　安代		100		個人 コジン		信江　道弘		1		0		1		個人		及川　琢磨		200

				個人 コジン		金田　義和		100		個人 コジン		南岡　幹夫		100		個人 コジン		松中　剛		1		-1		1		個人		大井　美智子		200

				個人 コジン		金谷　昂		100		個人 コジン		南垣内　哲治		100		個人 コジン		松葉　吉行		1		0		1		個人		大石　哲司		200

				個人 コジン		金原　幸子		100		個人 コジン		南雲　岑生		100		個人 コジン		宮本　政毅		1		0		1		個人		大岩　純子		200

				個人 コジン		金丸　聖司		100		個人 コジン		源田　昌弘		100		個人 コジン		湯原　悠太		1		0		0		個人		大岩　善光		200

				個人 コジン		金森　利治		100		個人 コジン		箕輪　龍之介		100												個人		大内　彩子		200

				個人 コジン		金森　泰洋		100		個人 コジン		宮内　英実		100												個人		大浦　幻		200

				個人 コジン		金山　周馬		100		個人 コジン		宮岡　築子		100												個人		大門　陽子		200

				個人 コジン		兼子　拡二		100		個人 コジン		宮越　亜紀子		100												個人		大川　淳子		200

				個人 コジン		樺山　博史		100		個人 コジン		宮崎　エミ子		100												個人		大川　祥央		200

				個人 コジン		蒲生　さちよ		100		個人 コジン		宮崎　純子		100												個人		大木　秀一		200

				個人 コジン		鎌迫　伸一		100		個人 コジン		宮島　邦江		100												個人		大木　秀春		200

				個人 コジン		鎌田　宏一		100		個人 コジン		宮城　伸尚		100												個人		大木　祐介		200

				個人 コジン		鎌田　雅史		100		個人 コジン		宮田　幸一		100												個人		大儀　健一		200

				個人 コジン		神　敏治		100		個人 コジン		宮田　義久		100												個人		大久保　日向子		200

				個人 コジン		神薗　伸二		100		個人 コジン		宮永　暁生		100												個人		大熊　教郎		200

				個人 コジン		神田　將弘		100		個人 コジン		宮野　拓		100												個人		大熊　健太郎		200

				個人 コジン		神田　和政		100		個人 コジン		宮野　弘之		100												個人		大島　卓己		200

				個人 コジン		神谷　芳子		100		個人 コジン		宮村　修美		100												個人		大島　信二		200

				個人 コジン		神鳥　勝則		100		個人 コジン		向井　弘之		100												個人		大嶋　洋平		200

				個人 コジン		神野　里奈		100		個人 コジン		向井　正治		100												個人		大関　貴臣		200

				個人 コジン		神野　保		100		個人 コジン		向田　ゆうか		100												個人		大田　憲作		200

				個人 コジン		神山　良平		100		個人 コジン		村上　辰雄		100												個人		太田　浩史		200

				個人 コジン		亀井　健一郎		100		個人 コジン		村上　友洋		100												個人		大竹　寛之		200

				個人 コジン		亀井　慎治		100		個人 コジン		村上　典子		100												個人		大竹　崇仁		200

				個人 コジン		亀井　友廣		100		個人 コジン		村上　正治		100												個人		大竹　信夫		200

				個人 コジン		亀山　弘		100		個人 コジン		村上　みどり		100												個人		大谷　澄子		200

				個人 コジン		茅根　優大		100		個人 コジン		村田　寿一郎		100												個人		大谷　真也		200

				個人 コジン		萱野　政紀		100		個人 コジン		村田　美弥		100												個人		大塚　吉伸		200

				個人 コジン		苅田　佳敏		100		個人 コジン		村松　かお利		100												個人		大塚　理紗		200

				個人 コジン		仮谷　忠昭		100		個人 コジン		村松　功子		100												個人		大坪　拓史		200

				個人 コジン		狩野　さだ江		100		個人 コジン		村山　直史		100												個人		大友　武夫		200

				個人 コジン		川上　潤		100		個人 コジン		室井　秀晴		100												個人		大友　ひかり		200

				個人 コジン		川上　けい子		100		個人 コジン		室山　亜希子		100												個人		大中　真弓		200

				個人 コジン		川上　寿雄		100		個人 コジン		目黒　健太		100												個人		大西　誠		200

				個人 コジン		川上　淳子		100		個人 コジン		望月　一司		100												個人		大西　由紀		200

				個人 コジン		川上　隆三		100		個人 コジン		望月　智之		100												個人		大橋　孝子		200

				個人 コジン		川上　哲弘		100		個人 コジン		守谷　有司		100												個人		大平　有輝		200

				個人 コジン		川上　敏夫		100		個人 コジン		守屋　正敏		100												個人		大松　勉		200

				個人 コジン		川上　浩		100		個人 コジン		森　篤大		100												個人		大森　淳平		200

				個人 コジン		川上　陽子		100		個人 コジン		森　有理		100												個人		大森　猛司		200

				個人 コジン		川合　徳明		100		個人 コジン		森　恵美		100												個人		大和田　康平		200

				個人 コジン		川崎　清人		100		個人 コジン		森　教安		100												個人		大脇　輝久		200

				個人 コジン		川崎　孝宏		100		個人 コジン		森　健彰		100												個人		大脇　秀隆		200

				個人 コジン		川嵜　博之		100		個人 コジン		森　幸子		100												個人		岡　愛		200

				個人 コジン		川崎　満		100		個人 コジン		森　敏和		100												個人		岡　貴志		200

				個人 コジン		川崎　優史		100		個人 コジン		森　典男		100												個人		岡　富保		200

				個人 コジン		川崎　義文		100		個人 コジン		森　美鈴		100												個人		岡　美代子		200

				個人 コジン		川島　正規		100		個人 コジン		森　幹雄		100												個人		岡　美穂		200

				個人 コジン		川津　久美子		100		個人 コジン		森　守		100												個人		岡崎　薫		200

				個人 コジン		川野　俊		100		個人 コジン		森崎　晃		100												個人		岡崎　圭悟		200

				個人 コジン		川原　利雄		100		個人 コジン		森澤　昭二郎		100												個人		岡田　修		200

				個人 コジン		川邉　駿		100		個人 コジン		森島　雅子		100												個人		岡田　靖雄		200

				個人 コジン		川俣　和博		100		個人 コジン		森田　久美子		100												個人		岡部　秀一		200

				個人 コジン		川村　修介		100		個人 コジン		森田　邦明		100												個人		岡部　洋輔		200

				個人 コジン		川村　洋基		100		個人 コジン		森田　誠司		100												個人		岡本　敏通		200

				個人 コジン		河内　洋海		100		個人 コジン		森野　喜義		100												個人		岡本　直樹		200

				個人 コジン		河内　良行		100		個人 コジン		森野　茂		100												個人		岡本　三喜子		200

				個人 コジン		河合　貴之		100		個人 コジン		森本　啓二		100												個人		岡村　周一		200

				個人 コジン		河合　良成		100		個人 コジン		森実　智洋		100												個人		岡村　修		200

				個人 コジン		河島　美智子		100		個人 コジン		森安　芳裕		100												個人		沖野　良和		200

				個人 コジン		河野　邦彦		100		個人 コジン		諸岡　好一		100												個人		沖見　辰則		200

				個人 コジン		河野　健太郎		100		個人 コジン		八木　規全		100												個人		置鮎　姫奈		200

				個人 コジン		河野　尚代		100		個人 コジン		八田　隆士		100												個人		奥田　剛司		200

				個人 コジン		河野　武司		100		個人 コジン		矢尾板　宏		100												個人		奥寺　英暁		200

				個人 コジン		河野　敏明		100		個人 コジン		矢倉　淳		100												個人		奥平　彰子		200

				個人 コジン		河原　ゆかり		100		個人 コジン		矢島　晃		100												個人		奥村　将悟		200

				個人 コジン		河本　英明		100		個人 コジン		矢代　操		100												個人		奥村　聖子		200

				個人 コジン		河本　誠太郎		100		個人 コジン		矢田　六夫		100												個人		奥村　浩二		200

				個人 コジン		河本　正二		100		個人 コジン		矢野　江里		100												個人		押　佐久雄		200

				個人 コジン		河村　賢		100		個人 コジン		矢吹　敏行		100												個人		落合　美香		200

				個人 コジン		河村　慎司		100		個人 コジン		安生　啓子		100												個人		鬼原　健		200

				個人 コジン		乾　旭秀		100		個人 コジン		安江　祐紀子		100												個人		女鹿　博史		200

				個人 コジン		乾　正昭		100		個人 コジン		安田　圭宏		100												個人		加茂　健太		200

				個人 コジン		乾　美宗		100		個人 コジン		安田　伸矢		100												個人		加瀬　英男		200

				個人 コジン		韓　英玉		100		個人 コジン		安達　弘		100												個人		加戸　稔		200

				個人 コジン		木賀　みゆき		100		個人 コジン		安達　祐輔		100												個人		加納　大介		200

				個人 コジン		木川　共代		100		個人 コジン		安藤　恵		100												個人		加藤　江利子		200

				個人 コジン		木川　恒男		100		個人 コジン		安藤　佳永子		100												個人		加藤　純朗		200

				個人 コジン		木暮　直子		100		個人 コジン		安藤　雅昭		100												個人		加藤　隆紀		200

				個人 コジン		木崎　信広		100		個人 コジン		安藤　若葉		100												個人		加藤　友枝		200

				個人 コジン		木下　利之		100		個人 コジン		安保　克実		100												個人		加藤　友則		200

				個人 コジン		木全　秀樹		100		個人 コジン		保泉　喜代子		100												個人		加藤　友宏		200

				個人 コジン		木谷　加代子		100		個人 コジン		保上　貴幸		100												個人		加藤　秀和		200

				個人 コジン		木谷　幸枝		100		個人 コジン		柳　友和		100												個人		加藤　正啓		200

				個人 コジン		木本　幸子		100		個人 コジン		柳沼　正俊		100												個人		加藤　正道		200

				個人 コジン		木本　千里		100		個人 コジン		柳本　雄司		100												個人		加藤　正好		200

				個人 コジン		木間塚　修		100		個人 コジン		薮田　仁司		100												個人		加藤　美代子		200

				個人 コジン		木村　勤		100		個人 コジン		山上　乃武夫		100												個人		加藤　泰司		200

				個人 コジン		木村　啓一		100		個人 コジン		山岡　功一		100												個人		加藤　吉人		200

				個人 コジン		木村　茂		100		個人 コジン		山岸　幸俊		100												個人		香月　良子		200

				個人 コジン		木村　伸也		100		個人 コジン		山口　トミエ		100												個人		香西　亮輔		200

				個人 コジン		木村　博典		100		個人 コジン		山口　元日		100												個人		垣見　昌隆		200

				個人 コジン		木村　秀樹		100		個人 コジン		山口　陽平		100												個人		垣見　和亨		200

				個人 コジン		木村　正		100		個人 コジン		山崎　薫		100												個人		柿島　勝		200

				個人 コジン		木村　正章		100		個人 コジン		山崎　浩一		100												個人		柿本　英生		200

				個人 コジン		木村　稔		100		個人 コジン		山崎　真一郎		100												個人		掛巣　裕巳		200

				個人 コジン		木村　陽一		100		個人 コジン		山崎　美幸		100												個人		陰田　隼貴		200

				個人 コジン		木村　力也		100		個人 コジン		山崎　美智子		100												個人		笠井　威		200

				個人 コジン		喜多田　和哉		100		個人 コジン		山崎　靖夫		100												個人		笠原　靖人		200

				個人 コジン		喜多村　仁司		100		個人 コジン		山崎　裕美		100												個人		梶野　浩太		200

				個人 コジン		喜多村　怜		100		個人 コジン		山里　憲一		100												個人		梶原　仁臣		200

				個人 コジン		樹森　正		100		個人 コジン		山澤　ひで子		100												個人		粕谷　健人		200

				個人 コジン		菊池　健太		100		個人 コジン		山下　潔		100												個人		風越　富子		200

				個人 コジン		菊池　彰		100		個人 コジン		山下　修作		100												個人		片石　有一		200

				個人 コジン		菊池　俊之		100		個人 コジン		山下　博史		100												個人		片山　宙明		200

				個人 コジン		菊澤　俊介		100		個人 コジン		山下　秀博		100												個人		片山　信久		200

				個人 コジン		菊澤　浩巳		100		個人 コジン		山城　真一		100												個人		勝沼　将人		200

				個人 コジン		菊田　幸		100		個人 コジン		山田　欣徳		100												個人		勝又　健児		200

				個人 コジン		菊地　雄一		100		個人 コジン		山田　敬子		100												個人		門野　竜二		200

				個人 コジン		菊地　達也		100		個人 コジン		山田　繁由		100												個人		金木　祐介		200

				個人 コジン		菊地　昌弌		100		個人 コジン		山田　修		100												個人		金子　寿賀子		200

				個人 コジン		菊地　満久		100		個人 コジン		山田　崇弘		100												個人		金子　正七		200

				個人 コジン		岸井　英男		100		個人 コジン		山田　哲也		100												個人		金澤　桐吾		200

				個人 コジン		岸井　勤		100		個人 コジン		山田　昌宏		100												個人		金澤　正章		200

				個人 コジン		岸井　慎一		100		個人 コジン		山田　裕貴		100												個人		金田一　京子		200

				個人 コジン		岸下　昇平		100		個人 コジン		山田　優子		100												個人		金森　万里子		200

				個人 コジン		岸田　隆之		100		個人 コジン		山田　類		100												個人		鏑木　洋介		200

				個人 コジン		岸本　明弘		100		個人 コジン		山谷　政人		100												個人		鎌倉　晨弥		200

				個人 コジン		岸本　有司		100		個人 コジン		山中　健夫		100												個人		鎌滝　典明		200

				個人 コジン		岸本　稔		100		個人 コジン		山中　修		100												個人		鎌村　禎英		200

				個人 コジン		北　佳治		100		個人 コジン		山中　伸爾		100												個人		神代　敏彦		200

				個人 コジン		北浦　康史		100		個人 コジン		山中　勇樹		100												個人		神田　純一		200

				個人 コジン		北川　功雄		100		個人 コジン		山根　省二		100												個人		神谷　幸彦		200

				個人 コジン		北川　セツ子		100		個人 コジン		山根　鉄郎		100												個人		神戸　一夫		200

				個人 コジン		北川　智子		100		個人 コジン		山根　和明		100												個人		神戸　浩		200

				個人 コジン		北河　育美		100		個人 コジン		山本　雄大		100												個人		神長　孝至		200

				個人 コジン		北島　靖久		100		個人 コジン		山本　希治		100												個人		神野　英範		200

				個人 コジン		北條　明		100		個人 コジン		山本　治		100												個人		神山　武		200

				個人 コジン		北出　美香		100		個人 コジン		山本　渉		100												個人		亀田　浩亮		200

				個人 コジン		北野　敦史		100		個人 コジン		山本　丈人		100												個人		川上　忠男		200

				個人 コジン		北野　紳一		100		個人 コジン		山本　博通		100												個人		川勝　俊宏		200

				個人 コジン		北野　靖典		100		個人 コジン		山本　秀雄		100												個人		川口　統		200

				個人 コジン		北村　滋規		100		個人 コジン		山本　勉		100												個人		川口　浩一		200

				個人 コジン		北村　隆幸		100		個人 コジン		山本　泰教		100												個人		川口　裕樹		200

				個人 コジン		北村　弘昭		100		個人 コジン		山路　智		100												個人		川崎　康子		200

				個人 コジン		北村　雅寛		100		個人 コジン		山村　哲也		100												個人		川崎　由佳		200

				個人 コジン		北村　芳之		100		個人 コジン		山村　靖子		100												個人		川島　百合子		200

				個人 コジン		北守　久美子		100		個人 コジン		山脇　美香		100												個人		川島　宏登		200

				個人 コジン		清瀬　彩美		100		個人 コジン		指野　俊浩		100												個人		川島　眞和		200

				個人 コジン		清原　幸江		100		個人 コジン		横井　哲郎		100												個人		川角　高久		200

				個人 コジン		清水　幾代		100		個人 コジン		横田　文昭		100												個人		川瀬　めぐみ		200

				個人 コジン		清水　亨		100		個人 コジン		横田　裕昭		100												個人		川添　誠二		200

				個人 コジン		清水　京三郎		100		個人 コジン		横山　彰裕		100												個人		川田　英人		200

				個人 コジン		清水　啓貴		100		個人 コジン		横山　竜介		100												個人		川田　文香		200

				個人 コジン		清水　里恵		100		個人 コジン		吉井　隆彦		100												個人		川端　伸悟		200

				個人 コジン		清水　茂勇		100		個人 コジン		吉岡　隆		100												個人		川端　良樹		200

				個人 コジン		清水　昭美		100		個人 コジン		吉岡　拓治		100												個人		川畑　誠		200

				個人 コジン		清水　章		100		個人 コジン		吉岡　哲也		100												個人		川本　大志		200

				個人 コジン		清水　常春		100		個人 コジン		吉岡　洋二		100												個人		川本　博之		200

				個人 コジン		清水　輝尚		100		個人 コジン		吉川　大貴		100												個人		河内　敬子		200

				個人 コジン		清水　智行		100		個人 コジン		吉川　佳之		100												個人		河合　一将		200

				個人 コジン		清水　早苗		100		個人 コジン		吉川　光志		100												個人		河合　桂輔		200

				個人 コジン		清水　秀男		100		個人 コジン		吉川　靖邦		100												個人		河野　紀子		200

				個人 コジン		清水　秀章		100		個人 コジン		吉澤　満治		100												個人		河野　清隆		200

				個人 コジン		清水　浩司		100		個人 コジン		吉澤　康夫		100												個人		河野　末嗣		200

				個人 コジン		清水　浩平		100		個人 コジン		吉田　賢司		100												個人		河野　豊勝		200

				個人 コジン		清水　マサ子		100		個人 コジン		吉田　淳之		100												個人		姜　春暉		200

				個人 コジン		清水　美香		100		個人 コジン		吉田　誠		100												個人		木下　唯彦		200

				個人 コジン		清水　康人		100		個人 コジン		吉田　武良		100												個人		木本　久子		200

				個人 コジン		清水　吉則		100		個人 コジン		吉田　哲也		100												個人		木村　久志		200

				個人 コジン		清水　芳		100		個人 コジン		吉田　俊一		100												個人		木村　公彦		200

				個人 コジン		清水口　真澄		100		個人 コジン		吉田　智		100												個人		木村　茂		200

				個人 コジン		許　蛍雪		100		個人 コジン		吉田　直子		100												個人		木村　祥雄		200

				個人 コジン		切明　貴宏		100		個人 コジン		吉田　典義		100												個人		木村　隆之		200

				個人 コジン		桐田　宣平		100		個人 コジン		吉田　博樹		100												個人		木村　哲郎		200

				個人 コジン		桐野　雅弘		100		個人 コジン		吉田　早苗		100												個人		木村　芳弘		200

				個人 コジン		桐原　理		100		個人 コジン		吉田　昌弘		100												個人		喜入　出恵		200

				個人 コジン		桐山　大輝		100		個人 コジン		吉田　好惠		100												個人		喜田　茂		200

				個人 コジン		桐山　文香		100		個人 コジン		吉竹　茂利		100												個人		喜多　豐雄		200

				個人 コジン		九鬼　大樹		100		個人 コジン		吉竹　裕子		100												個人		菊池　一寛		200

				個人 コジン		久米　博之		100		個人 コジン		吉富　康幸		100												個人		菊池　雅量		200

				個人 コジン		久野　則光		100		個人 コジン		吉永　誠		100												個人		菊地　健太郎		200

				個人 コジン		久堀　勇人		100		個人 コジン		吉野　賢治		100												個人		菊地　志津江		200

				個人 コジン		久保　一則		100		個人 コジン		吉野　次郎		100												個人		菊地　敏記		200

				個人 コジン		久保　克人		100		個人 コジン		吉見　雄三		100												個人		菊地　信男		200

				個人 コジン		久保　忠司		100		個人 コジン		吉見　浩子		100												個人		菊地　信介		200

				個人 コジン		久保内　健一		100		個人 コジン		吉村　世子		100												個人		菊地　秀雄		200

				個人 コジン		久保田　厚美		100		個人 コジン		樂満　眞知子		100												個人		菊地　由和		200

				個人 コジン		久保田　博文		100		個人 コジン		李　雄志		100												個人		岸　智治		200

				個人 コジン		久保田　守		100		個人 コジン		和泉　雅夫		100												個人		北井　宏忠		200

				個人 コジン		久我　久義		100		個人 コジン		和田　幸三		100												個人		北川　富信		200

				個人 コジン		工藤　惠治		100		個人 コジン		和田　進		100												個人		北條　広希		200

				個人 コジン		工藤　孝弘		100		個人 コジン		和田　成美		100												個人		北出　昌弘		200

				個人 コジン		工藤　由美		100		個人 コジン		和田　晴美		100												個人		北村　和也		200

				個人 コジン		玖村　孝博		100		個人 コジン		若尾　元康		100												個人		清　泰貴		200

				個人 コジン		草薙　卓郎		100		個人 コジン		若木　輝彦		100												個人		清原　教誉		200

				個人 コジン		葛　駿鋒		100		個人 コジン		若林　一之		100												個人		清水　貴志		200

				個人 コジン		葛西　健一郎		100		個人 コジン		若松　加代子		100												個人		清水　博匡		200

				個人 コジン		楠　修		100		個人 コジン		脇　政雄		100												個人		清水　浩司		200

				個人 コジン		楠　万季子		100		個人 コジン		脇坂　弘暢		100												個人		清水　康仁		200

				個人 コジン		口石　博司		100		個人 コジン		脇田　雅代		100												個人		清水　良一		200

				個人 コジン		口田　義人		100		個人 コジン		鷲見　一郎		100												個人		久田　大樹		200

				個人 コジン		國谷　祐輔		100		個人 コジン		渡部　眞由美		100												個人		久永　美砂		200

				個人 コジン		窪田　次輝		100		個人 コジン		渡辺　一宏		100												個人		久野　清孝		200

				個人 コジン		窪田　陽一		100		個人 コジン		渡邉　勝仁		100												個人		久元　祥禎		200

				個人 コジン		熊崎　茂治		100		個人 コジン		渡辺　賢		100												個人		久我　年企		200

				個人 コジン		熊代　敦		100		個人 コジン		渡邉　孔太		100												個人		草嶋　伸一		200

				個人 コジン		熊橋　佐登子		100		個人 コジン		渡辺　純子		100												個人		草別　智行		200

				個人 コジン		倉　夕子		100		個人 コジン		渡辺　聡		100												個人		葛谷　卓也		200

				個人 コジン		倉科　智		100		個人 コジン		渡辺　正巳		100												個人		葛原　崇子		200

				個人 コジン		倉嶌　喬		100		個人 コジン		渡邉　保昌		100												個人		國司　陸		200

				個人 コジン		倉島　保夫		100		個人 コジン		渡邉　優太朗		100												個人		國場　昭則		200

				個人 コジン		倉橋　敬		100		個人 コジン		渡邊　亮		100												個人		窪田　英俊		200

				個人 コジン		倉本　美樹子		100		個人 コジン		渡邉　亮		100												個人		倉持　祐一		200

				個人 コジン		倉持　繁雄		100		個人 コジン		渡辺　亮二		100												個人		栗本　広輝		200

				個人 コジン		栗島　大輔		100		個人 コジン		亘理　文夫		100												個人		栗本　康代		200

				個人 コジン		栗栖　一典		100		個人 コジン		藁科　明子		100												個人		黒川　美由紀		200

				個人 コジン		栗田　隆志		100		法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100												個人		黒木　清隆		200

				個人 コジン		栗林　千恵		100		法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100												個人		黒澤　亮		200

				個人 コジン		栗原　淳		100		法人 ホウジン		株式会社一や		100												個人		黒主　英晶		200

				個人 コジン		栗原　浩幸		100		法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100												個人		黒須　幸一		200

				個人 コジン		来住野　文雄		100		法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100												個人		黒田　国治		200

				個人 コジン		黒岩　康		100		法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100												個人		黒田　高広		200

				個人 コジン		黒木　進		100		法人 ホウジン		昭和梱包運輸株式会社		100												個人		黒田　利佳子		200

				個人 コジン		黒澤　克則		100		法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100												個人		黒田　奉宏		200

				個人 コジン		黒田　晃		100		法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100												個人		黒田　康史		200

				個人 コジン		黒田　鈴幸		100		法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100												個人		黒田　和子		200

				個人 コジン		黒田　智生		100		法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100												個人		桑原　一彦		200

				個人 コジン		黒田　祐志		100		法人 ホウジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100												個人		桑原　由美子		200

				個人 コジン		黒谷　憲一		100		機関 キカン		リテラ・クレア証券株式会社		25												個人		桑原　和幸		200

				個人 コジン		黒籔　訓弘		100		個人 コジン		中西　勝美		25												個人		結城　亮太		200

				個人 コジン		桑田　芳子		100		個人 コジン		千葉　祥子		21												個人		小池　千明		200

				個人 コジン		桑原　邦夫		100		個人 コジン		糸山　博		20												個人		小池　文明		200

				個人 コジン		桑原　弘樹		100		個人 コジン		田中　淳一		20												個人		小泉　和洋		200

				個人 コジン		郡司　啓子		100		個人 コジン		植原　暢哉		18												個人		小尾　和人		200

				個人 コジン		毛利　典夫		100		個人 コジン		大平　正規		12												個人		小貝　理敬		200

				個人 コジン		毛利　正樹		100		個人 コジン		亀井　文夫		10												個人		小形　秀勝		200

				個人 コジン		景山　靖夫		100		個人 コジン		川端　明		10												個人		小川　大貴		200

				個人 コジン		玄海　外之		100		個人 コジン		清水　敬三		10												個人		小川　邦夫		200

				個人 コジン		剱持　悠成		100		個人 コジン		小林　美都子		10												個人		小川　利果子		200

				個人 コジン		権藤　正則		100		個人 コジン		佐々木　昭		10												個人		小川　友康		200

				個人 コジン		小井土　利行		100		個人 コジン		澁谷　恵宜		10												個人		小清水　由喜子		200

				個人 コジン		小池　厚史		100		個人 コジン		竹下　智代		10												個人		小楠　宗一朗		200

				個人 コジン		小池　英人		100		個人 コジン		山口　雅幸		10												個人		小口　涼		200

				個人 コジン		小池　善大		100		個人 コジン		金城　純一		9												個人		小坂　優月		200

				個人 コジン		小池　利映		100		個人 コジン		木村　光雄		8												個人		小澤　恵子		200

				個人 コジン		小池　智浩		100		個人 コジン		若松　義男		8												個人		小澤　剛典		200

				個人 コジン		小池　正伸		100		個人 コジン		原　泰之		7												個人		小澤　輝雄		200

				個人 コジン		小池　洋子		100		個人 コジン		伊藤　高広		5												個人		小澤　和也		200

				個人 コジン		小石　隆子		100		個人 コジン		川端　義光		5												個人		小澁　高清		200

				個人 コジン		小石　好美		100		個人 コジン		住友　馨		5												個人		小島　純一		200

				個人 コジン		小石原　康夫		100		個人 コジン		田中　美幸		5												個人		小島　美保		200

				個人 コジン		小泉　弘明		100		個人 コジン		継岩　晴香		5												個人		小竹　伸一		200

				個人 コジン		小板　英男		100		個人 コジン		濱田　正已		5												個人		小谷　桂子		200

				個人 コジン		小上　勝造		100		個人 コジン		宮本　学		5												個人		小谷野　研自		200

				個人 コジン		小尾　和人		100		個人 コジン		森岡　茂		4												個人		小沼　竜也		200

				個人 コジン		小笠原　尚		100		個人 コジン		加藤　真由美		3												個人		小幡　英生		200

				個人 コジン		小形　昌樹		100		個人 コジン		佐瀬　保		3												個人		小林　大樹		200

				個人 コジン		小川　泰史		100		個人 コジン		池端　悠一郎		2												個人		小林　強志		200

				個人 コジン		小河　恭子		100		個人 コジン		犬飼　理		2												個人		小林　国広		200

				個人 コジン		小木曽　健太朗		100		個人 コジン		牧　裕幸		2												個人		小林　剛		200

				個人 コジン		小熊　靜		100		個人 コジン		松中　剛		2												個人		小林　茂		200

				個人 コジン		小材　直由		100		個人 コジン		三村　晃平		2												個人		小林　司明		200

				個人 コジン		小澤　邦彦		100		個人 コジン		相馬　康人		1												個人		小林　鶴雄		200

				個人 コジン		小澤　光二		100		個人 コジン		石橋　隆司		1												個人		小林　友香理		200

				個人 コジン		小島　一樹		100		個人 コジン		岩見　達磨		1												個人		小林　政広		200

				個人 コジン		小島　憲和		100		個人 コジン		上野　智		1												個人		小林　雅		200

				個人 コジン		小島　和明		100		個人 コジン		大川　昌高		1												個人		小林　光子		200

				個人 コジン		小関　学		100		個人 コジン		大西　康嗣		1												個人		小林　稔		200

				個人 コジン		小田　伸寛		100		個人 コジン		小田川　浩志		1												個人		小林　祐一		200

				個人 コジン		小田倉　千明		100		個人 コジン		茂木　大樹		1												個人		小俣　伸介		200

				個人 コジン		小高　健治		100		個人 コジン		篠原　徹		1												個人		小松崎　敏昭		200

				個人 コジン		小竹　寛		100		個人 コジン		高澤　周示		1												個人		小宮　賢士		200

				個人 コジン		小出　幸宏		100		個人 コジン		寺尾　雅子		1												個人		小椋　崇寛		200

				個人 コジン		小西　美貴		100		個人 コジン		仲川　清隆		1												個人		小椋　友加		200

				個人 コジン		小野　英美		100		個人 コジン		野村　崇		1												個人		小村　由樹子		200

				個人 コジン		小野　翔平		100		個人 コジン		信江　道弘		1												個人		小森　亮		200

				個人 コジン		小野　信雄		100		個人 コジン		細山　浩一		1												個人		小山　しのぶ		200

				個人 コジン		小野寺　涼		100		個人 コジン		松葉　吉行		1												個人		小山　尊久		200

				個人 コジン		小走　坦		100		個人 コジン		右高　克己		1												個人		小山　真弓		200

				個人 コジン		小早瀬　久雄		100		個人 コジン		道上　義雄		1												個人		五味　哲夫		200

				個人 コジン		小林　あかね		100		個人 コジン		宮本　政毅		1												個人		五十嵐　勲		200

				個人 コジン		小林　潤		100		個人 コジン		湯原　悠太		1												個人		五十嵐　圭偉		200

				個人 コジン		小林　英里子		100						12,979,900												個人		五十嵐　栄子		200

				個人 コジン		小林　久美子		100																		個人		五月女　聡浩		200

				個人 コジン		小林　佳代		100																		個人		呉屋　尚人		200

				個人 コジン		小林　敬司		100																		個人		後藤　毅		200

				個人 コジン		小林　しのぶ		100																		個人		合田　大樹		200

				個人 コジン		小林　修		100																		個人		合田　玉恵		200

				個人 コジン		小林　淳典		100																		個人		粉川　博明		200

				個人 コジン		小林　昭夫		100																		個人		米澤　祐介		200

				個人 コジン		小林　達也		100																		個人		米田　勝彦		200

				個人 コジン		小林　哲		100																		個人		米田　勇太		200

				個人 コジン		小林　奈々		100																		個人		米本　聡		200

				個人 コジン		小林　秀樹		100																		個人		近藤　功江		200

				個人 コジン		小林　兵寿		100																		個人		近藤　敏夫		200

				個人 コジン		小林　勉		100																		個人		近藤　正国		200

				個人 コジン		小林　美香		100																		個人		近藤　倫弥		200

				個人 コジン		小林　美子		100																		個人		紺野　慎一郎		200

				個人 コジン		小林　洋一		100																		個人		佐久間　照哉		200

				個人 コジン		小林　洋之		100																		個人		佐久間　康宏		200

				個人 コジン		小林　庸郎		100																		個人		佐多　信博		200

				個人 コジン		小原　賢一		100																		個人		佐知　チズル		200

				個人 コジン		小原　千恵子		100																		個人		佐知　義正		200

				個人 コジン		小堀　純生		100																		個人		佐伯　晃		200

				個人 コジン		小松　祐介		100																		個人		佐伯　遼		200

				個人 コジン		小森　惇史		100																		個人		佐藤　恵		200

				個人 コジン		小柳　敬右		100																		個人		佐藤　恵子		200

				個人 コジン		小柳　末雄		100																		個人		佐藤　克哉		200

				個人 コジン		小山　志穂		100																		個人		佐藤　勝		200

				個人 コジン		小山　純平		100																		個人		佐藤　貴央		200

				個人 コジン		五十嵐　淳		100																		個人		佐藤　功		200

				個人 コジン		五十嵐　利行		100																		個人		佐藤　孝		200

				個人 コジン		五十嵐　直人		100																		個人		佐藤　孝司		200

				個人 コジン		五十嵐　隼次		100																		個人		佐藤　耕太		200

				個人 コジン		五十嵐　正彦		100																		個人		佐藤　治光		200

				個人 コジン		五反田　肇		100																		個人		佐藤　昭		200

				個人 コジン		児島　伸一		100																		個人		佐藤　千枝子		200

				個人 コジン		吾藤　広夫		100																		個人		佐藤　奈月		200

				個人 コジン		後藤　大輔		100																		個人		佐藤　博宣		200

				個人 コジン		後藤　国博		100																		個人		佐藤　雅俊		200

				個人 コジン		後藤　順子		100																		個人		佐藤　実		200

				個人 コジン		後藤　哲也		100																		個人		佐藤　裕紀		200

				個人 コジン		後藤　俊英		100																		個人		佐々木　一史		200

				個人 コジン		後藤　長蔵		100																		個人		佐々木　寛		200

				個人 コジン		後藤　ひさ子		100																		個人		佐々木　祥子		200

				個人 コジン		後藤　満寿子		100																		個人		佐々木　みず葵		200

				個人 コジン		後藤　守男		100																		個人		佐々木　幹恵		200

				個人 コジン		後藤　康信		100																		個人		佐々木　勇		200

				個人 コジン		胡　瑞希		100																		個人		佐々木　亮		200

				個人 コジン		甲斐　雅幸		100																		個人		齋藤　敦子		200

				個人 コジン		合田　悟		100																		個人		齋藤　佳延		200

				個人 コジン		合田　保彦		100																		個人		齋藤　昭久		200

				個人 コジン		鴻原　秀次郎		100																		個人		齋藤　晶子		200

				個人 コジン		鴻原　茉子		100																		個人		齋藤　誠		200

				個人 コジン		穀野　研		100																		個人		斉藤　誠		200

				個人 コジン		越田　雅尚		100																		個人		齋藤　昌博		200

				個人 コジン		越智　謙次		100																		個人		齋藤　康秀		200

				個人 コジン		駒井　大輔		100																		個人		齋藤　陽介		200

				個人 コジン		駒形　敏幸		100																		個人		坂　裕和		200

				個人 コジン		米倉　宏昭		100																		個人		坂井　和久		200

				個人 コジン		米田　情一		100																		個人		坂井田　雅司		200

				個人 コジン		米田　昇市		100																		個人		坂口　淳		200

				個人 コジン		米田　和子		100																		個人		坂下　健二		200

				個人 コジン		近藤　維志		100																		個人		坂田　徹		200

				個人 コジン		近藤　恵二郎		100																		個人		坂田　洋一		200

				個人 コジン		近藤　基了		100																		個人		坂詰　俊雄		200

				個人 コジン		近藤　啓司		100																		個人		坂本　佳正		200

				個人 コジン		近藤　茂嘉		100																		個人		坂本　隆之		200

				個人 コジン		近藤　尚子		100																		個人		坂本　眞一		200

				個人 コジン		近藤　善一		100																		個人		坂本　保子		200

				個人 コジン		近藤　友也		100																		個人		坂本　芳三		200

				個人 コジン		近藤　秀明		100																		個人		堺　英二		200

				個人 コジン		近藤　正明		100																		個人		境　翔太		200

				個人 コジン		近藤　正国		100																		個人		榊原　保夫		200

				個人 コジン		佐川　健次		100																		個人		崎山　賢哉		200

				個人 コジン		佐川　雅之		100																		個人		作間　厚子		200

				個人 コジン		佐久間　潤		100																		個人		作山　隆弘		200

				個人 コジン		佐久間　弘典		100																		個人		櫻井　厚史		200

				個人 コジン		佐孝　修		100																		個人		櫻井　雅生		200

				個人 コジン		佐沢　賢治		100																		個人		櫻井　保男		200

				個人 コジン		佐竹　政子		100																		個人		笹川　邦宏		200

				個人 コジン		佐野　賀与		100																		個人		笹木　寛子		200

				個人 コジン		佐野　民三		100																		個人		笹本　隆弘		200

				個人 コジン		佐野　康子		100																		個人		里村　恒		200

				個人 コジン		佐伯　謙太郎		100																		個人		澤野　麻衣		200

				個人 コジン		佐原　克典		100																		個人		澤邉　樹里		200

				個人 コジン		佐藤　麻衣子		100																		個人		志村　陽子		200

				個人 コジン		佐藤　恵子		100																		個人		至極　英雄		200

				個人 コジン		佐藤　大輔		100																		個人		椎名　信夫		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		塩見　小百合		200

				個人 コジン		佐藤　貴之		100																		個人		重松　剛史		200

				個人 コジン		佐藤　清恵		100																		個人		静谷　光枝		200

				個人 コジン		佐藤　亨		100																		個人		篠崎　敦		200

				個人 コジン		佐藤　教子		100																		個人		篠崎　正司		200

				個人 コジン		佐藤　憲司		100																		個人		篠沢　哲		200

				個人 コジン		佐藤　功		100																		個人		篠原　基一郎		200

				個人 コジン		佐藤　朱美		100																		個人		篠原　文緒		200

				個人 コジン		佐藤　修		100																		個人		柴田　紘行		200

				個人 コジン		佐藤　誠恒		100																		個人		柴田　修智		200

				個人 コジン		佐藤　善昭		100																		個人		柴田　典寿		200

				個人 コジン		佐藤　高廣		100																		個人		柴田　浩徳		200

				個人 コジン		佐藤　隆太		100																		個人		澁谷　勝次		200

				個人 コジン		佐藤　忠彦		100																		個人		嶋　恵理子		200

				個人 コジン		佐藤　勅子		100																		個人		嶋川　兼明		200

				個人 コジン		佐藤　哲郎		100																		個人		嶋崎　朱実		200

				個人 コジン		佐藤　文美		100																		個人		嶋崎　聖子		200

				個人 コジン		佐藤　正樹		100																		個人		島田　雅樹		200

				個人 コジン		佐藤　正幸		100																		個人		下　善臣		200

				個人 コジン		佐藤　正治		100																		個人		下田　孝		200

				個人 コジン		佐藤　雅俊		100																		個人		下村　隆男		200

				個人 コジン		佐藤　実		100																		個人		十河　誠		200

				個人 コジン		佐藤　美冬		100																		個人		庄司　圭佑		200

				個人 コジン		佐藤　元三		100																		個人		白井　康介		200

				個人 コジン		佐藤　裕輔		100																		個人		白井　悠真		200

				個人 コジン		佐藤　優希		100																		個人		白石　武		200

				個人 コジン		佐々井　亮介		100																		個人		白本　周		200

				個人 コジン		佐々木　順一		100																		個人		城ヶ瀧　勝		200

				個人 コジン		佐々木　駿		100																		個人		仁平　清明		200

				個人 コジン		佐々木　丈巖		100																		個人		進藤　蓮		200

				個人 コジン		佐々木　真		100																		個人		須藤　梓		200

				個人 コジン		齋藤　愛子		100																		個人		諏訪　喜美子		200

				個人 コジン		齋藤　有紀		100																		個人		末廣　暁		200

				個人 コジン		斉藤　糸美		100																		個人		菅原　健一		200

				個人 コジン		斎藤　大貴		100																		個人		菅原　仁志		200

				個人 コジン		齋藤　貴志		100																		個人		菅原　隆一		200

				個人 コジン		斉藤　修二		100																		個人		菅本　杏梨		200

				個人 コジン		齋藤　純子		100																		個人		杉　達知		200

				個人 コジン		齋藤　卓馬		100																		個人		杉浦　加奈		200

				個人 コジン		齋藤　照男		100																		個人		杉浦　啓介		200

				個人 コジン		齊藤　利光		100																		個人		杉田　高則		200

				個人 コジン		斉藤　敏夫		100																		個人		杉野　祐司		200

				個人 コジン		斉藤　浩一		100																		個人		杉本　伸彦		200

				個人 コジン		齋藤　真吾		100																		個人		杉森　達博		200

				個人 コジン		齋藤　正明		100																		個人		杉山　楓太郎		200

				個人 コジン		斉藤　政治		100																		個人		杉山　勝行		200

				個人 コジン		齋藤　雅男		100																		個人		杉山　裕一		200

				個人 コジン		斎藤　光弘		100																		個人		杉山　玲子		200

				個人 コジン		齋藤　勇一		100																		個人		鈴木　郁雄		200

				個人 コジン		斉藤　祐一		100																		個人		鈴木　恵子		200

				個人 コジン		齋藤　庸子		100																		個人		鈴木　英人		200

				個人 コジン		斎藤　義弘		100																		個人		鈴木　太朗		200

				個人 コジン		坂井　理佳		100																		個人		鈴木　学実		200

				個人 コジン		坂口　武幸		100																		個人		鈴木　勝男		200

				個人 コジン		坂口　範光		100																		個人		鈴木　久人		200

				個人 コジン		坂口　充宏		100																		個人		鈴木　修		200

				個人 コジン		坂田　英樹		100																		個人		鈴木　翔太		200

				個人 コジン		坂田　恭子		100																		個人		鈴木　慎時		200

				個人 コジン		坂田　健治		100																		個人		鈴木　誠		200

				個人 コジン		坂田　龍太		100																		個人		鈴木　達夫		200

				個人 コジン		坂出　宜隆		100																		個人		鈴木　輝昭		200

				個人 コジン		坂本　式弘		100																		個人		鈴木　智幸		200

				個人 コジン		坂本　尚樹		100																		個人		鈴木　典子		200

				個人 コジン		坂本　紳之介		100																		個人		鈴木　雅巳		200

				個人 コジン		坂本　武英		100																		個人		鈴木　裕司		200

				個人 コジン		坂本　知子		100																		個人		鈴木　良洋		200

				個人 コジン		坂本　哲男		100																		個人		鈴木　瑠美子		200

				個人 コジン		坂本　光信		100																		個人		砂田　伸恵		200

				個人 コジン		坂本　森男		100																		個人		住ノ江　潤		200

				個人 コジン		坂本　良一		100																		個人		角田　利男		200

				個人 コジン		坂道　通乃		100																		個人		瀬川　丈貴		200

				個人 コジン		坂寄　和弘		100																		個人		瀬川　ミワ		200

				個人 コジン		坂和　祐子		100																		個人		瀬津　拓		200

				個人 コジン		阪井　洋平		100																		個人		関　洋介		200

				個人 コジン		阪本　憲亮		100																		個人		關谷　慎一		200

				個人 コジン		阪本　透		100																		個人		關根　康宏		200

				個人 コジン		境野　義孝		100																		個人		関本　義之		200

				個人 コジン		先崎　辰明		100																		個人		関村　雅和		200

				個人 コジン		崎本　キヌヱ		100																		個人		設楽　城司		200

				個人 コジン		崎本　壮		100																		個人		千田　純平		200

				個人 コジン		崎本　真由美		100																		個人		千葉　貴英		200

				個人 コジン		崎山　勝		100																		個人		千葉　京治		200

				個人 コジン		櫻井　恵里奈		100																		個人		千葉　十郎		200

				個人 コジン		櫻井　大介		100																		個人		千葉　翔太		200

				個人 コジン		櫻井　君子		100																		個人		千葉　龍矢		200

				個人 コジン		櫻井　健晴		100																		個人		千葉　トミ		200

				個人 コジン		櫻井　勉		100																		個人		曽根　康雄		200

				個人 コジン		櫻井　康隆		100																		個人		曽原　美由希		200

				個人 コジン		酒井　加奈恵		100																		個人		曽雌　隆洋		200

				個人 コジン		酒井　圭子		100																		個人		宗　雅稀		200

				個人 コジン		酒井　俊宏		100																		個人		宗像　潤		200

				個人 コジン		酒井　広信		100																		個人		傍島　武司		200

				個人 コジン		迫田　千種		100																		個人		染谷　直人		200

				個人 コジン		定森　哲男		100																		個人		染谷　元貴		200

				個人 コジン		鮫島　秀幸		100																		個人		空田　健二		200

				個人 コジン		更家　徹		100																		個人		空田　重美		200

				個人 コジン		澤　有香里		100																		個人		田上　光司		200

				個人 コジン		澤井　幹人		100																		個人		田北　真由美		200

				個人 コジン		澤田　篤志		100																		個人		田口　龍之介		200

				個人 コジン		澤田　潤		100																		個人		田口　亮		200

				個人 コジン		澤田　旋一		100																		個人		田鹿　公一		200

				個人 コジン		澤田　武		100																		個人		田尻　治郎		200

				個人 コジン		澤田　昌良		100																		個人		田代　久榮		200

				個人 コジン		澤出　元秀		100																		個人		田中　郁美		200

				個人 コジン		志賀　隆啓		100																		個人		田中　久雄		200

				個人 コジン		志柿　賢太		100																		個人		田中　久美子		200

				個人 コジン		志田　太利夫		100																		個人		田中　憲治		200

				個人 コジン		志波　勝明		100																		個人		田中　孝		200

				個人 コジン		志水　正治		100																		個人		田中　詩子		200

				個人 コジン		志村　勉		100																		個人		田中　尚識		200

				個人 コジン		志村　和久		100																		個人		田中　伸太郎		200

				個人 コジン		四方　裕輝		100																		個人		田中　誠二郎		200

				個人 コジン		椎名　隆行		100																		個人		田中　徳昭		200

				個人 コジン		椎名　徹		100																		個人		田中　広二		200

				個人 コジン		椎名　康弘		100																		個人		田中　弘		200

				個人 コジン		塩飽　晴美		100																		個人		田中　浩		200

				個人 コジン		塩入　喜久男		100																		個人		田中　歩		200

				個人 コジン		塩崎　順也		100																		個人		田中　眞理子		200

				個人 コジン		塩田　博明		100																		個人		田中　康弘		200

				個人 コジン		塩谷　泰行		100																		個人		田中　佑季		200

				個人 コジン		塩谷　祐二		100																		個人		田中　洋美		200

				個人 コジン		塩出　有希		100																		個人		田中　陽祐		200

				個人 コジン		鹿川　尚暉		100																		個人		田中　由華		200

				個人 コジン		鹿島　真理		100																		個人		田中　好次		200

				個人 コジン		鹿取　剛		100																		個人		田中丸　沙織		200

				個人 コジン		軸屋　久恵		100																		個人		田仲　純		200

				個人 コジン		軸屋　省三		100																		個人		田沼　厚人		200

				個人 コジン		重田　良明		100																		個人		田畑　晴美		200

				個人 コジン		重野　恵子		100																		個人		田邊　高広		200

				個人 コジン		重藤　靖二		100																		個人		田邊　陽一		200

				個人 コジン		重本　光則		100																		個人		田丸　昭		200

				個人 コジン		七尾　英也		100																		個人		田村　圭史		200

				個人 コジン		篠崎　光一		100																		個人		田村　幸子		200

				個人 コジン		篠塚　昭八郎		100																		個人		田村　俊夫		200

				個人 コジン		篠原　香里		100																		個人		田村　和志		200

				個人 コジン		柴内　貴彦		100																		個人		多田　文彦		200

				個人 コジン		柴田　清則		100																		個人		多古　さとみ		200

				個人 コジン		柴田　清博		100																		個人		高　敬ニ		200

				個人 コジン		柴田　穣		100																		個人		高井　光男		200

				個人 コジン		柴田　知典		100																		個人		高尾　健太郎		200

				個人 コジン		柴田　直毅		100																		個人		高尾　典子		200

				個人 コジン		柴田　真妃		100																		個人		高岡　英生		200

				個人 コジン		柴田　万紀子		100																		個人		高階　康宏		200

				個人 コジン		柴田　裕史		100																		個人		高木　宣行		200

				個人 コジン		柴原　純		100																		個人		高木　俊光		200

				個人 コジン		島岡　忠弘		100																		個人		高島　佳子		200

				個人 コジン		島岡　宏明		100																		個人		高田　兼作		200

				個人 コジン		嶋貫　伸幸		100																		個人		高田　茂治		200

				個人 コジン		島田　英男		100																		個人		高野　一有記		200

				個人 コジン		島田　克敏		100																		個人		高野　峻也		200

				個人 コジン		嶌田　健治		100																		個人		高野　光央		200

				個人 コジン		嶋田　宣之		100																		個人		高橋　一夫		200

				個人 コジン		嶋田　哲平		100																		個人		高橋　雄三		200

				個人 コジン		嶋田　美惠子		100																		個人		高橋　克大		200

				個人 コジン		島田　和紀		100																		個人		高橋　賢也		200

				個人 コジン		島津　幸子		100																		個人		高橋　幸広		200

				個人 コジン		島津　敏信		100																		個人		高橋　晃		200

				個人 コジン		島村　幸子		100																		個人		高橋　寿文		200

				個人 コジン		下川　透真		100																		個人		高橋　翔		200

				個人 コジン		下木　和敏		100																		個人		高橋　宗宏		200

				個人 コジン		下島　信男		100																		個人		高橋　鉄雄		200

				個人 コジン		下田　益		100																		個人		高橋　はな子		200

				個人 コジン		下田　美帆		100																		個人		高橋　星四		200

				個人 コジン		下牧　伸子		100																		個人		高橋　真一		200

				個人 コジン		下村　幸司		100																		個人		高橋　光寛		200

				個人 コジン		下山　裕樹		100																		個人		高橋　六郎		200

				個人 コジン		謝　作勇		100																		個人		高見　了司		200

				個人 コジン		徐　承賢		100																		個人		宝蔵寺　二重		200

				個人 コジン		徐　智源		100																		個人		瀧本　誠二		200

				個人 コジン		庄田　孝夫		100																		個人		竹井　直樹		200

				個人 コジン		白井　勝幸		100																		個人		竹内　健太		200

				個人 コジン		白井　誠		100																		個人		竹内　将訓		200

				個人 コジン		白井　宏和		100																		個人		竹内　忠範		200

				個人 コジン		白江　阿華理		100																		個人		竹内　昌平		200

				個人 コジン		白髪　貞義		100																		個人		竹内　和代		200

				個人 コジン		白木　成和		100																		個人		竹谷　孝之		200

				個人 コジン		白崎　正子		100																		個人		竹林　道夫		200

				個人 コジン		白崎　勇也		100																		個人		竹本　哲男		200

				個人 コジン		城宝　治也		100																		個人		竹村　友孝		200

				個人 コジン		城谷　龍弥		100																		個人		武井　智彦		200

				個人 コジン		城福　宏吉		100																		個人		武井　由貴子		200

				個人 コジン		甚田　行雄		100																		個人		武内　見暁		200

				個人 コジン		進　浩樹		100																		個人		武門　道子		200

				個人 コジン		須江　宏有		100																		個人		武田　有起		200

				個人 コジン		須賀　雅子		100																		個人		武谷　誠太郎		200

				個人 コジン		須賀　裕二		100																		個人		立田　宏彰		200

				個人 コジン		須賀　遥奈		100																		個人		立松　亨倫		200

				個人 コジン		須藤　恵司		100																		個人		橘　智子		200

				個人 コジン		須藤　清子		100																		個人		達　信彦		200

				個人 コジン		須藤　飛生		100																		個人		蓼沼　唯好		200

				個人 コジン		諏訪　幸		100																		個人		谷口　英子		200

				個人 コジン		鄒　紅岩		100																		個人		谷口　洸太		200

				個人 コジン		末継　忠		100																		個人		谷口　宏行		200

				個人 コジン		末長　延子		100																		個人		谷口　容子		200

				個人 コジン		末満　昌昭		100																		個人		谷山　輝		200

				個人 コジン		末吉　賢伍		100																		個人		玉井　康教		200

				個人 コジン		菅田　文夫		100																		個人		玉置　真也		200

				個人 コジン		菅谷　英治		100																		個人		玉木　将也		200

				個人 コジン		菅野　幸夫		100																		個人		玉城　善仁		200

				個人 コジン		菅野　博基		100																		個人		俵口　博之		200

				個人 コジン		菅原　敏明		100																		個人		丹治　英樹		200

				個人 コジン		菅原　陽子		100																		個人		丹羽　崇		200

				個人 コジン		杉井　臣志		100																		個人		丹羽　豊		200

				個人 コジン		杉浦　太		100																		個人		反町　達夫		200

				個人 コジン		杉浦　尚美		100																		個人		津村　武史		200

				個人 コジン		杉浦　正光		100																		個人		柘植　英明		200

				個人 コジン		杉浦　陽一		100																		個人		柘植　美由起		200

				個人 コジン		杉田　隆		100																		個人		月岡　誠彦		200

				個人 コジン		杉田　正明		100																		個人		月田　裕樹		200

				個人 コジン		杉原　天哉		100																		個人		辻　正純		200

				個人 コジン		杉原　直人		100																		個人		辻本　美穂		200

				個人 コジン		杉原　宏忠		100																		個人		辻見　亜由		200

				個人 コジン		杉本　年昭		100																		個人		土井　幸治		200

				個人 コジン		杉本　直哉		100																		個人		土居　永二		200

				個人 コジン		杉本　初代		100																		個人		土居　正幸		200

				個人 コジン		杉村　清		100																		個人		土岐　学司		200

				個人 コジン		杉山　篤		100																		個人		土橋　一彦		200

				個人 コジン		杉山　有司		100																		個人		土肥　健一郎		200

				個人 コジン		杉山　慶子		100																		個人		筒井　年栄		200

				個人 コジン		杉山　茂		100																		個人		堤　寛人		200

				個人 コジン		杉山　和枝		100																		個人		堤　冬樹		200

				個人 コジン		杉山　和孝		100																		個人		鶴田　和也		200

				個人 コジン		鈴井　伸夫		100																		個人		手塚　拓也		200

				個人 コジン		鈴木　いさみ		100																		個人		出口　広美		200

				個人 コジン		鈴木　郁雄		100																		個人		出野　里歩		200

				個人 コジン		鈴木　惠美		100																		個人		出村　勇樹		200

				個人 コジン		鈴木　大輔		100																		個人		寺井　和美		200

				個人 コジン		鈴木　克巳		100																		個人		寺岡　竜太郎		200

				個人 コジン		鈴木　キヨ子		100																		個人		寺田　龍平		200

				個人 コジン		鈴木　記代子		100																		個人		寺田　由美子		200

				個人 コジン		鈴木　基之		100																		個人		照沼　卓也		200

				個人 コジン		鈴木　君男		100																		個人		戸川　潤一		200

				個人 コジン		鈴木　清夫		100																		個人		戸川　千鶴		200

				個人 コジン		鈴木　久之		100																		個人		戸澤　信人		200

				個人 コジン		鈴木　孝幸		100																		個人		戸城　秀樹		200

				個人 コジン		鈴木　晃		100																		個人		戸部　幸子		200

				個人 コジン		鈴木　重良		100																		個人		都築　洋介		200

				個人 コジン		鈴木　誠司		100																		個人		都留　隆城		200

				個人 コジン		鈴木　千鶴子		100																		個人		登坂　裕樹		200

				個人 コジン		鈴木　荘平		100																		個人		等々力　文夫		200

				個人 コジン		鈴木　隆嗣		100																		個人		徳田　愛理		200

				個人 コジン		鈴木　武		100																		個人		徳田　佳久		200

				個人 コジン		鈴木　利奈		100																		個人		徳良　大輔		200

				個人 コジン		鈴木　敏且		100																		個人		所　洋子		200

				個人 コジン		鈴木　敏彦		100																		個人		富田　哲央		200

				個人 コジン		鈴木　奈津美		100																		個人		富永　知子		200

				個人 コジン		鈴木　能晴		100																		個人		富永　直樹		200

				個人 コジン		鈴木　宏和		100																		個人		友清　昌生		200

				個人 コジン		鈴木　まさ子		100																		個人		豊長　秀隆		200

				個人 コジン		鈴木　正美		100																		個人		鳥居　光子		200

				個人 コジン		鈴木　政夫		100																		個人		鳥海　武夫		200

				個人 コジン		鈴木　康司		100																		個人		名倉　均		200

				個人 コジン		鈴木　康真		100																		個人		那須　文江		200

				個人 コジン		鈴木　勇二		100																		個人		苗村　美紀		200

				個人 コジン		鈴木　誉子		100																		個人		中尾　直樹		200

				個人 コジン		鈴木　洋介		100																		個人		中尾　倫子		200

				個人 コジン		鈴木　由美		100																		個人		中岡　健二		200

				個人 コジン		鈴木　由美子		100																		個人		中川　紀子		200

				個人 コジン		鈴木　良介		100																		個人		中川　幸規		200

				個人 コジン		鈴木　義男		100																		個人		中川　龍太郎		200

				個人 コジン		鈴木　義行		100																		個人		中川　泰充		200

				個人 コジン		鈴木　和夫		100																		個人		中里　元		200

				個人 コジン		住田　雄祐		100																		個人		中澤　航介		200

				個人 コジン		住田　洋子		100																		個人		中島　篤人		200

				個人 コジン		住友　晋一		100																		個人		中島　一博		200

				個人 コジン		住友　雅代		100																		個人		中島　恵子		200

				個人 コジン		角谷　勝		100																		個人		中嶋　大輔		200

				個人 コジン		角谷　尚子		100																		個人		中嶋　紀子		200

				個人 コジン		角野　章之		100																		個人		中島　健司		200

				個人 コジン		世良　寛子		100																		個人		中園　妙香		200

				個人 コジン		世良　耕一		100																		個人		中田　元三		200

				個人 コジン		瀬尾　公彦		100																		個人		中谷　紀夫		200

				個人 コジン		瀬川　正昭		100																		個人		中谷　公彦		200

				個人 コジン		瀬戸　貴英		100																		個人		中谷　吉宏		200

				個人 コジン		瀬戸　ひかる		100																		個人		中地　衛		200

				個人 コジン		関　和範		100																		個人		中津川　晴通		200

				個人 コジン		関口　明		100																		個人		中所　和彦		200

				個人 コジン		関口　一郎		100																		個人		中西　晴子		200

				個人 コジン		関口　通男		100																		個人		中野　千佳		200

				個人 コジン		関根　貴広		100																		個人		中野　豊		200

				個人 コジン		関根　達也		100																		個人		中東　忍		200

				個人 コジン		関藤　稔弘		100																		個人		中平　充		200

				個人 コジン		芹澤　賢司		100																		個人		中丸　豪		200

				個人 コジン		千代岡　邦美		100																		個人		中村　愛弓		200

				個人 コジン		千田　英樹		100																		個人		中村　一敬		200

				個人 コジン		千葉　哲二		100																		個人		中村　佳代		200

				個人 コジン		千葉　正美		100																		個人		中村　幸子		200

				個人 コジン		千葉　亘		100																		個人		中村　幸平		200

				個人 コジン		千藤　晃弘		100																		個人		中村　栄一		200

				個人 コジン		仙波　剛芳		100																		個人		中村　淳		200

				個人 コジン		曽根　君子		100																		個人		中村　将俊		200

				個人 コジン		曽宮　秀和		100																		個人		中村　隆之		200

				個人 コジン		曽山　加代		100																		個人		中村　浩		200

				個人 コジン		惣部　勝美		100																		個人		中村　文彦		200

				個人 コジン		添川　泰大		100																		個人		中村　真由美		200

				個人 コジン		添木　稔		100																		個人		中村　雅彦		200

				個人 コジン		添田　安彦		100																		個人		中村　凌		200

				個人 コジン		袖澤　純		100																		個人		中村　和喜		200

				個人 コジン		袖山　丈也		100																		個人		中山　紀美江		200

				個人 コジン		外池　貴志		100																		個人		中山　久代		200

				個人 コジン		園山　万里		100																		個人		中山　真一		200

				個人 コジン		染谷　佳参		100																		個人		中山　康幸		200

				個人 コジン		染谷　秀樹		100																		個人		永井　学		200

				個人 コジン		田枝　覚子		100																		個人		永川　善久		200

				個人 コジン		田川　稜		100																		個人		永島　政次		200

				個人 コジン		田口　民子		100																		個人		永瀬　正喜		200

				個人 コジン		田結庄　暁子		100																		個人		永田　未羽		200

				個人 コジン		田結庄　溥之		100																		個人		永長　裕治		200

				個人 コジン		田島　達		100																		個人		永安　清太郎		200

				個人 コジン		田島　のり子		100																		個人		永山　榮一		200

				個人 コジン		田島　典泰		100																		個人		仲田　米太		200

				個人 コジン		田島　正彦		100																		個人		仲村渠　健		200

				個人 コジン		田島　裕士		100																		個人		長井　悠佑		200

				個人 コジン		田尻　和敏		100																		個人		長岡　廣子		200

				個人 コジン		田代　清		100																		個人		長坂　香緒留		200

				個人 コジン		田代　直秀		100																		個人		長島　博務		200

				個人 コジン		田代　雅門		100																		個人		長谷川　敦子		200

				個人 コジン		田立　知路		100																		個人		長谷川　琴葉		200

				個人 コジン		田谷　文子		100																		個人		長谷川　重治郎		200

				個人 コジン		田中　葵偉		100																		個人		長谷川　尚美		200

				個人 コジン		田中　一成		100																		個人		長谷川　雅章		200

				個人 コジン		田中　一典		100																		個人		長谷川　美沙緒		200

				個人 コジン		田中　加奈		100																		個人		長沼　真		200

				個人 コジン		田中　勝政		100																		個人		長沼　和行		200

				個人 コジン		田中　樹希		100																		個人		長橋　郁子		200

				個人 コジン		田中　久雄		100																		個人		長命　勇士		200

				個人 コジン		田中　久治		100																		個人		成清　心悠		200

				個人 コジン		田中　啓一		100																		個人		成田　翔太		200

				個人 コジン		田中　公太		100																		個人		成冨　寛子		200

				個人 コジン		田中　孝司		100																		個人		鳴瀬　斉		200

				個人 コジン		田中　菜乃春		100																		個人		難波　拓也		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		難波　宏晃		200

				個人 コジン		田中　茂		100																		個人		二丹田　裕美		200

				個人 コジン		田中　修司		100																		個人		二野宮　亮		200

				個人 コジン		田中　順子		100																		個人		西　真人		200

				個人 コジン		田中　章一		100																		個人		西明　剛		200

				個人 コジン		田中　章夫		100																		個人		西井　康裕		200

				個人 コジン		田中　武司		100																		個人		西尾　隆久		200

				個人 コジン		田中　博		100																		個人		西尾　正行		200

				個人 コジン		田中　早乙女		100																		個人		西川　邦夫		200

				個人 コジン		田中　秀夫		100																		個人		西窪　隆仁		200

				個人 コジン		田中　雅恵		100																		個人		西田　和子		200

				個人 コジン		田中　瑞穂		100																		個人		西野　僚太		200

				個人 コジン		田中　やす子		100																		個人		西原　正武		200

				個人 コジン		田中　由香		100																		個人		西槙　康博		200

				個人 コジン		田中　礼子		100																		個人		西村　國男		200

				個人 コジン		田野　尚彦		100																		個人		西村　照美		200

				個人 コジン		田端　睦毅		100																		個人		西森　有紀		200

				個人 コジン		田畑　裕康		100																		個人		錦織　拓也		200

				個人 コジン		田伐　智		100																		個人		廿千　邦正		200

				個人 コジン		田原　紀美子		100																		個人		沼田　綾子		200

				個人 コジン		田原　豊治		100																		個人		根木　正次		200

				個人 コジン		田部　順		100																		個人		根本　達也		200

				個人 コジン		田渕　耕太		100																		個人		野口　宗迪		200

				個人 コジン		田辺　基益		100																		個人		野崎　翔平		200

				個人 コジン		田邉　規幸		100																		個人		野澤　大輔		200

				個人 コジン		田村　一平		100																		個人		野澤　孝征		200

				個人 コジン		田村　英雄		100																		個人		野澤　聡矩		200

				個人 コジン		田村　俊介		100																		個人		野島　邦治		200

				個人 コジン		田村　直樹		100																		個人		野田　敦史		200

				個人 コジン		田村　義弘		100																		個人		野田　拓海		200

				個人 コジン		田村　和重		100																		個人		野本　梨沙子		200

				個人 コジン		多賀　善治		100																		個人		野路　伸一		200

				個人 コジン		多田　建二		100																		個人		野村　昌志		200

				個人 コジン		高井良　義茂		100																		個人		納庄　弘一		200

				個人 コジン		高尾　勝治		100																		個人		納本　博好		200

				個人 コジン		高岡　幸一		100																		個人		羽野　修平		200

				個人 コジン		高岡　しおり		100																		個人		馬田　昭		200

				個人 コジン		高階　一郎		100																		個人		袴田　竜太		200

				個人 コジン		高風　和代		100																		個人		萩原　秀晴		200

				個人 コジン		高木　勝成		100																		個人		橋口　隼人		200

				個人 コジン		高木　奏絵		100																		個人		橋本　竜		200

				個人 コジン		高木　眞人		100																		個人		橋本　朋子		200

				個人 コジン		高儀　規夫		100																		個人		橋本　政幸		200

				個人 コジン		高倉　宏		100																		個人		橋本　優美子		200

				個人 コジン		高坂　伸也		100																		個人		蓮井　統		200

				個人 コジン		高崎　邦香		100																		個人		畑　利男		200

				個人 コジン		高崎　守		100																		個人		畑　信幸		200

				個人 コジン		高島　考司		100																		個人		畑山　秀樹		200

				個人 コジン		高島　慎太郎		100																		個人		初沢　久美子		200

				個人 コジン		高島　稚子		100																		個人		初谷　優		200

				個人 コジン		高嶋　和成		100																		個人		花城　真嗣		200

				個人 コジン		高城　尚久		100																		個人		浜口　亮太		200

				個人 コジン		高瀬　久美子		100																		個人		濱田　貴大		200

				個人 コジン		高瀬　昭夫		100																		個人		浜田　慶祐		200

				個人 コジン		高瀨　亮		100																		個人		浜田　修		200

				個人 コジン		高関　博志		100																		個人		浜田　二美香		200

				個人 コジン		高田　佳正		100																		個人		濱田　和宏		200

				個人 コジン		高田　晋司		100																		個人		濱本　剛史		200

				個人 コジン		高田　晴貴		100																		個人		早川　恭生		200

				個人 コジン		高田　光一		100																		個人		早野　勉		200

				個人 コジン		高田　裕之		100																		個人		林　淳輔		200

				個人 コジン		高取　望		100																		個人		林　法男		200

				個人 コジン		高梨　艶玉		100																		個人		林　和輝		200

				個人 コジン		高野　淳一		100																		個人		原　重久		200

				個人 コジン		高野　章		100																		個人		原　智康		200

				個人 コジン		高野　辰二		100																		個人		原　典子		200

				個人 コジン		高野　万利子		100																		個人		原　由紀枝		200

				個人 コジン		高野　和代		100																		個人		原島　良平		200

				個人 コジン		高羽　千秋		100																		個人		原田　滉士		200

				個人 コジン		高橋　一幸		100																		個人		原田　康平		200

				個人 コジン		高橋　瑛士		100																		個人		榛葉　邦和		200

				個人 コジン		高橋　勝美		100																		個人		春野　友哉		200

				個人 コジン		高橋　君子		100																		個人		春日　光広		200

				個人 コジン		高橋　幸子		100																		個人		春見　誠		200

				個人 コジン		高橋　里枝		100																		個人		日暮　滉将		200

				個人 コジン		高橋　翔馬		100																		個人		枇榔　秀実		200

				個人 コジン		高橋　千珠		100																		個人		樋口　秀成		200

				個人 コジン		高橋　崇一		100																		個人		東　亜由美		200

				個人 コジン		高橋　直樹		100																		個人		東　賢一		200

				個人 コジン		高橋　典良		100																		個人		東　すみえ		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		東　優佳		200

				個人 コジン		高橋　博		100																		個人		東海林　康平		200

				個人 コジン		高橋　秀幸		100																		個人		東谷　堅		200

				個人 コジン		高橋　広篤		100																		個人		平井　すみ子		200

				個人 コジン		高橋　弘		100																		個人		平尾　長男		200

				個人 コジン		高橋　正明		100																		個人		平尾　行正		200

				個人 コジン		高橋　正雄		100																		個人		平川　知子		200

				個人 コジン		高橋　裕		100																		個人		平木　陽		200

				個人 コジン		高橋　洋		100																		個人		平野　健三		200

				個人 コジン		高林　嘉男		100																		個人		平野　誠		200

				個人 コジン		高見　知子		100																		個人		平野　崇		200

				個人 コジン		高宮　慎介		100																		個人		平野　雅樹		200

				個人 コジン		高村　恵子		100																		個人		平松　和代		200

				個人 コジン		高守　るみ子		100																		個人		平山　誠		200

				個人 コジン		高安　律子		100																		個人		広井　さえ子		200

				個人 コジン		寶道　勝		100																		個人		廣瀬　仁美		200

				個人 コジン		宝道　千枝子		100																		個人		廣瀬　光成		200

				個人 コジン		滝沢　敏夫		100																		個人		部谷　和也		200

				個人 コジン		竹内　栄治		100																		個人		深井　孝治		200

				個人 コジン		竹内　誠治		100																		個人		服部　愛		200

				個人 コジン		竹内　丈志		100																		個人		服部　篤史		200

				個人 コジン		竹内　光男		100																		個人		服部　治光		200

				個人 コジン		竹内　芳信		100																		個人		服部　慎一		200

				個人 コジン		竹岡　美恵		100																		個人		服部　智帆		200

				個人 コジン		竹之内　達生		100																		個人		服部　美穂		200

				個人 コジン		竹田　寛治		100																		個人		福井　敦也		200

				個人 コジン		竹田　泰昭		100																		個人		福田　健悟		200

				個人 コジン		竹谷　直樹		100																		個人		福田　悟		200

				個人 コジン		竹中　章浩		100																		個人		福田　由美枝		200

				個人 コジン		竹中　美希		100																		個人		福長　萬紀子		200

				個人 コジン		竹ノ内　和樹		100																		個人		福本　哲也		200

				個人 コジン		竹野　幸雄		100																		個人		福間　大祐		200

				個人 コジン		竹村　昌司		100																		個人		藤井　翔		200

				個人 コジン		竹森　知		100																		個人		藤井　昇		200

				個人 コジン		武井　賢一		100																		個人		藤岡　幹明		200

				個人 コジン		武内　由美子		100																		個人		藤崎　武		200

				個人 コジン		武川　和美		100																		個人		藤澤　正弘		200

				個人 コジン		武重　雄介		100																		個人		藤代　峻輔		200

				個人 コジン		武田　春美		100																		個人		藤田　啓		200

				個人 コジン		武田　冬彦		100																		個人		藤田　護		200

				個人 コジン		武田　祐子		100																		個人		藤田　知倫		200

				個人 コジン		武藤　史行		100																		個人		藤田　智子		200

				個人 コジン		但馬　聡		100																		個人		藤田　雅弘		200

				個人 コジン		忠垣　信次郎		100																		個人		藤田　八十仁		200

				個人 コジン		立石　禮子		100																		個人		藤田　泰		200

				個人 コジン		立川　裕子		100																		個人		藤田　康弘		200

				個人 コジン		立花　登		100																		個人		藤田　和弘		200

				個人 コジン		立松　亨倫		100																		個人		藤野　義弘		200

				個人 コジン		立森　真		100																		個人		藤原　佳恵子		200

				個人 コジン		橘　光博		100																		個人		藤原　獎太		200

				個人 コジン		辰　哲也		100																		個人		藤原　眞由美		200

				個人 コジン		巽　英司		100																		個人		藤原　正也		200

				個人 コジン		谷川　英二		100																		個人		藤原　稔		200

				個人 コジン		谷川　悦子		100																		個人		藤本　勝也		200

				個人 コジン		谷口　雄介		100																		個人		藤本　龍		200

				個人 コジン		谷口　貴洋		100																		個人		藤間　弘晃		200

				個人 コジン		谷口　博昭		100																		個人		藤巻　徹		200

				個人 コジン		谷田部　大海		100																		個人		舩川　優		200

				個人 コジン		谷藤　政明		100																		個人		舩戸　翔平		200

				個人 コジン		谷本　達哉		100																		個人		古賀　丈士		200

				個人 コジン		谷山　風花		100																		個人		古賀　丈富		200

				個人 コジン		谷山　輝		100																		個人		古賀　信吾		200

				個人 コジン		谷山　歩		100																		個人		古川　茂		200

				個人 コジン		谷好　弘章		100																		個人		古川　和広		200

				個人 コジン		種岡　誠司		100																		個人		古田　昌也		200

				個人 コジン		玉井　道裕		100																		個人		古橋　達也		200

				個人 コジン		玉川　朋成		100																		個人		古橋　信一		200

				個人 コジン		玉木　有一		100																		個人		古畑　敦司		200

				個人 コジン		玉木　達郎		100																		個人		古森　政作		200

				個人 コジン		玉澤　禎顕		100																		個人		別府　翔太朗		200

				個人 コジン		為我井　章		100																		個人		紅林　知子		200

				個人 コジン		丹羽　広平		100																		個人		星　健太		200

				個人 コジン		地曳　多三郎		100																		個人		細田　恭子		200

				個人 コジン		知久　美緒		100																		個人		細田　義裕		200

				個人 コジン		知野見　恵美		100																		個人		細見　智		200

				個人 コジン		茶木　和久		100																		個人		堀　利吏		200

				個人 コジン		津川　雅彦		100																		個人		堀池　弘樹		200

				個人 コジン		津嶋　茂樹		100																		個人		堀口　浩美		200

				個人 コジン		津田　智規		100																		個人		本末　光		200

				個人 コジン		津野　琢哉		100																		個人		本杉　正則		200

				個人 コジン		津村　克彦		100																		個人		本瀬　有司		200

				個人 コジン		津々木　ひとみ		100																		個人		本田　淳		200

				個人 コジン		塚田　擴		100																		個人		本多　笑子		200

				個人 コジン		塚田　万友美		100																		個人		本橋　晋		200

				個人 コジン		塚野　旬		100																		個人		真柄　明斗		200

				個人 コジン		塚本　進		100																		個人		眞子　行敬		200

				個人 コジン		辻　忠亮		100																		個人		真鍋　とめ子		200

				個人 コジン		辻　直樹		100																		個人		摩嶋　竜生		200

				個人 コジン		辻　美稚子		100																		個人		前川　浩一		200

				個人 コジン		辻　勇樹		100																		個人		前嶌　雅三		200

				個人 コジン		辻本　英樹		100																		個人		前田　薫		200

				個人 コジン		辻村　茂男		100																		個人		前田　隆則		200

				個人 コジン		辻元　美穂		100																		個人		前田　雅史		200

				個人 コジン		土井　聡史		100																		個人		前田　光之		200

				個人 コジン		土澤　康之		100																		個人		前野　貴弘		200

				個人 コジン		土志田　千秋		100																		個人		牧野　恵子		200

				個人 コジン		土田　美代子		100																		個人		牧野　基		200

				個人 コジン		土谷　康宏		100																		個人		牧野　将太		200

				個人 コジン		土屋　君子		100																		個人		幕内　聡		200

				個人 コジン		土屋　憲治		100																		個人		舛田　亜紀子		200

				個人 コジン		土屋　孝		100																		個人		升田　敦子		200

				個人 コジン		土屋　志郎		100																		個人		増子　耕太郎		200

				個人 コジン		土屋　翔		100																		個人		増田　真也		200

				個人 コジン		土屋　泰臣		100																		個人		増竹　徹		200

				個人 コジン		常川　猛		100																		個人		町田　幸織		200

				個人 コジン		椿　眞由美		100																		個人		町田　正光		200

				個人 コジン		椿井　信仁		100																		個人		松井　憲司		200

				個人 コジン		坪田　彰三		100																		個人		松井　幸子		200

				個人 コジン		艶島　悠介		100																		個人		松上　潤子		200

				個人 コジン		釣井　裕紀		100																		個人		松浦　大樹		200

				個人 コジン		鶴木　雄太		100																		個人		松浦　靖		200

				個人 コジン		鶴子　正明		100																		個人		松尾　明美		200

				個人 コジン		鶴田　博昭		100																		個人		松岡　太一		200

				個人 コジン		鶴谷　秀俊		100																		個人		松岡　千裕		200

				個人 コジン		鶴巻　辰紘		100																		個人		松沢　佑太		200

				個人 コジン		手錢　孝介		100																		個人		松下　明美		200

				個人 コジン		手束　嘉孝		100																		個人		松田　昊大		200

				個人 コジン		手塚　正明		100																		個人		松田　敏弘		200

				個人 コジン		寺井　敏雄		100																		個人		松戸　和規		200

				個人 コジン		寺内　麻実子		100																		個人		松永　瞬		200

				個人 コジン		寺内　実		100																		個人		松永　春夫		200

				個人 コジン		寺尾　シヅ子		100																		個人		松野　貴教		200

				個人 コジン		寺尾　浩一		100																		個人		松野　茂		200

				個人 コジン		寺尾　美有紀		100																		個人		松野　雅人		200

				個人 コジン		寺崎　信義		100																		個人		松林　辰祐		200

				個人 コジン		寺嶌　美佐保		100																		個人		松原　忠興		200

				個人 コジン		寺田　尚平		100																		個人		松本　強		200

				個人 コジン		寺田　侑介		100																		個人		松本　幸也		200

				個人 コジン		寺本　洋		100																		個人		松本　哲周		200

				個人 コジン		戸嶋　美千子		100																		個人		松本　哲也		200

				個人 コジン		戸谷　健治		100																		個人		松本　良浩		200

				個人 コジン		戸谷　富夫		100																		個人		松山　たづ子		200

				個人 コジン		戸部　幸子		100																		個人		丸山　暁子		200

				個人 コジン		刀祢　定一		100																		個人		丸山　香純		200

				個人 コジン		唐木　昭広		100																		個人		丸山　孝一		200

				個人 コジン		唐沢　宇傑		100																		個人		丸山　典晃		200

				個人 コジン		通阪　純也		100																		個人		圓酒　元希		200

				個人 コジン		鴇田　かつ子		100																		個人		萬部　寛子		200

				個人 コジン		徳網　恵美子		100																		個人		三上　一		200

				個人 コジン		徳井　魅菜		100																		個人		三浦　啓一		200

				個人 コジン		徳永　剛太		100																		個人		三浦　秀平		200

				個人 コジン		徳光　一夫		100																		個人		三浦　洋二		200

				個人 コジン		殿勝　加奈子		100																		個人		三木　康弘		200

				個人 コジン		飛田　翔		100																		個人		三國　克紘		200

				個人 コジン		富尾　秋洋		100																		個人		三國　公稔		200

				個人 コジン		冨岡　敦		100																		個人		三柴　重夫		200

				個人 コジン		冨岡　要		100																		個人		三島　宣明		200

				個人 コジン		富岡　百合子		100																		個人		三嶋　ふき子		200

				個人 コジン		富倉　康雄		100																		個人		三宅　謙一郎		200

				個人 コジン		富田　勲		100																		個人		三ツ矢　憲史		200

				個人 コジン		冨田　将典		100																		個人		三橋　敬一		200

				個人 コジン		富田　忠		100																		個人		三好　啓友		200

				個人 コジン		冨田　美鈴		100																		個人		三好　浩子		200

				個人 コジン		富田　和枝		100																		個人		水上　正男		200

				個人 コジン		冨永　直彦		100																		個人		水谷　友繁		200

				個人 コジン		冨永　秀郎		100																		個人		水谷　真奈美		200

				個人 コジン		富元　雄大		100																		個人		水野　廣秋		200

				個人 コジン		富山　貴美		100																		個人		水本　恭子		200

				個人 コジン		冨山　亮太		100																		個人		水村　由利江		200

				個人 コジン		友澤　慎也		100																		個人		溝口　貴亮		200

				個人 コジン		豊嶋　史哲		100																		個人		溝口　志樹		200

				個人 コジン		豊島　隆		100																		個人		溝辺　馨		200

				個人 コジン		豊嶋　元		100																		個人		道祖土　幸裕		200

				個人 コジン		豊田　治男		100																		個人		南　誠志		200

				個人 コジン		豊田　敏志		100																		個人		南出　紘孝		200

				個人 コジン		豊田　富美代		100																		個人		南平　勇武		200

				個人 コジン		豊原　誉志恵		100																		個人		峯山　瑞生		200

				個人 コジン		虎尾　榮一		100																		個人		宮之前　和也		200

				個人 コジン		鳥井　雅之		100																		個人		宮坂　一男		200

				個人 コジン		鳥居　正幸		100																		個人		宮崎　壮矢		200

				個人 コジン		鳥家　正美		100																		個人		宮崎　優子		200

				個人 コジン		鳥越　厚子		100																		個人		宮里　翔子		200

				個人 コジン		那須　慎一		100																		個人		宮沢　慈大		200

				個人 コジン		奈良　泰之		100																		個人		宮下　凱成		200

				個人 コジン		中　宗一郎		100																		個人		宮田　茂雄		200

				個人 コジン		中井　隆夫		100																		個人		宮武　正		200

				個人 コジン		中井　隆行		100																		個人		宮野　秀基		200

				個人 コジン		中尾　正実		100																		個人		宮本　隆		200

				個人 コジン		中川　英樹		100																		個人		牟田口　玲奈		200

				個人 コジン		中川　英士		100																		個人		向畑　幸子		200

				個人 コジン		中川　久恵		100																		個人		椋本　豊		200

				個人 コジン		中川　志伸		100																		個人		村井　保夫		200

				個人 コジン		中川　忍		100																		個人		村井　悠太		200

				個人 コジン		中川　浩		100																		個人		村上　武司		200

				個人 コジン		中川　佑香		100																		個人		村上　浩輝		200

				個人 コジン		中越　真理		100																		個人		村川　仁朗		200

				個人 コジン		中澤　久美		100																		個人		村瀬　友則		200

				個人 コジン		中澤　浩美		100																		個人		村田　紘一		200

				個人 コジン		中澤　雅明		100																		個人		村田　淳一郎		200

				個人 コジン		中澤　靖男		100																		個人		村本　孝紀		200

				個人 コジン		中澤　祐子		100																		個人		村松　又太郎		200

				個人 コジン		中嶋　敦		100																		個人		村山　建介		200

				個人 コジン		中島　一貴		100																		個人		望月　智史		200

				個人 コジン		中嶋　圭輔		100																		個人		森　かおり		200

				個人 コジン		中島　啓助		100																		個人		森　徹		200

				個人 コジン		中島　孔志		100																		個人		森　秀雄		200

				個人 コジン		中島　耕二		100																		個人		森　盛茂		200

				個人 コジン		中島　茂夫		100																		個人		森　予始子		200

				個人 コジン		中島　純一		100																		個人		森　由香里		200

				個人 コジン		中島　常幸		100																		個人		森上　輝宣		200

				個人 コジン		中島　直樹		100																		個人		森内　章博		200

				個人 コジン		中島　光男		100																		個人		森川　公仁		200

				個人 コジン		中島　朗		100																		個人		森下　佳樹		200

				個人 コジン		中園　将弥		100																		個人		森下　美由紀		200

				個人 コジン		中園　輝子		100																		個人		森下　光		200

				個人 コジン		中田　吉則		100																		個人		森田　孝子		200

				個人 コジン		中田　理成		100																		個人		森田　富夫		200

				個人 コジン		中田　和永		100																		個人		森永　雄二		200

				個人 コジン		中田　和彦		100																		個人		諸岡　咲季		200

				個人 コジン		中谷　里巳		100																		個人		諸岡　美亜		200

				個人 コジン		中谷　正浩		100																		個人		諸墨　祐子		200

				個人 コジン		中谷　光男		100																		個人		八木　孝一		200

				個人 コジン		中谷地　義光		100																		個人		八木　耕一		200

				個人 コジン		中西　健		100																		個人		八木　直子		200

				個人 コジン		中西　博保		100																		個人		八木　由生		200

				個人 コジン		中西　真奈美		100																		個人		八重津　充		200

				個人 コジン		中西　康代		100																		個人		八島　啓樹		200

				個人 コジン		中野　一憲		100																		個人		八巻　和彦		200

				個人 コジン		中埜　雄仁		100																		個人		矢郷　竜平		200

				個人 コジン		中野　勝弘		100																		個人		矢地　彰		200

				個人 コジン		中野　毅彦		100																		個人		矢野　江里		200

				個人 コジン		中野　健治		100																		個人		矢野　傑士		200

				個人 コジン		中野　彰浩		100																		個人		矢部　聡		200

				個人 コジン		中野　晴生		100																		個人		矢吹　政子		200

				個人 コジン		中野　文仁		100																		個人		屋敷　大輔		200

				個人 コジン		中野　昌晴		100																		個人		藥師寺　敬子		200

				個人 コジン		中野　政人		100																		個人		安崎　靖臣		200

				個人 コジン		中林　力		100																		個人		安田　浩二		200

				個人 コジン		中原　浩史		100																		個人		安達　祐輔		200

				個人 コジン		中町　登志子		100																		個人		安部　昌紘		200

				個人 コジン		中道　倫昭		100																		個人		安藤　寛幸		200

				個人 コジン		中村　明彦		100																		個人		安藤　俊正		200

				個人 コジン		中村　清則		100																		個人		安藤　奈々美		200

				個人 コジン		中村　京子		100																		個人		安藤　博宣		200

				個人 コジン		中村　佳代		100																		個人		安藤　僚太		200

				個人 コジン		中村　悟己		100																		個人		梁瀬　幸司		200

				個人 コジン		中村　孝市		100																		個人		柳　夏奈子		200

				個人 コジン		中村　さよ子		100																		個人		柳田　晋太朗		200

				個人 コジン		中村　茂		100																		個人		籔野　正		200

				個人 コジン		中村　修一		100																		個人		山上　賢		200

				個人 コジン		中村　隆		100																		個人		山内　誠		200

				個人 コジン		中村　司		100																		個人		山内　徹也		200

				個人 コジン		中村　哲朗		100																		個人		山賀　孝行		200

				個人 コジン		中村　利行		100																		個人		山河　弘太		200

				個人 コジン		中村　正夫		100																		個人		山岸　花凛		200

				個人 コジン		中村　昌行		100																		個人		山口　佳朗		200

				個人 コジン		中山　相一		100																		個人		山口　晶平		200

				個人 コジン		中山　一弘		100																		個人		山口　武		200

				個人 コジン		中山　進一		100																		個人		山口　竜大		200

				個人 コジン		中山　誠三		100																		個人		山口　俊輔		200

				個人 コジン		中山　隆範		100																		個人		山口　正人		200

				個人 コジン		中山　徹		100																		個人		山口　由加		200

				個人 コジン		中山　智裕		100																		個人		山崎　英明		200

				個人 コジン		中山　信之		100																		個人		山崎　聖広		200

				個人 コジン		中山　浩太郎		100																		個人		山崎　卓志		200

				個人 コジン		中山　泰成		100																		個人		山崎　知善		200

				個人 コジン		中山　裕己		100																		個人		山崎　直子		200

				個人 コジン		永井　健太郎		100																		個人		山崎　真也		200

				個人 コジン		永井　安徽夫		100																		個人		山沢　浩幸		200

				個人 コジン		永瀬　章治		100																		個人		山下　ありさ		200

				個人 コジン		永田　三枝子		100																		個人		山下　圭子		200

				個人 コジン		永戸　光生		100																		個人		山下　卓也		200

				個人 コジン		永野　由巳		100																		個人		山下　槙		200

				個人 コジン		永山　恒誉		100																		個人		山田　亜紀		200

				個人 コジン		仲佐　嘉彰		100																		個人		山田　明		200

				個人 コジン		仲村　昌洋		100																		個人		山田　市雄		200

				個人 コジン		仲安　節子		100																		個人		山田　恵利子		200

				個人 コジン		長岡　かおり		100																		個人		山田　英津子		200

				個人 コジン		長崎　寛美		100																		個人		山田　勝雄		200

				個人 コジン		長迫　君代		100																		個人		山田　賢治		200

				個人 コジン		長澤　健司		100																		個人		山田　公貴		200

				個人 コジン		長澤　仁志		100																		個人		山田　穣		200

				個人 コジン		長澤　信宏		100																		個人		山田　千尋		200

				個人 コジン		長島　芳子		100																		個人		山田　敏子		200

				個人 コジン		長田　梢		100																		個人		山田　和雄		200

				個人 コジン		長田　秀樹		100																		個人		山中　智子		200

				個人 コジン		長田　雅司		100																		個人		山中　秀樹		200

				個人 コジン		長谷　嘉代子		100																		個人		山本　愛		200

				個人 コジン		長谷　善樹		100																		個人		山本　有子		200

				個人 コジン		長谷川　一男		100																		個人		山本　可菜子		200

				個人 コジン		長谷川　央		100																		個人		山本　憲明		200

				個人 コジン		長谷川　伸		100																		個人		山本　高久		200

				個人 コジン		長谷川　忠康		100																		個人		山本　忠実		200

				個人 コジン		長谷川　富三		100																		個人		山本　知史		200

				個人 コジン		長谷川　信子		100																		個人		山本　真理子		200

				個人 コジン		長谷川　益夫		100																		個人		山本　麗子		200

				個人 コジン		長谷川　諭伴		100																		個人		山村　龍吾		200

				個人 コジン		長谷川　芳典		100																		個人		湯川　央恵		200

				個人 コジン		長谷川　義明		100																		個人		湯澤　律子		200

				個人 コジン		長谷崎　拓也		100																		個人		湯本　拓也		200

				個人 コジン		長塚　真理		100																		個人		行武　亮平		200

				個人 コジン		長沼　重秀		100																		個人		行本　順一		200

				個人 コジン		長野　創造		100																		個人		指本　智範		200

				個人 コジン		長橋　次男		100																		個人		與那嶺　正昭		200

				個人 コジン		長幡　勝		100																		個人		楊　吟吟		200

				個人 コジン		長張　由紀夫		100																		個人		養田　靖		200

				個人 コジン		長松　聡志		100																		個人		横井　和子		200

				個人 コジン		長屋　健太郎		100																		個人		横瀬　隆弘		200

				個人 コジン		流川　智美		100																		個人		横田　千秋		200

				個人 コジン		鍋谷　哲		100																		個人		横田　智栄		200

				個人 コジン		並木　秀行		100																		個人		横山　喜男		200

				個人 コジン		波田野　統之		100																		個人		横山　つや子		200

				個人 コジン		波多野　裕友		100																		個人		吉井　敏夫		200

				個人 コジン		成願　ひかる		100																		個人		吉井　雅世		200

				個人 コジン		成田　暁		100																		個人		吉浦　慎二		200

				個人 コジン		難波　祐二		100																		個人		吉岡　こずえ		200

				個人 コジン		二瓶　徹		100																		個人		吉岡　節子		200

				個人 コジン		二星　恵美		100																		個人		吉川　一男		200

				個人 コジン		二宮　健次		100																		個人		吉川　輝		200

				個人 コジン		二宮　稔		100																		個人		吉田　勝巳		200

				個人 コジン		西　康栄		100																		個人		吉田　佳世		200

				個人 コジン		西井　寿一		100																		個人		吉田　公昭		200

				個人 コジン		西浦　由家		100																		個人		吉田　晶美		200

				個人 コジン		西尾　奈津子		100																		個人		吉田　仁志		200

				個人 コジン		西岡　一美		100																		個人		吉田　誠		200

				個人 コジン		西片　佳輝		100																		個人		吉田　拓弥		200

				個人 コジン		西川　徳行		100																		個人		吉田　友美		200

				個人 コジン		西川　弘毅		100																		個人		吉田　成寿		200

				個人 コジン		西川　弘美		100																		個人		吉田　光博		200

				個人 コジン		西川　和子		100																		個人		吉竹　郁文		200

				個人 コジン		西沢　茂子		100																		個人		吉永　伸司		200

				個人 コジン		西澤　康造		100																		個人		吉野　修平		200

				個人 コジン		西科　勝行		100																		個人		吉藤　智子		200

				個人 コジン		西嶋　弘重		100																		個人		吉松　重文		200

				個人 コジン		西条　佳憲		100																		個人		吉村　知里		200

				個人 コジン		西城　毅		100																		個人		吉村　光平		200

				個人 コジン		西田　彰吾		100																		個人		吉山　容正		200

				個人 コジン		西田　まり子		100																		個人		連城　剛志		200

				個人 コジン		西谷　聡		100																		個人		和泉　直子		200

				個人 コジン		西野　泰正		100																		個人		和田　健司		200

				個人 コジン		西野　陽子		100																		個人		和田　浩之		200

				個人 コジン		西畑　寿宏		100																		個人		和田　未央		200

				個人 コジン		西本　恵美子		100																		個人		若菜　請雄		200

				個人 コジン		西本　剛		100																		個人		若林　末男		200

				個人 コジン		西本　正英		100																		個人		若林　壮登		200

				個人 コジン		西本　由治		100																		個人		若林　直樹		200

				個人 コジン		西向　良夫		100																		個人		若原　美鈴		200

				個人 コジン		西村　一弘		100																		個人		若松　昭彦		200

				個人 コジン		西村　央		100																		個人		若松　春香		200

				個人 コジン		西村　進		100																		個人		脇　治		200

				個人 コジン		西村　聡		100																		個人		脇　澄夫		200

				個人 コジン		西村　裕次		100																		個人		脇　哲之		200

				個人 コジン		西山　英二		100																		個人		脇　政雄		200

				個人 コジン		西山　嘉彦		100																		個人		鷲頭　伸俊		200

				個人 コジン		西山　統		100																		個人		渡部　紘行		200

				個人 コジン		西山　昇		100																		個人		渡邊　潤		200

				個人 コジン		西山　雅也		100																		個人		渡辺　啓三郎		200

				個人 コジン		錦野　亮		100																		個人		渡邉　敬史		200

				個人 コジン		韮沢　浩		100																		個人		渡辺　茂雄		200

				個人 コジン		布　美香子		100																		個人		渡邊　透		200

				個人 コジン		沼田　賢一		100																		個人		渡辺　徳美		200

				個人 コジン		根岸　良実		100																		個人		渡邉　俊也		200

				個人 コジン		根本　英祐		100																		個人		渡邊　正史		200

				個人 コジン		根本　剛		100																		個人		渡邉　雅暁		200

				個人 コジン		野木森　一剛		100																		個人		渡邉　稔		200

				個人 コジン		野口　修一		100																		個人		渡邉　元輝		200

				個人 コジン		野口　秀男		100																		個人		渡邊　康介		200

				個人 コジン		野口　裕行		100																		個人		渡邊　良子		200

				個人 コジン		野口　誉成		100																		法人		有限会社アビタ		200

				個人 コジン		野崎　憲三		100																		法人		合資会社イープラン		200

				個人 コジン		野崎　長志		100																		法人		有限会社岩崎築炉		200

				個人 コジン		野澤　孝		100																		法人		Ｍｏｎｅｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ合同会社		200

				個人 コジン		野田　明美		100																		法人		キャリスター株式会社		200

				個人 コジン		野田　賢治		100																		法人		株式会社中辻		200

				個人 コジン		野田　祥恵		100																		機関		ＤＨＤ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰ　ＴＫＹＣＯＬＯ		200

				個人 コジン		野田　敏雄		100																		個人		ＬＩＵ　ＱＩＡＮＧ		200

				個人 コジン		野田　裕樹		100																		個人		小川　慶史		179

				個人 コジン		野中　孝子		100																		個人		坂東　潤		169

				個人 コジン		野仲　文子		100																		個人		石川　太鶴		163

				個人 コジン		野畑　知明		100																		個人		高井　優至		157

				個人 コジン		埜林　久人		100																		個人		大園　伊織		150

				個人 コジン		野本　貴義		100																		個人		坂井　大輔		150

				個人 コジン		野本　博通		100																		個人		三浦　健太		150

				個人 コジン		野間　美香		100																		個人		三代川　清		150

				個人 コジン		野村　貴宏		100																		個人		福本　昌弘		138

				個人 コジン		野村　公盛		100																		個人		川崎　亮		135

				個人 コジン		野村　貞子		100																		法人		株式会社ＨＡＲＤＩＥ		130

				個人 コジン		野村　忠勝		100																		個人		今林　敬		127

				個人 コジン		野々村　俊江		100																		個人		新井　佑緑花		125

				個人 コジン		信森　達也		100																		個人		所司　晴夫		123

				個人 コジン		羽田　孝臣		100																		個人		阿部　岳史		122

				個人 コジン		羽鳥　さやか		100																		個人		藤原　嵩士		120

				個人 コジン		羽場　てる		100																		個人		永井　聡之		118

				個人 コジン		馬越　秀夫		100																		個人		舘　光		116

				個人 コジン		馬場　一樹		100																		個人		内藤　義友		115

				個人 コジン		馬場　達也		100																		個人		清家　明美		115

				個人 コジン		葉葺　久尚		100																		個人		宮本　勝也		115

				個人 コジン		萩森　正仁		100																		個人		岡本　洋幸		113

				個人 コジン		橋谷　真哉		100																		個人		相島　鷹也		111

				個人 コジン		橋爪　淑浩		100																		個人		戸和　由美子		111

				個人 コジン		橋本　一生		100																		個人		井上　冬樹		110

				個人 コジン		橋本　絵里		100																		個人		高本　昌宏		110

				個人 コジン		橋本　季代		100																		個人		山田　功二		110

				個人 コジン		橋本　久美子		100																		個人		山口　莉奈		107

				個人 コジン		橋本　知幸		100																		個人		織田　賢治		105

				個人 コジン		畑中　和樹		100																		個人		岡山　拓史		105

				個人 コジン		畠中　修		100																		個人		梶上　健一		105

				個人 コジン		畠山　康弘		100																		個人		寒川　晴規		105

				個人 コジン		秦　偉		100																		個人		橋本　竜太		105

				個人 コジン		秦　悦子		100																		個人		神山　卓也		103

				個人 コジン		鳩山　健将		100																		個人		小川　知安紀		103

				個人 コジン		花内　洋		100																		個人		佐久間　信行		103

				個人 コジン		花嶋　薫		100																		個人		上田　大輔		102

				個人 コジン		花園　治郎		100																		個人		清水　一美		102

				個人 コジン		花畑　雅明		100																		個人		関屋　明弘		102

				個人 コジン		花輪　誠		100																		個人		山北　里奈		102

				個人 コジン		浜　英伸		100																		個人		大津　政信		101

				個人 コジン		濱口　岳		100																		個人		奥谷　真規		101

				個人 コジン		濱崎　勝		100																		個人		丹下　邦彦		101

				個人 コジン		濱崎　道夫		100																		個人		都筑　麻也子		101

				個人 コジン		濱田　健司		100																		個人		長澤　絢子		101

				個人 コジン		浜中　貴士		100																		個人		樋口　勝平		101

				個人 コジン		濱野　芳紀		100																		個人		水野　雄一郎		101

				個人 コジン		浜本　清貴		100																		個人		阿加井　麻衣		100

				個人 コジン		濱本　依子		100																		個人		阿河　更紗		100

				個人 コジン		早川　賢次		100																		個人		阿蘇　大策		100

				個人 コジン		早川　純生		100																		個人		阿武　晋哉		100

				個人 コジン		早川　弘城		100																		個人		阿部　明		100

				個人 コジン		早津　芳雄		100																		個人		阿部　明子		100

				個人 コジン		速水　俊一		100																		個人		阿部　一		100

				個人 コジン		速水　延子		100																		個人		阿部　雄介		100

				個人 コジン		林　英範		100																		個人		阿部　大二郎		100

				個人 コジン		林　貴博		100																		個人		阿部　克弘		100

				個人 コジン		林　健一		100																		個人		阿部　邦夫		100

				個人 コジン		林　晃一		100																		個人		阿部　健俊		100

				個人 コジン		林　祥介		100																		個人		阿部　悟		100

				個人 コジン		林　武		100																		個人		阿部　晃大		100

				個人 コジン		林　直樹		100																		個人		阿部　純也		100

				個人 コジン		林　成典		100																		個人		阿部　拓未		100

				個人 コジン		林　秀徳		100																		個人		阿部　知美		100

				個人 コジン		林　宏枝		100																		個人		阿部　敏行		100

				個人 コジン		林　昌広		100																		個人		阿部　ひろ香		100

				個人 コジン		林　稔		100																		個人		阿部　比名子		100

				個人 コジン		林　祐葵		100																		個人		阿部　弘美		100

				個人 コジン		林　良介		100																		個人		阿部　未至		100

				個人 コジン		林　和子		100																		個人		阿部　諭		100

				個人 コジン		林　和代		100																		個人		阿部　吉朗		100

				個人 コジン		原　健太郎		100																		個人		阿南　脩		100

				個人 コジン		原　正人		100																		個人		相浦　公彦		100

				個人 コジン		原　康城		100																		個人		相川　綾		100

				個人 コジン		原　和紀		100																		個人		相川　治久		100

				個人 コジン		原　和美		100																		個人		相澤　洋介		100

				個人 コジン		原澤　昂大		100																		個人		相馬　啓希		100

				個人 コジン		原田　英司		100																		個人		相場　光男		100

				個人 コジン		原田　親一		100																		個人		相原　日奈子		100

				個人 コジン		原田　恭子		100																		個人		相原　浩人		100

				個人 コジン		原田　隆史		100																		個人		藍　ふみ子		100

				個人 コジン		原田　ゆかり		100																		個人		青池　春幸		100

				個人 コジン		針ヶ谷　常雄		100																		個人		青石　穣		100

				個人 コジン		春名　尊文		100																		個人		青木　一通		100

				個人 コジン		晴　信一郎		100																		個人		青木　大貴		100

				個人 コジン		晴山　知拓		100																		個人		青木　健太		100

				個人 コジン		半間　代志規		100																		個人		青木　滋		100

				個人 コジン		伴　貞俊		100																		個人		青木　高俊		100

				個人 コジン		ヒバリノ　サトル		100																		個人		青木　博道		100

				個人 コジン		日賀野　成子		100																		個人		青木　康将		100

				個人 コジン		日下　耕三		100																		個人		青木　優奈		100

				個人 コジン		日比　文博		100																		個人		青島　豪士		100

				個人 コジン		日向寺　皇一		100																		個人		青嶌　秀幸		100

				個人 コジン		肥田　正志		100																		個人		青田　義雄		100

				個人 コジン		樋口　剛		100																		個人		青砥　孝道		100

				個人 コジン		樋口　隆枝		100																		個人		青野　みどり		100

				個人 コジン		樋口　晴文		100																		個人		青野　力		100

				個人 コジン		樋口　真澄		100																		個人		青柳　武宣		100

				個人 コジン		樋口　裕之		100																		個人		青柳　尋斗		100

				個人 コジン		稗田　公宏		100																		個人		青柳　秀悟		100

				個人 コジン		東　新一		100																		個人		青山　敬		100

				個人 コジン		東　優		100																		個人		青山　晃朗		100

				個人 コジン		東田　治		100																		個人		青山　良太		100

				個人 コジン		東田　仁美		100																		個人		赤石　裕里花		100

				個人 コジン		東谷　秀憲		100																		個人		赤尾　雅之		100

				個人 コジン		東林　泰郎		100																		個人		赤崎　圭一		100

				個人 コジン		東山　茂		100																		個人		赤澤　陽子		100

				個人 コジン		東良　正人		100																		個人		赤地　拓也		100

				個人 コジン		左田野　みゆき		100																		個人		赤津　宣明		100

				個人 コジン		雛谷　好隆		100																		個人		赤塚　和也		100

				個人 コジン		百木　薫		100																		個人		赤沼　真一		100

				個人 コジン		平井　健治		100																		個人		赤羽　源一郎		100

				個人 コジン		平井　秀俊		100																		個人		赤堀　由美子		100

				個人 コジン		平井　良幸		100																		個人		明田　真由美		100

				個人 コジン		平岩　由紀雄		100																		個人		秋谷　学		100

				個人 コジン		平尾　知子		100																		個人		秋谷　まり子		100

				個人 コジン		平尾　鉄也		100																		個人		秋葉　祐太朗		100

				個人 コジン		平尾　広吉		100																		個人		秋本　秀一		100

				個人 コジン		平尾　元彦		100																		個人		秋村　泰憲		100

				個人 コジン		平岡　隆行		100																		個人		秋元　翔		100

				個人 コジン		平岡　利洋		100																		個人		秋元　節子		100

				個人 コジン		平形　悦子		100																		個人		秋元　和雄		100

				個人 コジン		平川　奈々子		100																		個人		秋山　嘉男		100

				個人 コジン		平澤　亮		100																		個人		秋山　京子		100

				個人 コジン		平田　道晃		100																		個人		秋山　啓子		100

				個人 コジン		平田　光輝		100																		個人		秋山　翔太		100

				個人 コジン		平塚　英紀		100																		個人		秋山　丈		100

				個人 コジン		平野　孝幸		100																		個人		秋好　桃香		100

				個人 コジン		平野　滋		100																		個人		浅井　悦子		100

				個人 コジン		平野　光弘		100																		個人		浅井　貴久		100

				個人 コジン		平原　忍		100																		個人		浅井　孝夫		100

				個人 コジン		平松　茂之		100																		個人		浅井　昭裕		100

				個人 コジン		平山　大介		100																		個人		浅井　泰雅		100

				個人 コジン		平山　鎮次		100																		個人		浅井　和浩		100

				個人 コジン		平山　芳信		100																		個人		浅岡　茂樹		100

				個人 コジン		廣瀬　清美		100																		個人		浅香　典央		100

				個人 コジン		広瀬　光晴		100																		個人		浅倉　みゆき		100

				個人 コジン		廣瀬　吉明		100																		個人		浅田　佳那		100

				個人 コジン		広瀬　亘規		100																		個人		淺野　訓宏		100

				個人 コジン		広田　準		100																		個人		浅野　剛史		100

				個人 コジン		広武　賢一		100																		個人		浅野　聡宏		100

				個人 コジン		廣富　淳史		100																		個人		浅野　隆志		100

				個人 コジン		広畑　聡		100																		個人		浅野　俊介		100

				個人 コジン		廣見　剛志		100																		個人		浅野　昌弘		100

				個人 コジン		府川　輝夫		100																		個人		浅見　涼介		100

				個人 コジン		深尾　あつ子		100																		個人		麻植　世有子		100

				個人 コジン		深谷　周史		100																		個人		麻野　由布子		100

				個人 コジン		深原　一晃		100																		個人		朝倉　崇文		100

				個人 コジン		深堀　勝博		100																		個人		朝田　裕之		100

				個人 コジン		深町　和弘		100																		個人		朝見　智也		100

				個人 コジン		深山　泰三		100																		個人		旭　祐司		100

				個人 コジン		服部　亜紀子		100																		個人		芦澤　眞二		100

				個人 コジン		服部　史郎		100																		個人		足立　佳子		100

				個人 コジン		服部　尚仁		100																		個人		足立　真衣奈		100

				個人 コジン		福井　重男		100																		個人		足立　裕弘		100

				個人 コジン		福井　純二		100																		個人		味藤　浩		100

				個人 コジン		福井　竹師		100																		個人		味元　啓輔		100

				個人 コジン		福井　朋子		100																		個人		渥美　裕		100

				個人 コジン		福井　光治		100																		個人		穴澤　裕		100

				個人 コジン		福井　裕治		100																		個人		天海　達詠		100

				個人 コジン		福喜多　守嘉		100																		個人		天川　晃佑		100

				個人 コジン		福士　德彦		100																		個人		天木　健晴		100

				個人 コジン		福島　武光		100																		個人		天野　健		100

				個人 コジン		福島　永二		100																		個人		天野　哲太郎		100

				個人 コジン		福島　美貴		100																		個人		網代　眞佐子		100

				個人 コジン		福世　政俊		100																		個人		雨宮　雅		100

				個人 コジン		福田　鐘子		100																		個人		雨宮　雅範		100

				個人 コジン		福田　健志		100																		個人		荒川　節子		100

				個人 コジン		福田　小夜子		100																		個人		荒川　良明		100

				個人 コジン		福田　武司		100																		個人		荒木　一則		100

				個人 コジン		福田　充宏		100																		個人		荒木　伸生		100

				個人 コジン		福田　光男		100																		個人		荒木　雅夫		100

				個人 コジン		福田　康次		100																		個人		荒木　美佐子		100

				個人 コジン		福田　裕子		100																		個人		荒木　優治		100

				個人 コジン		福地　健太郎		100																		個人		荒谷　紀子		100

				個人 コジン		福富　勝夫		100																		個人		荒谷　幸生		100

				個人 コジン		福留　純一		100																		個人		荒谷　章弘		100

				個人 コジン		福野　芳枝		100																		個人		荒巻　真一		100

				個人 コジン		福濱　秀和		100																		個人		荒俣　眞由美		100

				個人 コジン		福本　正博		100																		個人		荒松　道弘		100

				個人 コジン		福本　好史		100																		個人		新井　大地		100

				個人 コジン		福森　清子		100																		個人		新井　貴之		100

				個人 コジン		伏原　資典		100																		個人		新井　寿枝		100

				個人 コジン		藤井　貴之		100																		個人		新井　宗太郎		100

				個人 コジン		藤井　孝子		100																		個人		新井　隆		100

				個人 コジン		藤井　弘美		100																		個人		新井　直人		100

				個人 コジン		藤生　ゆう子		100																		個人		新居　一徳		100

				個人 コジン		藤尾　耕三		100																		個人		新海　翔吾		100

				個人 コジン		藤尾　雅子		100																		個人		新垣　研二		100

				個人 コジン		藤川　孝夫		100																		個人		新垣　和輝		100

				個人 コジン		藤川　隆男		100																		個人		新里　健		100

				個人 コジン		藤川　正美		100																		個人		新田　道則		100

				個人 コジン		藤崎　由香理		100																		個人		新田　芳朗		100

				個人 コジン		藤澤　正弘		100																		個人		新谷　圭脩		100

				個人 コジン		藤嶋　大輔		100																		個人		新谷　俊明		100

				個人 コジン		藤田　祥爾		100																		個人		新名　正志		100

				個人 コジン		藤田　翔		100																		個人		新沼　太		100

				個人 コジン		藤田　哲範		100																		個人		新沼　吾史		100

				個人 コジン		藤田　乃映		100																		個人		新堀　浩志		100

				個人 コジン		藤田　文		100																		個人		新道　聡之		100

				個人 コジン		藤田　昌樹		100																		個人		新村　征之		100

				個人 コジン		藤田　亮		100																		個人		新保　直人		100

				個人 コジン		藤ノ井　靖子		100																		個人		新保　勇一		100

				個人 コジン		藤野　洋一		100																		個人		新保　和昭		100

				個人 コジン		藤原　小百合		100																		個人		嵐　洋史		100

				個人 コジン		藤原　隆博		100																		個人		有賀　朝一		100

				個人 コジン		藤原　智英		100																		個人		有賀　幸子		100

				個人 コジン		藤原　源二		100																		個人		有木　聖人		100

				個人 コジン		藤平　光亮		100																		個人		有島　陽平		100

				個人 コジン		藤本　英宏		100																		個人		有末　圭志		100

				個人 コジン		藤本　勝也		100																		個人		有光　浩夫三		100

				個人 コジン		藤本　孝恵		100																		個人		淡河　州央		100

				個人 コジン		藤本　順一		100																		個人		粟野　亜佐彦		100

				個人 コジン		藤本　伸		100																		個人		粟野　裕貴		100

				個人 コジン		藤本　哲朗		100																		個人		井上　明		100

				個人 コジン		藤本　雅巳		100																		個人		井上　麻衣子		100

				個人 コジン		藤本　睦		100																		個人		井上　学昭		100

				個人 コジン		藤本　理恵		100																		個人		井上　佳保		100

				個人 コジン		藤巻　直也		100																		個人		井上　健太郎		100

				個人 コジン		藤松　茂生		100																		個人		井上　幸一		100

				個人 コジン		藤森　大輔		100																		個人		井上　剛		100

				個人 コジン		藤山　登喜男		100																		個人		井上　静香		100

				個人 コジン		藤吉　勝利		100																		個人		井上　将		100

				個人 コジン		藤吉　洋子		100																		個人		井上　仁人		100

				個人 コジン		船岡　昭子		100																		個人		井上　達之亮		100

				個人 コジン		古市　久幸		100																		個人		井上　信博		100

				個人 コジン		古賀　巖		100																		個人		井上　博		100

				個人 コジン		古賀　洸子		100																		個人		井上　博貴		100

				個人 コジン		古賀　和雄		100																		個人		井上　秀弘		100

				個人 コジン		古川　修一		100																		個人		井上　正巳		100

				個人 コジン		古川　輝		100																		個人		井上　雅人		100

				個人 コジン		古澤　幸		100																		個人		井上　美津子		100

				個人 コジン		古舘　友勝		100																		個人		井草　拓也		100

				個人 コジン		古谷　健一		100																		個人		井口　裕介		100

				個人 コジン		古谷　周平		100																		個人		井口　洋子		100

				個人 コジン		古谷　伸幸		100																		個人		井竿　富雄		100

				個人 コジン		古谷野　晃		100																		個人		井坂　栄		100

				個人 コジン		古林　孝之		100																		個人		井澤　正美		100

				個人 コジン		兵藤　和子		100																		個人		井田　清		100

				個人 コジン		紅田　泰		100																		個人		井手　敦久		100

				個人 コジン		穗住　健		100																		個人		井手　一弥		100

				個人 コジン		坊　正隆		100																		個人		井手　ゆかり		100

				個人 コジン		星野　まどか		100																		個人		井出　亜紀子		100

				個人 コジン		細井　君子		100																		個人		井出　晶久		100

				個人 コジン		細川　恵多		100																		個人		井出　美穂		100

				個人 コジン		細木　榮一		100																		個人		井沼　友子		100

				個人 コジン		細谷　幸子		100																		個人		井原　陽平		100

				個人 コジン		細谷　信幸		100																		個人		井本　貴夫		100

				個人 コジン		細野　友孝		100																		個人		井本　直宏		100

				個人 コジン		細野　晴通		100																		個人		伊佐次　希至		100

				個人 コジン		細本　翼		100																		個人		伊差川　誠		100

				個人 コジン		堀　幸雄		100																		個人		伊勢家　治彦		100

				個人 コジン		堀　秀行		100																		個人		伊勢野　恭司		100

				個人 コジン		堀　正樹		100																		個人		伊庭　与志子		100

				個人 コジン		堀内　千夏		100																		個人		伊原　民夫		100

				個人 コジン		堀内　勇		100																		個人		伊比　隆之		100

				個人 コジン		堀江　敏文		100																		個人		伊東　正樹		100

				個人 コジン		堀木　香津		100																		個人		伊藤　一博		100

				個人 コジン		堀越　敬二郎		100																		個人		伊藤　加津子		100

				個人 コジン		堀越　友幸		100																		個人		伊藤　嘉章		100

				個人 コジン		堀之内　欣也		100																		個人		伊藤　学		100

				個人 コジン		堀本　修		100																		個人		伊藤　貴敏		100

				個人 コジン		本岡　慶彦		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		本多　克典		100																		個人		伊藤　毅		100

				個人 コジン		本多　正典		100																		個人		伊藤　清之		100

				個人 コジン		本西　亮太		100																		個人		伊藤　久吉		100

				個人 コジン		本間　信雄		100																		個人		伊藤　けい子		100

				個人 コジン		本間　信弘		100																		個人		伊藤　健吾		100

				個人 コジン		真鍋　美樹		100																		個人		伊藤　健二		100

				個人 コジン		眞庭　大介		100																		個人		伊藤　彩香		100

				個人 コジン		真野　徳之		100																		個人		伊藤　栄紀		100

				個人 コジン		間瀬　孝		100																		個人		伊藤　定夫		100

				個人 コジン		間中　澄夫		100																		個人		伊藤　峻		100

				個人 コジン		間宮　さだ子		100																		個人		伊藤　翔		100

				個人 コジン		前川　恭子		100																		個人		伊藤　慎一		100

				個人 コジン		前川　和哉		100																		個人		伊藤　慎太郎		100

				個人 コジン		前田　一史		100																		個人		伊藤　世哉		100

				個人 コジン		前田　誠市		100																		個人		伊藤　誠		100

				個人 コジン		前田　武徳		100																		個人		伊藤　忠義		100

				個人 コジン		前田　達也		100																		個人		伊藤　竜太		100

				個人 コジン		前田　真澄		100																		個人		伊藤　哲哉		100

				個人 コジン		前田　理		100																		個人		伊藤　統方		100

				個人 コジン		牧坂　重吉		100																		個人		伊藤　敏幸		100

				個人 コジン		牧野　強		100																		個人		伊藤　友彦		100

				個人 コジン		牧野　國男		100																		個人		伊藤　博昭		100

				個人 コジン		牧野　卓也		100																		個人		伊藤　弘己		100

				個人 コジン		卷島　純一朗		100																		個人		伊藤　宏一良		100

				個人 コジン		槇原　恭志		100																		個人		伊藤　浩司		100

				個人 コジン		幕　良弘		100																		個人		伊藤　真基		100

				個人 コジン		正司　研輔		100																		個人		伊藤　正展		100

				個人 コジン		正路　ミヤ子		100																		個人		伊藤　雅敏		100

				個人 コジン		増尾　武士		100																		個人		伊藤　雅人		100

				個人 コジン		増田　勝廣		100																		個人		伊藤　漫紀		100

				個人 コジン		増田　義男		100																		個人		伊藤　みどり		100

				個人 コジン		増平　善信		100																		個人		伊藤　美紀		100

				個人 コジン		増山　貴之		100																		個人		伊藤　光男		100

				個人 コジン		町井　重之		100																		個人		伊藤　光広		100

				個人 コジン		町井　吉彦		100																		個人		伊藤　睦子		100

				個人 コジン		町村　尚彦		100																		個人		伊藤　保治		100

				個人 コジン		松井　隆		100																		個人		伊藤　悠馬		100

				個人 コジン		松井　秀樹		100																		個人		猪岡　弘行		100

				個人 コジン		松井　正和		100																		個人		猪口　理沙		100

				個人 コジン		松井　美也子		100																		個人		猪瀬　朱美		100

				個人 コジン		松鵜　俊朗		100																		個人		猪名川　正彦		100

				個人 コジン		松浦　慶太		100																		個人		飯尾　麻子		100

				個人 コジン		松浦　行高		100																		個人		飯岡　広子		100

				個人 コジン		松尾　健一		100																		個人		飯田　綾子		100

				個人 コジン		松尾　正則		100																		個人		飯田　昭彦		100

				個人 コジン		松尾　和幸		100																		個人		飯田　浩司		100

				個人 コジン		松岡　憲司		100																		個人		飯田　由香		100

				個人 コジン		松岡　敏子		100																		個人		飯田　和久		100

				個人 コジン		松岡　浩三		100																		個人		飯塚　俊夫		100

				個人 コジン		松岡　磨里子		100																		個人		飯塚　康雄		100

				個人 コジン		松岡　良和		100																		個人		飯豊　明久		100

				個人 コジン		松久　武		100																		個人		飯山　剛大		100

				個人 コジン		松坂　肇		100																		個人		飯吉　政春		100

				個人 コジン		松崎　泉帆		100																		個人		家入　悦子		100

				個人 コジン		松崎　浩		100																		個人		家入　美香		100

				個人 コジン		松島　守男		100																		個人		家田　昭彦		100

				個人 コジン		松下　俊夫		100																		個人		家村　理香		100

				個人 コジン		松下　和敬		100																		個人		生方　アムナ莉紗江		100

				個人 コジン		松代　教志		100																		個人		生方　俊充		100

				個人 コジン		松田　克仁		100																		個人		生駒　敏博		100

				個人 コジン		松田　賢治		100																		個人		生咲　拓二		100

				個人 コジン		松田　治彦		100																		個人		池　強志		100

				個人 コジン		松田　博夫		100																		個人		池上　雄太		100

				個人 コジン		松田　浩明		100																		個人		池上　和宏		100

				個人 コジン		松田　浩一		100																		個人		池内　亮太		100

				個人 コジン		松田　真紀子		100																		個人		池下　章代		100

				個人 コジン		松谷　省吾		100																		個人		池田　暁洋		100

				個人 コジン		松谷　元気		100																		個人		池田　一史		100

				個人 コジン		松永　郁夫		100																		個人		池田　加壽子		100

				個人 コジン		松永　友紀		100																		個人		池田　貴臣		100

				個人 コジン		松永　華奈子		100																		個人		池田　剛正		100

				個人 コジン		松橋　良		100																		個人		池田　さやか		100

				個人 コジン		松原　健太		100																		個人		池田　純子		100

				個人 コジン		松原　高志		100																		個人		池田　隆幸		100

				個人 コジン		松原　匡泰		100																		個人		池田　哲也		100

				個人 コジン		松原　輝博		100																		個人		池田　朋嘉		100

				個人 コジン		松原　直樹		100																		個人		池田　博人		100

				個人 コジン		松原　文雄		100																		個人		池田　浩一		100

				個人 コジン		松原　由美子		100																		個人		池田　浩敏		100

				個人 コジン		松原　和弘		100																		個人		池田　歩美		100

				個人 コジン		松平　真幸		100																		個人		池田　雅彦		100

				個人 コジン		松藤　圭一		100																		個人		池田　光政		100

				個人 コジン		松本　敦裕		100																		個人		池田　泰之		100

				個人 コジン		松本　佳代		100																		個人		池田　裕一		100

				個人 コジン		松本　賢一		100																		個人		池田　良生		100

				個人 コジン		松本　智子		100																		個人		池田　量宏		100

				個人 コジン		松本　直子		100																		個人		池田　和樹		100

				個人 コジン		松本　典子		100																		個人		池田　和子		100

				個人 コジン		松本　弘人		100																		個人		池谷　義人		100

				個人 コジン		松本　雅彦		100																		個人		池原　有		100

				個人 コジン		松本　妙子		100																		個人		池光　久		100

				個人 コジン		松本　義明		100																		個人		石井　あやこ		100

				個人 コジン		松本　義孝		100																		個人		石井　明美		100

				個人 コジン		松丸　幸江		100																		個人		石井　一光		100

				個人 コジン		松丸　高明		100																		個人		石井　恵美		100

				個人 コジン		松村　直樹		100																		個人		石井　清美		100

				個人 コジン		松村　延郎		100																		個人		石井　悟		100

				個人 コジン		松村　良夫		100																		個人		石井　仁		100

				個人 コジン		松山　朋郁		100																		個人		石井　隆		100

				個人 コジン		的野　恭一		100																		個人		石井　隆彦		100

				個人 コジン		的場　宏道		100																		個人		石井　博美		100

				個人 コジン		丸井　晴樹		100																		個人		石井　宏之		100

				個人 コジン		丸尾　晃一		100																		個人		石上　徳彦		100

				個人 コジン		丸岡　和彦		100																		個人		石垣　元庸		100

				個人 コジン		丸山　憲子		100																		個人		石川　阿由美		100

				個人 コジン		丸山　耕志郎		100																		個人		石川　敦子		100

				個人 コジン		圓酒　元希		100																		個人		石川　雄一		100

				個人 コジン		三明　昌子		100																		個人		石川　学		100

				個人 コジン		三上　景久		100																		個人		石川　勝美		100

				個人 コジン		三浦　茂則		100																		個人		石川　結花		100

				個人 コジン		三浦　智博		100																		個人		石川　園惠		100

				個人 コジン		三浦　博之		100																		個人		石川　龍弥		100

				個人 コジン		三枝　義常		100																		個人		石川　幹		100

				個人 コジン		三木　宏之		100																		個人		石川　充孝		100

				個人 コジン		三澤　信司		100																		個人		石川　優希		100

				個人 コジン		三島　融		100																		個人		石川　和代		100

				個人 コジン		三角　秀一		100																		個人		石栗　佑平		100

				個人 コジン		三宅　格		100																		個人		石黒　雅隆		100

				個人 コジン		三宅　君近		100																		個人		石坂　明義		100

				個人 コジン		三宅　弘敏		100																		個人		石崎　勝久		100

				個人 コジン		三宅　真理子		100																		個人		石島　敏		100

				個人 コジン		三戸　昭次		100																		個人		石島　梨絵		100

				個人 コジン		三觜　美穂		100																		個人		石田　有紀		100

				個人 コジン		三村　啓爾		100																		個人		石田　郁子		100

				個人 コジン		三好　満		100																		個人		石田　勝啓		100

				個人 コジン		三輪　道子		100																		個人		石田　健之		100

				個人 コジン		水越　満		100																		個人		石田　純子		100

				個人 コジン		水田　至		100																		個人		石田　竜也		100

				個人 コジン		水谷　昌代		100																		個人		石田　豊		100

				個人 コジン		水野　克宏		100																		個人		石田　浩		100

				個人 コジン		水野　晴仁		100																		個人		石田　正行		100

				個人 コジン		水野　範行		100																		個人		石田　三奈子		100

				個人 コジン		水野　真一		100																		個人		石田　愉美子		100

				個人 コジン		水野　雅博		100																		個人		石田　裕紀子		100

				個人 コジン		水野　美幸		100																		個人		石田　由香		100

				個人 コジン		水野　亮		100																		個人		石塚　郁夫		100

				個人 コジン		水本　竜平		100																		個人		石塚　俊貴		100

				個人 コジン		水村　賢治		100																		個人		石塚　藤子		100

				個人 コジン		溝口　伸二		100																		個人		石塚　正司		100

				個人 コジン		溝部　純一		100																		個人		石中　春生		100

				個人 コジン		道下　正志		100																		個人		石野田　富士雄		100

				個人 コジン		光岡　大輝		100																		個人		石橋　一将		100

				個人 コジン		光安　裕二		100																		個人		石原　矩夫		100

				個人 コジン		南　龍秀		100																		個人		石原　憲夫		100

				個人 コジン		南　日出夫		100																		個人		石原　正男		100

				個人 コジン		南岡　幹夫		100																		個人		石本　新太郎		100

				個人 コジン		南出　寛一		100																		個人		石本　恭平		100

				個人 コジン		南出　重樹		100																		個人		石本　朱里		100

				個人 コジン		峰松　和宏		100																		個人		石本　隆志		100

				個人 コジン		蓑毛　祥平		100																		個人		石巻　佑規		100

				個人 コジン		箕輪　龍之介		100																		個人		石松　信治		100

				個人 コジン		宮岡　築子		100																		個人		石丸　確志		100

				個人 コジン		宮木　貞三		100																		個人		石丸　壽子		100

				個人 コジン		宮越　亜紀子		100																		個人		石丸　隆司		100

				個人 コジン		宮坂　悠		100																		個人		石丸　信彦		100

				個人 コジン		宮崎　エミ子		100																		個人		石丸　穂波		100

				個人 コジン		宮崎　邦子		100																		個人		石丸　洋介		100

				個人 コジン		宮崎　彰		100																		個人		石森　清子		100

				個人 コジン		宮崎　仁志		100																		個人		石山　宣則		100

				個人 コジン		宮崎　智文		100																		個人		石山　裕一		100

				個人 コジン		宮崎　比紗子		100																		個人		石綿　美智子		100

				個人 コジン		宮澤　裕		100																		個人		泉　賢慈朗		100

				個人 コジン		宮島　清剛		100																		個人		磯貝　誠		100

				個人 コジン		宮下　恵子		100																		個人		磯田　朱音		100

				個人 コジン		宮下　賢一		100																		個人		磯田　実里		100

				個人 コジン		宮下　功男		100																		個人		磯部　寛		100

				個人 コジン		宮城　伸尚		100																		個人		磯部　知子		100

				個人 コジン		宮田　幸一		100																		個人		礒部　諒也		100

				個人 コジン		宮田　義久		100																		個人		磯山　みよ子		100

				個人 コジン		宮永　暁生		100																		個人		板垣　梓		100

				個人 コジン		宮野　拓		100																		個人		板垣　寿洋		100

				個人 コジン		宮野　弘之		100																		個人		板阪　淳子		100

				個人 コジン		宮本　孝		100																		個人		板谷　哲次		100

				個人 コジン		宮本　伸一郎		100																		個人		板野　寿美子		100

				個人 コジン		宮本　春美		100																		個人		一ノ瀬　久		100

				個人 コジン		宮本　裕太		100																		個人		一村　幸代		100

				個人 コジン		宮村　修美		100																		個人		市井　昌次		100

				個人 コジン		向井　弘之		100																		個人		市川　大輔		100

				個人 コジン		向井　正治		100																		個人		市川　彩夏		100

				個人 コジン		向井　政人		100																		個人		市川　達人		100

				個人 コジン		村井　功		100																		個人		市川　昌博		100

				個人 コジン		村上　貴弘		100																		個人		市川　和子		100

				個人 コジン		村上　千代子		100																		個人		市島　英人		100

				個人 コジン		村上　武司		100																		個人		市成　共司		100

				個人 コジン		村上　辰雄		100																		個人		市野　直子		100

				個人 コジン		村上　照忠		100																		個人		市原　崇之		100

				個人 コジン		村上　友洋		100																		個人		市原　歩		100

				個人 コジン		村上　典子		100																		個人		市村　秀史		100

				個人 コジン		村上　浩司		100																		個人		市村　道		100

				個人 コジン		村上　正治		100																		個人		市村　瞭		100

				個人 コジン		村上　みどり		100																		個人		稲　明子		100

				個人 コジン		村上　裕		100																		個人		稲生　育美		100

				個人 コジン		村川　真教		100																		個人		稲員　直也		100

				個人 コジン		村田　寿一郎		100																		個人		稲垣　利洋		100

				個人 コジン		村松　かお利		100																		個人		稲垣　利陽		100

				個人 コジン		村松　功子		100																		個人		稲垣　美波		100

				個人 コジン		村山　直史		100																		個人		稲川　敦也		100

				個人 コジン		室谷　栄一		100																		個人		稲熊　公輔		100

				個人 コジン		室山　亜希子		100																		個人		稲田　昌彦		100

				個人 コジン		目黒　健太		100																		個人		稲田　怜		100

				個人 コジン		目時　俊一		100																		個人		稲谷　芳樹		100

				個人 コジン		持原　信吾		100																		個人		稲葉　智美		100

				個人 コジン		望月　明美		100																		個人		稲葉　昌彦		100

				個人 コジン		望月　聡夫		100																		個人		稲葉　雅里		100

				個人 コジン		望月　智之		100																		個人		稲吉　泰匡		100

				個人 コジン		森　篤大		100																		個人		犬束　敦史		100

				個人 コジン		森　恵美		100																		個人		犬童　寛之		100

				個人 コジン		森　教安		100																		個人		犬巻　太一		100

				個人 コジン		森　健彰		100																		個人		今井　明子		100

				個人 コジン		森　幸子		100																		個人		今井　英二		100

				個人 コジン		森　節子		100																		個人		今井　徳彦		100

				個人 コジン		森　敏和		100																		個人		今井　務津大		100

				個人 コジン		森　典男		100																		個人		今井　理枝		100

				個人 コジン		森　秀樹		100																		個人		今泉　多栄子		100

				個人 コジン		森　広一		100																		個人		今泉　知沙		100

				個人 コジン		森　美鈴		100																		個人		今川　貴博		100

				個人 コジン		森　幹雄		100																		個人		今澤　昇吾		100

				個人 コジン		森　守		100																		個人		今城　大介		100

				個人 コジン		森　和雄		100																		個人		今仁　眞八郎		100

				個人 コジン		森井　信一		100																		個人		今田　大貴		100

				個人 コジン		森内　功		100																		個人		今富　亜美		100

				個人 コジン		森崎　晃		100																		個人		今西　裕子		100

				個人 コジン		森澤　昭二郎		100																		個人		今野　拓也		100

				個人 コジン		森島　雅子		100																		個人		今村　明治		100

				個人 コジン		森下　淳		100																		個人		今村　幸雄		100

				個人 コジン		森下　みか		100																		個人		今村　純子		100

				個人 コジン		森田　久美子		100																		個人		今村　徹也		100

				個人 コジン		森田　茂樹		100																		個人		今村　和聖		100

				個人 コジン		森田　誠司		100																		個人		妹尾　哲雄		100

				個人 コジン		森田　富夫		100																		個人		入倉　美沙希		100

				個人 コジン		森谷　一宏		100																		個人		入澤　直樹		100

				個人 コジン		森野　喜義		100																		個人		入部　利紀		100

				個人 コジン		森野　茂		100																		個人		色川　学		100

				個人 コジン		森本　啓二		100																		個人		岩井　嘉子		100

				個人 コジン		森本　博海		100																		個人		岩井　喜久雄		100

				個人 コジン		森実　智洋		100																		個人		岩井　邦康		100

				個人 コジン		森安　悦子		100																		個人		岩井　仁志		100

				個人 コジン		諸岡　好一		100																		個人		岩井　秀輔		100

				個人 コジン		ヤマモト　カナエ		100																		個人		岩井　昌弘		100

				個人 コジン		八木　雅子		100																		個人		岩上　英章		100

				個人 コジン		八代　敏		100																		個人		岩尾　憲人		100

				個人 コジン		八田　隆士		100																		個人		岩尾　真理子		100

				個人 コジン		八田　卓人		100																		個人		岩川　のり子		100

				個人 コジン		八田　勇三		100																		個人		岩切　啓二		100

				個人 コジン		矢尾板　宏		100																		個人		岩坂　栄司		100

				個人 コジン		矢倉　淳		100																		個人		岩崎　敦子		100

				個人 コジン		矢作　綾		100																		個人		岩崎　雄二		100

				個人 コジン		矢島　晃		100																		個人		岩崎　久生		100

				個人 コジン		矢島　良輔		100																		個人		岩崎　久哉		100

				個人 コジン		矢代　操		100																		個人		岩崎　洸大		100

				個人 コジン		矢田　六夫		100																		個人		岩崎　栄美子		100

				個人 コジン		矢津　千賀子		100																		個人		岩崎　隆貴		100

				個人 コジン		矢野　江里		100																		個人		岩崎　知寿		100

				個人 コジン		矢野　範行		100																		個人		岩崎　美和		100

				個人 コジン		矢野　義一		100																		個人		岩崎　由美子		100

				個人 コジン		安江　祐紀子		100																		個人		岩嵜　和成		100

				個人 コジン		安形　直浩		100																		個人		岩澤　恭子		100

				個人 コジン		安田　健人		100																		個人		岩重　幸之介		100

				個人 コジン		安田　謙一		100																		個人		岩城　賢悟		100

				個人 コジン		安田　伸矢		100																		個人		岩瀬　利徳		100

				個人 コジン		安田　文明		100																		個人		岩瀬　正敏		100

				個人 コジン		安達　祐輔		100																		個人		岩田　かち子		100

				個人 コジン		安達　和良		100																		個人		岩田　清		100

				個人 コジン		安並　健次		100																		個人		岩田　みどり		100

				個人 コジン		安部　愼二		100																		個人		岩田　靖子		100

				個人 コジン		安藤　佳永子		100																		個人		岩谷　達夫		100

				個人 コジン		安藤　聡		100																		個人		岩出　充弘		100

				個人 コジン		安藤　雅昭		100																		個人		岩永　郁雄		100

				個人 コジン		安藤　義教		100																		個人		岩永　健志		100

				個人 コジン		安藤　若葉		100																		個人		岩永　伸一		100

				個人 コジン		安保　克実		100																		個人		岩永　ゆかり		100

				個人 コジン		易平　寛信		100																		個人		岩波　慶一		100

				個人 コジン		保泉　喜代子		100																		個人		岩沼　克晃		100

				個人 コジン		保上　貴幸		100																		個人		岩橋　直大		100

				個人 コジン		保科　孝好		100																		個人		岩渕　雄		100

				個人 コジン		保田　勝哉		100																		個人		岩本　仁史		100

				個人 コジン		梁川　博光		100																		個人		岩本　知己		100

				個人 コジン		柳　友和		100																		個人		岩本　直美		100

				個人 コジン		柳澤　昌宏		100																		個人		岩本　直也		100

				個人 コジン		柳田　克也		100																		個人		岩本　博文		100

				個人 コジン		柳本　雄司		100																		個人		岩村　菊江		100

				個人 コジン		薮田　仁司		100																		個人		岩元　拓也		100

				個人 コジン		籔田　義和		100																		個人		卯野　華奈		100

				個人 コジン		藪中　大輔		100																		個人		宇井　崇		100

				個人 コジン		山池　輝晴		100																		個人		宇佐美　潤一		100

				個人 コジン		山上　乃武夫		100																		個人		宇佐美　真		100

				個人 コジン		山岡　功一		100																		個人		宇崎　啓太		100

				個人 コジン		山賀　勲		100																		個人		宇田川　真理		100

				個人 コジン		山川　楠永		100																		個人		宇田川　祐二		100

				個人 コジン		山川　真緒		100																		個人		宇多　秀樹		100

				個人 コジン		山岸　克幸		100																		個人		宇津　徹也		100

				個人 コジン		山岸　幸俊		100																		個人		宇津木　哲		100

				個人 コジン		山口　一幾		100																		個人		宇都宮　勝		100

				個人 コジン		山口　仁宏		100																		個人		宇野　勝利		100

				個人 コジン		山口　トミエ		100																		個人		宇野　純		100

				個人 コジン		山口　敏和		100																		個人		宇野　拓真		100

				個人 コジン		山口　直樹		100																		個人		宇野　博		100

				個人 コジン		山口　信一		100																		個人		鵜尾　元太		100

				個人 コジン		山口　元日		100																		個人		鵜飼　啓子		100

				個人 コジン		山口　陽平		100																		個人		鵜飼　健作		100

				個人 コジン		山之内　茂嗣		100																		個人		鵜飼　聡士		100

				個人 コジン		山崎　隆博		100																		個人		鵜川　剛		100

				個人 コジン		山崎　浩一		100																		個人		鵜川　修武		100

				個人 コジン		山崎　真一郎		100																		個人		上　友美		100

				個人 コジン		山崎　美幸		100																		個人		上遠野　雄太		100

				個人 コジン		山崎　美智子		100																		個人		上岡　八千代		100

				個人 コジン		山崎　靖夫		100																		個人		上木　淑子		100

				個人 コジン		山崎　裕美		100																		個人		上木原　輝彦		100

				個人 コジン		山里　憲一		100																		個人		上坂　賢治		100

				個人 コジン		山澤　章良		100																		個人		上阪　奈智子		100

				個人 コジン		山下　潔		100																		個人		上澤　裕之		100

				個人 コジン		山下　貞之		100																		個人		上城　進也		100

				個人 コジン		山下　茂		100																		個人		上田　麻衣		100

				個人 コジン		山下　昭一		100																		個人		上田　晃大		100

				個人 コジン		山下　博史		100																		個人		上田　哲生		100

				個人 コジン		山下　博也		100																		個人		上田　浩貴		100

				個人 コジン		山下　政則		100																		個人		上田　正人		100

				個人 コジン		山下　義友		100																		個人		上田　美希		100

				個人 コジン		山城　真一		100																		個人		上田　康陽		100

				個人 コジン		山田　欣徳		100																		個人		上田　祐子		100

				個人 コジン		山田　繁由		100																		個人		上田　洋子		100

				個人 コジン		山田　修		100																		個人		上田　良次		100

				個人 コジン		山田　聡子		100																		個人		上中　奈津希		100

				個人 コジン		山田　崇弘		100																		個人		上野　亜弓		100

				個人 コジン		山田　豊彦		100																		個人		上野　明美		100

				個人 コジン		山田　直弘		100																		個人		上野　薫		100

				個人 コジン		山田　晴洋		100																		個人		上野　智沙代		100

				個人 コジン		山田　勉		100																		個人		上野　眞二		100

				個人 コジン		山田　昌宏		100																		個人		上野　真由美		100

				個人 コジン		山田　美和		100																		個人		上野　雅弘		100

				個人 コジン		山田　妙子		100																		個人		上野　光太郎		100

				個人 コジン		山田　祐実		100																		個人		上野　和彦		100

				個人 コジン		山田　裕貴		100																		個人		上原　雄大		100

				個人 コジン		山田　優子		100																		個人		上原　邦仁		100

				個人 コジン		山田　吉徳		100																		個人		上原　良賢		100

				個人 コジン		山田　良明		100																		個人		上原　和仁		100

				個人 コジン		山田　類		100																		個人		上村　欣司		100

				個人 コジン		山中　健夫		100																		個人		上村　健		100

				個人 コジン		山中　修		100																		個人		上村　耕平		100

				個人 コジン		山中　伸爾		100																		個人		上村　菜々子		100

				個人 コジン		山中　誠		100																		個人		上村　晋平		100

				個人 コジン		山西　眞奈美		100																		個人		上村　哲也		100

				個人 コジン		山根　鉄郎		100																		個人		上村　道弘		100

				個人 コジン		山根　敏江		100																		個人		上村　泰生		100

				個人 コジン		山根　弘一		100																		個人		上森　加奈子		100

				個人 コジン		山根　道正		100																		個人		上山　三智子		100

				個人 コジン		山根　和明		100																		個人		上山　裕史		100

				個人 コジン		山藤　孝子		100																		個人		植木　絵里		100

				個人 コジン		山本　あずさ		100																		個人		植木　勲		100

				個人 コジン		山本　雄大		100																		個人		植木　宏輔		100

				個人 コジン		山本　希治		100																		個人		植田　貴彦		100

				個人 コジン		山本　清治		100																		個人		植田　貴裕		100

				個人 コジン		山本　慶以子		100																		個人		植田　慎也		100

				個人 コジン		山本　里子		100																		個人		植竹　文哉		100

				個人 コジン		山本　里沙		100																		個人		植西　祐		100

				個人 コジン		山本　治		100																		個人		植村　正樹		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		植村　優		100

				個人 コジン		山本　純平		100																		個人		浮田　泰秀		100

				個人 コジン		山本　渉		100																		個人		臼田　アン		100

				個人 コジン		山本　隆		100																		個人		臼田　健太郎		100

				個人 コジン		山本　丈人		100																		個人		内海　賢司		100

				個人 コジン		山本　武比古		100																		個人		内海　仙		100

				個人 コジン		山本　敏行		100																		個人		内田　大輔		100

				個人 コジン		山本　智正		100																		個人		内田　貴		100

				個人 コジン		山本　昇平		100																		個人		内田　啓智		100

				個人 コジン		山本　博通		100																		個人		内田　晃司		100

				個人 コジン		山本　秀雄		100																		個人		内田　千恵子		100

				個人 コジン		山本　浩功		100																		個人		内田　聡		100

				個人 コジン		山本　真一郎		100																		個人		内田　卓妙		100

				個人 コジン		山本　裕之		100																		個人		内田　陽子		100

				個人 コジン		山道　卿英		100																		個人		内田　朗久郎		100

				個人 コジン		山路　智		100																		個人		内谷　友厘英		100

				個人 コジン		山村　哲也		100																		個人		内藤　幸治		100

				個人 コジン		山村　靖子		100																		個人		内藤　渉		100

				個人 コジン		山室　真砂子		100																		個人		内藤　友梨		100

				個人 コジン		山脇　章治		100																		個人		内藤　真理子		100

				個人 コジン		山脇　美香		100																		個人		内藤　裕之		100

				個人 コジン		指野　俊浩		100																		個人		内山　明		100

				個人 コジン		横井　克士		100																		個人		内山　明彦		100

				個人 コジン		横井　哲郎		100																		個人		内山　香奈子		100

				個人 コジン		横尾　将司		100																		個人		内山　誠		100

				個人 コジン		横澤　容子		100																		個人		内山　正幸		100

				個人 コジン		横田　文昭		100																		個人		打田　博之		100

				個人 コジン		横野　啓一		100																		個人		海谷　清治		100

				個人 コジン		横山　茂樹		100																		個人		海野　英輔		100

				個人 コジン		横山　尚平		100																		個人		海野　操		100

				個人 コジン		横山　翔一		100																		個人		海野　和美		100

				個人 コジン		横山　彰裕		100																		個人		梅内　隆行		100

				個人 コジン		横山　竜介		100																		個人		梅澤　幸夫		100

				個人 コジン		横山　芳幸		100																		個人		梅澤　典子		100

				個人 コジン		吉井　隆彦		100																		個人		梅原　健一		100

				個人 コジン		吉尾　雅美		100																		個人		梅原　卓郎		100

				個人 コジン		吉岡　隆		100																		個人		梅村　晋一		100

				個人 コジン		吉岡　拓治		100																		個人		卜部　和子		100

				個人 コジン		吉岡　洋二		100																		個人		浦上　和之		100

				個人 コジン		吉川　大貴		100																		個人		浦川　悦子		100

				個人 コジン		吉川　貴之		100																		個人		浦木　恵子		100

				個人 コジン		吉川　靖邦		100																		個人		浦野　真澄		100

				個人 コジン		吉澤　満治		100																		個人		瓜生　豊英		100

				個人 コジン		吉澤　康夫		100																		個人		瓜生田　昇		100

				個人 コジン		吉澤　良実		100																		個人		漆畑　夏奈子		100

				個人 コジン		吉田　一男		100																		個人		漆原　彰紀		100

				個人 コジン		吉田　嘉一		100																		個人		漆原　光		100

				個人 コジン		吉田　学志		100																		個人		江川　正夫		100

				個人 コジン		吉田　賢司		100																		個人		江口　知行		100

				個人 コジン		吉田　幸一		100																		個人		江口　正次郎		100

				個人 コジン		吉田　淳之		100																		個人		江口　勇介		100

				個人 コジン		吉田　拓司		100																		個人		江熊　祐二		100

				個人 コジン		吉田　俊一		100																		個人		江波戸　香奈子		100

				個人 コジン		吉田　智		100																		個人		江端　秋幸		100

				個人 コジン		吉田　智彦		100																		個人		江橋　智大		100

				個人 コジン		吉田　直樹		100																		個人		江原　裕美		100

				個人 コジン		吉田　直子		100																		個人		江藤　慎治		100

				個人 コジン		吉田　典義		100																		個人		江藤　光紀		100

				個人 コジン		吉田　昌弘		100																		個人		江間　千代		100

				個人 コジン		吉田　昌美		100																		個人		江間　稔樹		100

				個人 コジン		吉田　美保子		100																		個人		江盛　博典		100

				個人 コジン		吉田　満彦		100																		個人		榎　優一		100

				個人 コジン		吉田　稔		100																		個人		榎田　裕久		100

				個人 コジン		吉田　陽一		100																		個人		榎本　英明		100

				個人 コジン		吉田　好惠		100																		個人		榎本　翔		100

				個人 コジン		吉竹　茂利		100																		個人		榎本　涼		100

				個人 コジン		吉富　康幸		100																		個人		遠田　光志		100

				個人 コジン		吉永　栄子		100																		個人		遠藤　麻美		100

				個人 コジン		吉永　鈴美		100																		個人		遠藤　健		100

				個人 コジン		吉永　誠		100																		個人		遠藤　誠		100

				個人 コジン		吉野　賢治		100																		個人		遠藤　聡		100

				個人 コジン		吉野　悟		100																		個人		遠藤　哲也		100

				個人 コジン		吉野　友貴		100																		個人		遠藤　利恵		100

				個人 コジン		吉野　由美		100																		個人		遠藤　智絵		100

				個人 コジン		吉本　直樹		100																		個人		遠藤　三郎		100

				個人 コジン		吉見　雄三		100																		個人		遠藤　光将		100

				個人 コジン		吉見　浩子		100																		個人		遠藤　ゆかり		100

				個人 コジン		吉村　俊一		100																		個人		遠藤　洋子		100

				個人 コジン		芳谷　英俊		100																		個人		遠峰　雅人		100

				個人 コジン		依田　寛		100																		個人		遠山　英明		100

				個人 コジン		樂満　眞知子		100																		個人		尾家　邦之		100

				個人 コジン		李　徳韶		100																		個人		尾形　真由美		100

				個人 コジン		劉　憲明		100																		個人		尾崎　伸敏		100

				個人 コジン		和泉　惠三		100																		個人		尾崎　千紗		100

				個人 コジン		和泉川　美代子		100																		個人		尾崎　聡子		100

				個人 コジン		和里　博保		100																		個人		尾崎　直幸		100

				個人 コジン		和田　享		100																		個人		尾崎　信介		100

				個人 コジン		和田　幸三		100																		個人		尾崎　眞由美		100

				個人 コジン		和田　迅		100																		個人		尾定　紗貴		100

				個人 コジン		和田　進		100																		個人		尾花　勲		100

				個人 コジン		和田　晴美		100																		個人		尾鼻　裕朗		100

				個人 コジン		若井　篤		100																		個人		尾原　義則		100

				個人 コジン		若木　輝彦		100																		個人		尾山　徹		100

				個人 コジン		若林　一之		100																		個人		緒方　啓介		100

				個人 コジン		若林　琢哉		100																		個人		緒方　豪人		100

				個人 コジン		若松　加代子		100																		個人		緒方　稔		100

				個人 コジン		若松　美佐		100																		個人		織田　光晴		100

				個人 コジン		脇　政雄		100																		個人		追分　満		100

				個人 コジン		脇坂　弘暢		100																		個人		王　俊傑		100

				個人 コジン		涌井　洋子		100																		個人		王生　紀子		100

				個人 コジン		鷲見　一郎		100																		個人		大井　雄吾		100

				個人 コジン		渡　祐貴		100																		個人		大井　弘恵		100

				個人 コジン		渡久地　政樹		100																		個人		大井　美佐子		100

				個人 コジン		渡部　誠		100																		個人		大井　靖子		100

				個人 コジン		渡部　尊		100																		個人		大家　嘉		100

				個人 コジン		渡部　眞由美		100																		個人		大石　雄己		100

				個人 コジン		渡邉　郁代		100																		個人		大石　晃裕		100

				個人 コジン		渡辺　一宏		100																		個人		大石　誠		100

				個人 コジン		渡邉　大洋		100																		個人		大石　浩三		100

				個人 コジン		渡辺　興三		100																		個人		大泉　優子		100

				個人 コジン		渡邊　希男		100																		個人		大内　清		100

				個人 コジン		渡辺　恭充		100																		個人		大内　輝子		100

				個人 コジン		渡辺　賢		100																		個人		大内　裕基		100

				個人 コジン		渡邉　孔太		100																		個人		大浦　菜都紀		100

				個人 コジン		渡辺　聡		100																		個人		大浦　茂		100

				個人 コジン		渡辺　岳		100																		個人		大浦　善博		100

				個人 コジン		渡邉　竜也		100																		個人		大浦　崇央		100

				個人 コジン		渡辺　民江		100																		個人		大江　道子		100

				個人 コジン		渡辺　俊明		100																		個人		大賀　一郎		100

				個人 コジン		渡邉　秀明		100																		個人		大門　佳弘		100

				個人 コジン		渡辺　正巳		100																		個人		大川　晃史		100

				個人 コジン		渡邉　保昌		100																		個人		大川　正廣		100

				個人 コジン		渡邊　裕美		100																		個人		大川　みほ		100

				個人 コジン		渡辺　洋人		100																		個人		大川　由美子		100

				個人 コジン		渡邊　亮		100																		個人		大河内　一憲		100

				個人 コジン		綿引　幸弘		100																		個人		大貫　雅美		100

				個人 コジン		亘理　文夫		100																		個人		大木　茂		100

				個人 コジン		サクラニ　アミッシュアナンド		100																		個人		大木　浩		100

				個人 コジン		ＰＡＲＫ　ＳＵＮＪＵＮＧ		100																		個人		大木　義仁		100

				法人 ホウジン		合同会社アセットプラネット社		100																		個人		大喜多　亮		100

				法人 ホウジン		株式会社アンドバイユー		100																		個人		大久保　俊彦		100

				法人 ホウジン		株式会社イチヤ		100																		個人		大久保　智之		100

				法人 ホウジン		有限会社伊勢浪商店		100																		個人		大國護　慧		100

				法人 ホウジン		株式会社オーエイチケー		100																		個人		大窪　剛宏		100

				法人 ホウジン		有限会社カネヒサコーポレーション		100																		個人		大熊　富美子		100

				法人 ホウジン		株式会社国中環境開発		100																		個人		大越　百合枝		100

				法人 ホウジン		株式会社ザ・コスモス		100																		個人		大越　泰子		100

				法人 ホウジン		株式会社サムズアップ		100																		個人		大坂　隆征		100

				法人 ホウジン		さくらフォレスト株式会社		100																		個人		大阪谷　明美		100

				法人 ホウジン		株式会社さくらやま地所		100																		個人		大崎　浩		100

				法人 ホウジン		株式会社シーブリーズ・コンサルティング		100																		個人		大迫　涼太		100

				法人 ホウジン		株式会社Ｇａｉａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ		100																		個人		大澤　勝正		100

				法人 ホウジン		七モンドール有限会社		100																		個人		大澤　幸也		100

				法人 ホウジン		株式会社ＤＹＭ		100																		個人		大澤　治亮		100

				法人 ホウジン		株式会社中央トラフィック・システム		100																		個人		大澤　俊		100

				法人 ホウジン		株式会社ＢｙｒｏｎＧｒａｐｈｉｃｓ		100																		個人		大澤　由人		100

				法人 ホウジン		株式会社東京ウエルズ		100																		個人		大澤　理恵子		100

				法人 ホウジン		藤島株式会社		100																		個人		大澤　了		100

				法人 ホウジン		合同会社前田商店		100																		個人		大鹿　志奈		100

				法人 ホウジン		昌和産業有限会社		100																		個人		大島　千明		100

				法人 ホウジン		株式会社ライフプラザＮＥＯ		100																		個人		大島　康臣		100

				機関 キカン		廣田証券株式会社		95																		個人		大下　航輝		100

				個人 コジン		千葉　祥子		11																		個人		大城　正哉		100

				個人 コジン		亀井　文夫		10																		個人		大城　悠人		100

				個人 コジン		根岸　伸明		10																		個人		大隅　悠司		100

				個人 コジン		植原　暢哉		8																		個人		大隅　芳枝		100

				個人 コジン		澁谷　恵宜		8																		個人		太田　明子		100

				個人 コジン		若松　義男		8																		個人		太田　久仁子		100

				個人 コジン		宇賀神　稔		5																		個人		太田　隆裕		100

				個人 コジン		川端　義光		5																		個人		太田　匡		100

				個人 コジン		原　泰之		5																		個人		大田　哲也		100

				個人 コジン		森岡　茂		4																		個人		太田　博		100

				個人 コジン		伊藤　高広		3																		個人		太田　三枝子		100

				個人 コジン		加藤　真由美		3																		個人		太田　靖人		100

				個人 コジン		三村　晃平		2																		個人		太田　和英		100

				個人 コジン		後藤　英文		1																		個人		大竹　克宜		100

				個人 コジン		寺尾　雅子		1																		個人		大谷　昇		100

				個人 コジン		中井　健二		1																		個人		大地　潤一		100

				個人 コジン		湯原　悠太		1																		個人		大地　義治		100

								12,977,900																		個人		大津　圭吾		100

																										個人		大津　健一		100

																										個人		大塚　克己		100

																										個人		大塚　健司		100

																										個人		大塚　滋		100

																										個人		大塚　重希		100

																										個人		大塚　純		100

																										個人		大塚　祥一		100

																										個人		大塚　崇史		100

																										個人		大塚　致雅子		100

																										個人		大塚　博司		100

																										個人		大塚　浩美		100

																										個人		大塚　妙		100

																										個人		大槻　成		100

																										個人		大坪　督政		100

																										個人		大友　由臣		100

																										個人		大西　隆昭		100

																										個人		大西　浩司		100

						小計（法人でない団体）																				個人		大西　眞博		100

																										個人		大西　洋介		100

																										個人		大庭　栞		100

																										個人		大庭　行正		100

																										個人		大沼田　靖之		100

																										個人		大野　雄輔		100

																										個人		大野　克明		100

																										個人		大野　勝利		100

																										個人		大野　貴光		100

																										個人		大野　孝久		100

																										個人		大野　長良		100

																										個人		大野　浩一		100

																										個人		大野　裕哉		100

																										個人		大羽　友希子		100

																										個人		大場　賢一		100

																										個人		大場　誠也		100

																										個人		大塲　保之		100

																										個人		大橋　亜弥子		100

																										個人		大橋　麻実		100

						小計（証券会社　　　）																				個人		大橋　絵理子		100

																										個人		大橋　永志		100

																										個人		大橋　昌史		100

																										個人		大橋　康平		100

																										個人		大畑　晴香		100

																										個人		大林　公代		100

																										個人		大林　友希子		100

																										個人		大本　高志		100

																										個人		大松　雄次		100

																										個人		大溝　純		100

																										個人		大村　啓介		100

																										個人		大村　弘文		100

																										個人		大桃　公樹		100

																										個人		大森　一賢		100

																										個人		大森　隆志		100

																										個人		大森　利明		100

																										個人		大森　文雄		100

																										個人		大森　裕子		100

																										個人		大山　典子		100

						小計（証券金融　　　）																				個人		大山　和幸		100

																										個人		太郎丸　悦章		100

																										個人		大和田　邦明		100

																										個人		大和田　真		100

																										個人		岡　紀彦		100

																										個人		岡崎　顯成		100

																										個人		岡崎　俊二		100

																										個人		岡崎　豊		100

																										個人		岡澤　輝幸		100

																										個人		岡島　健		100

																										個人		岡田　慧美		100

																										個人		岡田　英幸		100

																										個人		岡田　勝利		100

																										個人		岡田　清		100

																										個人		岡田　耕一郎		100

																										個人		岡田　慎也		100

																										個人		岡田　整治		100

																										個人		岡田　たか子		100

																										個人		岡田　武		100

						小計（信託銀行　　　）																				個人		岡田　禎子		100

																										個人		岡田　朋子		100

																										個人		岡田　宏		100

																										個人		岡田　雅恵		100

																										個人		岡田　雅文		100

																										個人		岡田　美秀子		100

																										個人		岡田　光浩		100

																										個人		岡田　裕明		100

																										個人		岡野　直臣		100

																										個人		岡野　秀人		100

																										個人		岡野　光孝		100

																										個人		岡橋　智也		100

																										個人		岡部　壮真		100

																										個人		岡部　達夫		100

																										個人		岡本　茜		100

																										個人		岡本　明憲		100

																										個人		岡本　明博		100

																										個人		岡本　恵理子		100

																										個人		岡本　薫		100

						小計（一般法人　　　）																				個人		岡本　貴彦		100

																										個人		岡本　紗江		100

																										個人		岡本　慎悟		100

																										個人		岡本　辰徳		100

																										個人		岡本　朋子		100

																										個人		岡本　智晴		100

																										個人		岡本　豊		100

																										個人		岡本　昌樹		100

																										個人		岡本　充史		100

																										個人		岡本　裕也		100

																										個人		岡峰　聡一		100

																										個人		岡村　一徳		100

																										個人		岡村　謙太郎		100

																										個人		岡村　彩乃		100

																										個人		岡村　千春		100

																										個人		岡村　直樹		100

																										個人		岡村　直人		100

																										個人		岡森　健太		100

																										個人		岡安　亮		100

						小計（非居住外国法人）																				個人		岡山　金平		100

																										個人		岡山　拓人		100

																										個人		沖石　直也		100

																										個人		沖津　亜由美		100

																										個人		沖山　豊		100

																										個人		荻野　真理		100

																										個人		荻野　朗		100

																										個人		荻原　柊羽		100

																										個人		置田　豊		100

																										個人		奥　大樹		100

																										個人		奥　和也		100

																										個人		奥井　章文		100

																										個人		奥居　純子		100

																										個人		奥田　豊		100

																										個人		奥田　直哉		100

																										個人		奥田　昌弘		100

																										個人		奥谷　正宏		100

																										個人		奥峪　一夫		100

																										個人		奥野　啓太		100

						小計（非居住外国人　）																				個人		奥平　茂美		100

																										個人		奥藤　亨		100

																										個人		奥本　雅之		100

																										個人		奥村　慎亮		100

																										個人		奥村　節子		100

																										個人		奥村　辰八		100

																										個人		奥村　康紀		100

																										個人		奥山　裕史		100

																										個人		桶作　敏之		100

																										個人		落合　樹一		100

																										個人		落合　正啓		100

																										個人		落部　厚志		100

																										個人		鬼頭　暁美		100

																										個人		鬼頭　伸彰		100

																										個人		鬼頭　宏		100

																										個人		折茂　尊		100

																										個人		折原　悠斗		100

																										個人		加賀谷　一正		100

																										個人		加苅　秀樹		100

						小計（非居住邦人　　）																				個人		加川　巧太		100

																										個人		加島　晴景		100

																										個人		加瀬　宏		100

																										個人		加納　千織		100

																										個人		加福　宗徳		100

																										個人		加藤　茜		100

																										個人		加藤　雄太		100

																										個人		加藤　大		100

																										個人		加藤　太一		100

																										個人		加藤　大樹		100

																										個人		加藤　亨		100

																										個人		加藤　慶子		100

																										個人		加藤　健斗		100

																										個人		加藤　孝祐		100

																										個人		加藤　史人		100

																										個人		加藤　周平		100

																										個人		加藤　修		100

																										個人		加藤　慎也		100

																										個人		加藤　誠		100

						小計（居住外国人　　）																				個人		加藤　誠		100

																										個人		加藤　拓真		100

																										個人		加藤　知佐子		100

																										個人		加藤　稚菜		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　哲也		100

																										個人		加藤　敏子		100

																										個人		加藤　直也		100

																										個人		加藤　博信		100

																										個人		加藤　文彦		100

																										個人		加藤　奉子		100

																										個人		加藤　真吾		100

																										個人		加藤　真史		100

																										個人		加藤　真由美		100

																										個人		加藤　正智		100

																										個人		加藤　美奈子		100

																										個人		加藤　ゆみ子		100

																										個人		加藤　勇樹		100

						合計																				個人		加藤　誉枝大		100

																										個人		加藤　洋		100

																										個人		加藤　諒		100

																										個人		加行　孝之		100

																										個人		香島　雄一郎		100

																										個人		賀集　亮太		100

																										個人		嘉祥寺　麻実		100

																										個人		嘉藤　裕一		100

																										個人		柿田　剛志		100

																										個人		柿沼　貴広		100

																										個人		柿沼　直樹		100

																										個人		柿葉　大地		100

																										個人		柿原　諒		100

																										個人		蔭西　知子		100

																										個人		笠井　亜希子		100

																										個人		笠井　里紗		100

																										個人		笠井　里帆		100

																										個人		笠井　肇		100

																										個人		笠井　涼馬		100

																										個人		笠野　幹人		100

																										個人		笠原　綾乃		100

																										個人		笠原　一仁		100

																										個人		笠原　秀喜		100

																										個人		笠原　浩司		100

																										個人		笠原　真実		100

																										個人		笠原　務		100

																										個人		柏　照太郎		100

																										個人		柏原　信也		100

																										個人		栢原　正純		100

																										個人		柁原　玲奈		100

																										個人		梶田　真人		100

																										個人		梶野　雅之		100

																										個人		梶原　恒明		100

																										個人		梶村　恵子		100

																										個人		楫　喜博		100

																										個人		樫原　孝之		100

																										個人		樫村　尚		100

																										個人		樫村　宗人		100

																										個人		樫村　ちひろ		100

																										個人		樫村　博		100

																										個人		樫村　和香		100

																										個人		糟谷　佐保里		100

																										個人		糟谷　隆		100

																										個人		片岡　修		100

																										個人		片岡　昌樹		100

																										個人		片岡　光夫		100

																										個人		片桐　幸代		100

																										個人		片桐　良明		100

																										個人		片平　信行		100

																										個人		片山　勝博		100

																										個人		片山　邦秀		100

																										個人		片山　善和		100

																										個人		片山　俊一		100

																										個人		片山　朋子		100

																										個人		片山　松之		100

																										個人		片山　裕史		100

																										個人		形谷　和則		100

																										個人		形野　元彦		100

																										個人		勝井　寿一		100

																										個人		勝俣　文秋		100

																										個人		門田　侑也		100

																										個人		門奈　由記		100

																										個人		門藤　正樹		100

																										個人		門脇　宏		100

																										個人		門脇　亮太		100

																										個人		蟹江　吉弘		100

																										個人		金　月仙		100

																										個人		金　雅子		100

																										個人		金井　郁雄		100

																										個人		金井　拓也		100

																										個人		金井　弘幸		100

																										個人		金岡　京平		100

																										個人		金岡　秀之		100

																										個人		金岡　真央		100

																										個人		金岡　保彦		100

																										個人		金子　愛		100

																										個人		金子　健		100

																										個人		金子　琴鶴栄		100

																										個人		金子　順子		100

																										個人		金子　仁		100

																										個人		金子　誠哉		100

																										個人		金子　高尚		100

																										個人		金子　富久栄		100

																										個人		金子　真弓		100

																										個人		金子　政弘		100

																										個人		金子　桃香		100

																										個人		金子　和彦		100

																										個人		金澤　訓		100

																										個人		金沢　建鉄		100

																										個人		金澤　安彦		100

																										個人		金須　幸広		100

																										個人		金野　光成		100

																										個人		金野　和		100

																										個人		金平　浩一		100

																										個人		金丸　茂男		100

																										個人		金丸　弓月		100

																										個人		金光　啓佑		100

																										個人		金村　聖浩		100

																										個人		金森　恭子		100

																										個人		金森　尚弘		100

																										個人		金山　紘明		100

																										個人		兼子　明		100

																										個人		兼田　充		100

																										個人		兼松　佐知子		100

																										個人		釜木　悦子		100

																										個人		蒲原　譲司		100

																										個人		鎌田　啓次		100

																										個人		鎌田　幸男		100

																										個人		鎌田　雅史		100

																										個人		鎌田　裕樹		100

																										個人		鎌田　亮		100

																										個人		神澤　龍二		100

																										個人		神田　聡一郎		100

																										個人		神田　和政		100

																										個人		神立　慶子		100

																										個人		神谷　綾		100

																										個人		神谷　桂佑		100

																										個人		神原　秀仁		100

																										個人		神本　恒雄		100

																										個人		神宮司　晃		100

																										個人		神山　みどり		100

																										個人		神行　国博		100

																										個人		亀井　一孝		100

																										個人		亀井　菜月		100

																										個人		亀岡　裕子		100

																										個人		亀甲　陽平		100

																										個人		亀田　亜也子		100

																										個人		亀田　雅史		100

																										個人		亀田　祐一郎		100

																										個人		亀田　由梨奈		100

																										個人		甕岡　紘幸		100

																										個人		鴨志田　崇人		100

																										個人		鴨田　隆		100

																										個人		萱野　政紀		100

																										個人		柄澤　大		100

																										個人		刈谷　英夫		100

																										個人		狩野　裕将		100

																										個人		輕部　令		100

																										個人		川井　信和		100

																										個人		川井　良介		100

																										個人		川井田　英明		100

																										個人		川上　貴敏		100

																										個人		川上　久和		100

																										個人		川上　隆三		100

																										個人		川上　芳枝		100

																										個人		川岸　完次		100

																										個人		川口　貴文		100

																										個人		川口　京子		100

																										個人		川口　圭治		100

																										個人		川口　哲史		100

																										個人		川口　扶展		100

																										個人		川口　実苗		100

																										個人		川口　充展		100

																										個人		川合　紀歌		100

																										個人		川合　崇之		100

																										個人		川越　眞紀		100

																										個人		川嵜　悦子		100

																										個人		川崎　悦郎		100

																										個人		川崎　久美子		100

																										個人		川崎　佳孝		100

																										個人		川崎　寿夫		100

																										個人		川崎　誠		100

																										個人		川崎　真由美		100

																										個人		川崎　光代		100

																										個人		川崎　優史		100

																										個人		川崎　洋		100

																										個人		川島　あかり		100

																										個人		川嶋　佳久		100

																										個人		川島　拓也		100

																										個人		川島　徹		100

																										個人		川島　智之		100

																										個人		川嶋　陽子		100

																										個人		川田　麻優子		100

																										個人		川田　伊織		100

																										個人		川田　功		100

																										個人		川田　浩文		100

																										個人		川田　陽子		100

																										個人		川瀧　利之		100

																										個人		川津　清		100

																										個人		川出　真依		100

																										個人		川中　咲希		100

																										個人		川西　諭		100

																										個人		川野　和也		100

																										個人		川端　賢彦		100

																										個人		川端　淳子		100

																										個人		川畑　明博		100

																										個人		川畑　浩一		100

																										個人		川原　みちよ		100

																										個人		川部　純男		100

																										個人		川辺　英俊		100

																										個人		川本　麻衣子		100

																										個人		川本　直樹		100

																										個人		川真田　恵子		100

																										個人		川又　義雄		100

																										個人		川俣　和博		100

																										個人		川村　拓也		100

																										個人		川村　俊彦		100

																										個人		川村　昇		100

																										個人		川村　典明		100

																										個人		河内　英人		100

																										個人		河合　克彦		100

																										個人		河合　環		100

																										個人		河合　友江		100

																										個人		河合　秀樹		100

																										個人		河合　美芽		100

																										個人		河合　柳之介		100

																										個人		河合　良治		100

																										個人		河島　省朗		100

																										個人		河田　奈美		100

																										個人		河野　幸恵		100

																										個人		河野　高志		100

																										個人		河野　博道		100

																										個人		河野　真美子		100

																										個人		河野　好統		100

																										個人		河端　則好		100

																										個人		河本　英明		100

																										個人		河邑　政彦		100

																										個人		河村　新		100

																										個人		河村　雄太		100

																										個人		河村　剛至		100

																										個人		河村　和夫		100

																										個人		乾　旭秀		100

																										個人		乾　年雄		100

																										個人		木内　英仁		100

																										個人		木内　久子		100

																										個人		木内　賢		100

																										個人		木内　幸恵		100

																										個人		木内　俊介		100

																										個人		木内　真澄		100

																										個人		木川田　千尋		100

																										個人		木坂　ますみ		100

																										個人		木島　好得		100

																										個人		木下　嘉月		100

																										個人		木下　祥吾		100

																										個人		木下　善夫		100

																										個人		木下　利之		100

																										個人		木下　智之		100

																										個人		木下　直也		100

																										個人		木下　靖啓		100

																										個人		木須　康一郎		100

																										個人		木田　節子		100

																										個人		木谷　哲夫		100

																										個人		木谷　祐之		100

																										個人		木継　まゆみ		100

																										個人		木幡　千義		100

																										個人		木原　武弘		100

																										個人		木原　優太		100

																										個人		木原　和矢		100

																										個人		木船　京子		100

																										個人		木古　明彦		100

																										個人		木本　千里		100

																										個人		木村　明子		100

																										個人		木村　敦浩		100

																										個人		木村　逸郎		100

																										個人		木村　紀之		100

																										個人		木村　啓一		100

																										個人		木村　賢二郎		100

																										個人		木村　護		100

																										個人		木村　尚貴		100

																										個人		木村　晋哉		100

																										個人		木村　成暁		100

																										個人		木村　泰樹		100

																										個人		木村　和弘		100

																										個人		木元　雄一朗		100

																										個人		枳穀　美佐子		100

																										個人		黄瀬　恵美子		100

																										個人		喜瀬　佑貴		100

																										個人		喜多　竜介		100

																										個人		喜羽　宏明		100

																										個人		喜良　美都里		100

																										個人		樹下　隼人		100

																										個人		菊池　健一		100

																										個人		菊池　修平		100

																										個人		菊池　淳		100

																										個人		菊池　裕二		100

																										個人		菊地　孝行		100

																										個人		菊地　智史		100

																										個人		菊地　祐真		100

																										個人		菊地　優希		100

																										個人		菊本　美江		100

																										個人		菊村　武		100

																										個人		岸　和孝		100

																										個人		岸下　昇平		100

																										個人		岸田　節子		100

																										個人		岸田　稔子		100

																										個人		岸野　聡		100

																										個人		岸和田　哲		100

																										個人		北浦　康次		100

																										個人		北川　淳一		100

																										個人		北川　智子		100

																										個人		北川　浩明		100

																										個人		北川　正弘		100

																										個人		北川　雅典		100

																										個人		北川　誉人		100

																										個人		北口　穂乃美		100

																										個人		北澤　涼介		100

																										個人		北島　靖久		100

																										個人		北田　昌宏		100

																										個人		北谷　嘉伸		100

																										個人		北野　伊知郎		100

																										個人		北林　勝義		100

																										個人		北原　一也		100

																										個人		北原　里香		100

																										個人		北原　真行		100

																										個人		北原　悠平		100

																										個人		北村　金雄		100

																										個人		北村　基成		100

																										個人		北村　隆		100

																										個人		北村　隆幸		100

																										個人		北村　秀樹		100

																										個人		北村　昌大		100

																										個人		北守　久美子		100

																										個人		絹川　耕二		100

																										個人		君島　宜己		100

																										個人		清　一哲		100

																										個人		清田　祥平		100

																										個人		清田　俊介		100

																										個人		清武　三千子		100

																										個人		清塚　勝		100

																										個人		清水　敦夫		100

																										個人		清水　一静		100

																										個人		清水　一博		100

																										個人		清水　雄樹		100

																										個人		清水　学		100

																										個人		清水　喜久子		100

																										個人		清水　孝彰		100

																										個人		清水　晃汰		100

																										個人		清水　栄治		100

																										個人		清水　栄伸		100

																										個人		清水　茂勇		100

																										個人		清水　隆行		100

																										個人		清水　鉄也		100

																										個人		清水　利憲		100

																										個人		清水　智裕		100

																										個人		清水　豊晴		100

																										個人		清水　秀男		100

																										個人		清水　弘也		100

																										個人		清水　幹也		100

																										個人		清水　康司		100

																										個人		清水　康成		100

																										個人		清水　祐二		100

																										個人		清水　優子		100

																										個人		清水　良一		100

																										個人		清水　理史		100

																										個人		清水　和広		100

																										個人		切明　貴宏		100

																										個人		桐原　さわ子		100

																										個人		桐原　理		100

																										個人		九鬼　大樹		100

																										個人		久代　康夫		100

																										個人		久次米　正博		100

																										個人		久常　健太郎		100

																										個人		久斗　佐智子		100

																										個人		久冨　佳恵		100

																										個人		久野　友裕		100

																										個人		久場　良太		100

																										個人		久本　晃三		100

																										個人		久安　浩文		100

																										個人		久保　克人		100

																										個人		久保　久仁男		100

																										個人		久保　哲司		100

																										個人		久保　信雄		100

																										個人		久保　秀明		100

																										個人		久保　美次		100

																										個人		久保　裕則		100

																										個人		久保田　厚美		100

																										個人		久保田　一冴		100

																										個人		久保田　雄介		100

																										個人		久保田　加津子		100

																										個人		久保田　旬		100

																										個人		久保田　直樹		100

																										個人		久保田　雪美		100

																										個人		久保田　陽亮		100

																										個人		久保田　芳宏		100

																										個人		久保田　涼奈		100

																										個人		工藤　啓太		100

																										個人		工藤　啓嗣		100

																										個人		工藤　健介		100

																										個人		工藤　孔毅		100

																										個人		工藤　晃		100

																										個人		工藤　浩睦		100

																										個人		工藤　文		100

																										個人		工藤　望絵		100

																										個人		草野　功		100

																										個人		鯨岡　洋		100

																										個人		葛西　友樹		100

																										個人		楠　時恵		100

																										個人		楠　芳男		100

																										個人		楠原　潤也		100

																										個人		口地　崇之		100

																										個人		朽名　和成		100

																										個人		國柄　努		100

																										個人		国司　侑吾		100

																										個人		國友　誠人		100

																										個人		國場　大貴		100

																										個人		國廣　瑞樹		100

																										個人		國分　友貴		100

																										個人		椚原　隆		100

																										個人		窪津　保治		100

																										個人		窪野　秀美		100

																										個人		隈河　努志		100

																										個人		隈部　淳子		100

																										個人		隈部　絢子		100

																										個人		熊木　正幸		100

																										個人		熊崎　悟		100

																										個人		熊谷　精		100

																										個人		熊野　諭美		100

																										個人		粂　武		100

																										個人		倉　浩二		100

																										個人		倉井　健		100

																										個人		倉上　正義		100

																										個人		倉田　敏郎		100

																										個人		倉田　泰樹		100

																										個人		倉橋　敬		100

																										個人		倉本　勤也		100

																										個人		倉持　京子		100

																										個人		倉持　繁雄		100

																										個人		蔵薗　俊明		100

																										個人		蔵所　一彦		100

																										個人		栗崎　美嘉		100

																										個人		栗島　大輔		100

																										個人		栗嶋　慎一		100

																										個人		栗栖　悠起		100

																										個人		栗田　瞬		100

																										個人		栗林　孝行		100

																										個人		栗林　由人		100

																										個人		栗原　久美子		100

																										個人		栗原　健次		100

																										個人		栗原　茂喜		100

																										個人		栗原　裕子		100

																										個人		栗又　孝徳		100

																										個人		栗山　幹夫		100

																										個人		来栖　茂		100

																										個人		来住野　文雄		100

																										個人		来山　定寿		100

																										個人		車谷　瞳		100

																										個人		榑松　純一		100

																										個人		黒岩　ゆかり		100

																										個人		黒金　栄子		100

																										個人		黒川　綾子		100

																										個人		黒川　美恵子		100

																										個人		黒川　由佳		100

																										個人		黒木　洋一		100

																										個人		黒坂　英樹		100

																										個人		黒崎　裕行		100

																										個人		黒崎　凌馬		100

																										個人		黒澤　千晴		100

																										個人		黒住　宰		100

																										個人		黒田　幸浩		100

																										個人		黒田　知彦		100

																										個人		黒田　俊行		100

																										個人		黒田　智生		100

																										個人		黒沼　史宜		100

																										個人		黒部　拓也		100

																										個人		桑内　和人		100

																										個人		桑木　一成		100

																										個人		桑島　麿加		100

																										個人		桑田　香子		100

																										個人		桑田　利光		100

																										個人		桑田　芳子		100

																										個人		桑名　佳明		100

																										個人		桑原　喜之		100

																										個人		桑原　敏一		100

																										個人		桑原　殿		100

																										個人		桑原　正史		100

																										個人		桑山　明美		100

																										個人		桑山　敦司		100

																										個人		鍬田　康平		100

																										個人		毛利　司		100

																										個人		毛呂　優太		100

																										個人		權田　広樹		100

																										個人		小池　恵		100

																										個人		小池　英人		100

																										個人		小池　仁洋		100

																										個人		小池　宏樹		100

																										個人		小池　芳夫		100

																										個人		小石　隆子		100

																										個人		小石　好美		100

																										個人		小泉　親彦		100

																										個人		小泉　紀子		100

																										個人		小泉　沙織		100

																										個人		小泉　俊次		100

																										個人		小板　英男		100

																										個人		小浦方　直人		100

																										個人		小尾　美穂		100

																										個人		小笠原　真歩		100

																										個人		小笠原　雅人		100

																										個人		小方　陽介		100

																										個人		小川　有貴		100

																										個人		小川　海渡		100

																										個人		小川　勤		100

																										個人		小川　利希也		100

																										個人		小川　俊雄		100

																										個人		小川　正則		100

																										個人		小川　正範		100

																										個人		小川　ミヨ子		100

																										個人		小川　美貴		100

																										個人		小川　祐樹		100

																										個人		小河　香織		100

																										個人		小木曽　健太朗		100

																										個人		小木曽　広美		100

																										個人		小清水　栄治		100

																										個人		小久江　一郎		100

																										個人		小口　亜里紗		100

																										個人		小口　秀仁		100

																										個人		小倉　規彰		100

																										個人		小倉　浩則		100

																										個人		小倉　優太		100

																										個人		小栗　道秋		100

																										個人		小坂　一也		100

																										個人		小坂　等		100

																										個人		小坂　由美子		100

																										個人		小崎　三鶴		100

																										個人		小笹　史登		100

																										個人		小澤　恭子		100

																										個人		小澤　節子		100

																										個人		小澤　武平		100

																										個人		小澤　玲		100

																										個人		小椎葉　竜太		100

																										個人		小島　孝俊		100

																										個人		小島　純		100

																										個人		小島　幹也		100

																										個人		小嶋　祐史		100

																										個人		小島　裕史		100

																										個人		小城　直子		100

																										個人		小菅　直人		100

																										個人		小瀬谷　光夫		100

																										個人		小関　学		100

																										個人		小関　里奈		100

																										個人		小田　悦子		100

																										個人		小田　大貴		100

																										個人		小田　敏明		100

																										個人		小田原　洋志		100

																										個人		小鷹狩　昭吾		100

																										個人		小谷　京子		100

																										個人		小谷　直道		100

																										個人		小谷　暢明		100

																										個人		小玉　哲也		100

																										個人		小積　克義		100

																										個人		小出　唯登		100

																										個人		小出　博和		100

																										個人		小寺　伸幸		100

																										個人		小鳥居　結子		100

																										個人		小鳥居　隆		100

																										個人		小中野　翔平		100

																										個人		小長井　季継		100

																										個人		小長谷　友幸		100

																										個人		小西　紀男		100

																										個人		小西　喜久夫		100

																										個人		小西　啓策		100

																										個人		小西　慶三		100

																										個人		小西　健太		100

																										個人		小西　善之		100

																										個人		小西　秀宜		100

																										個人		小西　秀彦		100

																										個人		小西　雅彦		100

																										個人		小西　美貴		100

																										個人		小西　康代		100

																										個人		小西　洋機		100

																										個人		小野　可愛		100

																										個人		小野　幸司		100

																										個人		小野　幸彦		100

																										個人		小野　敏明		100

																										個人		小野　智之		100

																										個人		小野　広之		100

																										個人		小野　泰憲		100

																										個人		小野　勇		100

																										個人		小野　玲子		100

																										個人		小野川　裕太郎		100

																										個人		小野木　巳奈		100

																										個人		小野澤　京平		100

																										個人		小野沢　龍洋		100

																										個人		小野島　久実子		100

																										個人		小野塚　岳文		100

																										個人		小野塚　昇		100

																										個人		小幡　愛子		100

																										個人		小幡　康男		100

																										個人		小林　一彦		100

																										個人		小林　慧祐		100

																										個人		小林　英之		100

																										個人		小林　英里子		100

																										個人		小林　寛		100

																										個人		小林　紀子		100

																										個人		小林　貴		100

																										個人		小林　久剛		100

																										個人		小林　佳代		100

																										個人		小林　敬佳		100

																										個人		小林　敬弘		100

																										個人		小林　栄一		100

																										個人		小林　栄二		100

																										個人		小林　繁		100

																										個人		小林　淳子		100

																										個人		小林　渉		100

																										個人		小林　千秋		100

																										個人		小林　園子		100

																										個人		小林　利七		100

																										個人		小林　豊		100

																										個人		小林　奈々		100

																										個人		小林　奈々絵		100

																										個人		小林　直美		100

																										個人		小林　信之		100

																										個人		小林　広祈		100

																										個人		小林　正和		100

																										個人		小林　美沙		100

																										個人		小林　美千代		100

																										個人		小林　勇太		100

																										個人		小林　勇人		100

																										個人		小林　洋介		100

																										個人		小林　吉隆		100

																										個人		小林　玲子		100

																										個人		小林　和宏		100

																										個人		小原　一貴		100

																										個人		小原　和裕		100

																										個人		小桧山　博		100

																										個人		小平　千尋		100

																										個人		小堀　直美		100

																										個人		小堀　義和		100

																										個人		小前　栄治		100

																										個人		小松　清		100

																										個人		小松　秀法		100

																										個人		小松　百合子		100

																										個人		小松　弘治		100

																										個人		小松原　学		100

																										個人		小豆澤　和秀		100

																										個人		小見　由美子		100

																										個人		小宮　孝文		100

																										個人		小宮山　実		100

																										個人		小椋　秀明		100

																										個人		小村　俊平		100

																										個人		小室　峰代		100

																										個人		小森　実		100

																										個人		小森　洋子		100

																										個人		小森田　怜史		100

																										個人		小柳　敬右		100

																										個人		小柳　美和子		100

																										個人		小柳　峯夫		100

																										個人		小柳　裕介		100

																										個人		小山　綾子		100

																										個人		小山　賢司		100

																										個人		小山　史朗		100

																										個人		小山　純一		100

																										個人		小山　浩史		100

																										個人		小山　真奈人		100

																										個人		小山　光雄		100

																										個人		小山　源太		100

																										個人		小山　裕貴		100

																										個人		五明　基泰		100

																										個人		五香　宏幸		100

																										個人		五木田　亘裕		100

																										個人		五十嵐　健		100

																										個人		五十嵐　健一		100

																										個人		五十嵐　淳		100

																										個人		五十嵐　卓		100

																										個人		五十嵐　利行		100

																										個人		五十嵐　晴香		100

																										個人		五月女　陽		100

																										個人		児玉　大輝		100

																										個人		兒玉　卓也		100

																										個人		児玉　哲也		100

																										個人		後藤　秋人		100

																										個人		後藤　大輔		100

																										個人		後藤　勝壽		100

																										個人		後藤　圭子		100

																										個人		後藤　壽恵		100

																										個人		後藤　純也		100

																										個人		後藤　昭		100

																										個人		後藤　紹元		100

																										個人		後藤　忠利		100

																										個人		後藤　照道		100

																										個人		後藤　正樹		100

																										個人		後藤　守男		100

																										個人		後藤　裕司		100

																										個人		後宮　信美		100

																										個人		合田　かこ		100

																										個人		合田　智恵子		100

																										個人		合田　美帆		100

																										個人		幸田　糸布		100

																										個人		幸長　弘樹		100

																										個人		幸山　法子		100

																										個人		郷古　恭平		100

																										個人		纐纈　佳世子		100

																										個人		越川　真一		100

																										個人		越田　普之		100

																										個人		越智　邦男		100

																										個人		越智　岳也		100

																										個人		駒田　公孝		100

																										個人		駒田　秀幸		100

																										個人		米　卓哉		100

																										個人		米内山　慶太		100

																										個人		米川　州紀		100

																										個人		米川　芳男		100

																										個人		米倉　拓矢		100

																										個人		米田　拓朗		100

																										個人		米田　美貴子		100

																										個人		米田　和子		100

																										個人		米丸　龍樹		100

																										個人		米光　信彦		100

																										個人		米屋　靖子		100

																										個人		近藤　雄助		100

																										個人		近藤　基		100

																										個人		近藤　基了		100

																										個人		近藤　毅		100

																										個人		近藤　慶英		100

																										個人		近藤　憲介		100

																										個人		近藤　剛		100

																										個人		近藤　佐代子		100

																										個人		近藤　祥平		100

																										個人		近藤　伸司		100

																										個人		近藤　善一		100

																										個人		近藤　宗一郎		100

																										個人		近藤　卓		100

																										個人		近藤　豊		100

																										個人		近藤　ふさへ		100

																										個人		近藤　文		100

																										個人		近藤　美喜子		100

																										個人		近藤　光夫		100

																										個人		近藤　佑星		100

																										個人		近藤　礼志		100

																										個人		佐川　純子		100

																										個人		佐川　敏幸		100

																										個人		佐川　朋也		100

																										個人		佐川　雅之		100

																										個人		佐久川　洋子		100

																										個人		佐久本　喜誠		100

																										個人		佐久間　慶		100

																										個人		佐瀬　健一		100

																										個人		佐野　明江		100

																										個人		佐野　有起		100

																										個人		佐野　賀与		100

																										個人		佐野　幸広		100

																										個人		佐野　司朗		100

																										個人		佐野　正太郎		100

																										個人		佐野　美奈		100

																										個人		佐伯　有実子		100

																										個人		佐伯　節子		100

																										個人		佐原　緑		100

																										個人		佐平　桂子		100

																										個人		佐藤　明正		100

																										個人		佐藤　麻衣子		100

																										個人		佐藤　有希子		100

																										個人		佐藤　一男		100

																										個人		佐藤　一樹		100

																										個人		佐藤　大		100

																										個人		佐藤　大輔		100

																										個人		佐藤　嘉彦		100

																										個人		佐藤　寛之		100

																										個人		佐藤　佳世		100

																										個人		佐藤　結子		100

																										個人		佐藤　健太		100

																										個人		佐藤　剛		100

																										個人		佐藤　梢		100

																										個人		佐藤　琴美		100

																										個人		佐藤　賛		100

																										個人		佐藤　詩帆		100

																										個人		佐藤　純人		100

																										個人		佐藤　伸祐		100

																										個人		佐藤　高士		100

																										個人		佐藤　崇広		100

																										個人		佐藤　辰廣		100

																										個人		佐藤　達雄		100

																										個人		佐藤　哲朗		100

																										個人		佐藤　敏幸		100

																										個人		佐藤　友宣		100

																										個人		佐藤　直		100

																										個人		佐藤　直也		100

																										個人		佐藤　範久		100

																										個人		佐藤　ひとみ		100

																										個人		佐藤　秀憲		100

																										個人		佐藤　広		100

																										個人		佐藤　浩一		100

																										個人		佐藤　浩子		100

																										個人		佐藤　浩二		100

																										個人		佐藤　雅俊		100

																										個人		佐藤　美恵		100

																										個人		佐藤　道子		100

																										個人		佐藤　光子		100

																										個人		佐藤　佑紀		100

																										個人		佐藤　由美子		100

																										個人		佐藤　好亮		100

																										個人		佐藤　芳雄		100

																										個人		佐藤　亮一		100

																										個人		佐藤　凜		100

																										個人		佐藤　廉		100

																										個人		佐藤　和久		100

																										個人		佐渡山　安信		100

																										個人		佐々木　相生		100

																										個人		佐々木　一成		100

																										個人		佐々木　克行		100

																										個人		佐々木　基充		100

																										個人		佐々木　健次		100

																										個人		佐々木　晃		100

																										個人		佐々木　視行		100

																										個人		佐々木　武弘		100

																										個人		佐々木　歩		100

																										個人		佐々木　真		100

																										個人		佐々木　良輔		100

																										個人		斉藤　あおい		100

																										個人		斎藤　新吾		100

																										個人		齋藤　大哉		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　勝		100

																										個人		齋藤　寛起		100

																										個人		斎藤　孝		100

																										個人		斎藤　幸子		100

																										個人		齊藤　尚		100

																										個人		齋藤　祥子		100

																										個人		齊藤　彰久		100

																										個人		齋藤　慎一郎		100

																										個人		斎藤　千春		100

																										個人		斉藤　司		100

																										個人		齋藤　透		100

																										個人		齊藤　友紀		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　直人		100

																										個人		齋藤　のの子		100

																										個人		齋藤　宏明		100

																										個人		齋藤　福寿		100

																										個人		齋藤　マリ子		100

																										個人		齋藤　正		100

																										個人		齊藤　洋		100

																										個人		齊藤　陽平		100

																										個人		財津　幸弘		100

																										個人		坂井　剛		100

																										個人		坂井　隆之		100

																										個人		坂口　浅子		100

																										個人		坂口　均		100

																										個人		坂口　十三		100

																										個人		坂口　宣		100

																										個人		坂口　輝石		100

																										個人		坂口　博		100

																										個人		坂越　達也		100

																										個人		坂田　亮介		100

																										個人		坂中　隼人		100

																										個人		坂野　絵理		100

																										個人		坂野　雅治		100

																										個人		坂野下　和矢		100

																										個人		坂場　節子		100

																										個人		坂東　克樹		100

																										個人		坂東　琢磨		100

																										個人		坂本　愛		100

																										個人		坂本　伊知朗		100

																										個人		坂本　翔一		100

																										個人		坂本　慎弥		100

																										個人		坂本　達也		100

																										個人		坂本　哲也		100

																										個人		坂本　典子		100

																										個人		坂本　宏		100

																										個人		坂本　光信		100

																										個人		坂本　裕之		100

																										個人		坂本　ルミ子		100

																										個人		阪口　光雄		100

																										個人		堺　倫代		100

																										個人		榊　正明		100

																										個人		榊原　健雄		100

																										個人		榊原　隆		100

																										個人		榊原　隆二郎		100

																										個人		榊原　好二		100

																										個人		崎田　典男		100

																										個人		崎本　壮		100

																										個人		崎本　智則		100

																										個人		櫻井　綾		100

																										個人		桜井　雄馬		100

																										個人		櫻井　研二		100

																										個人		桜井　健晴		100

																										個人		桜井　茂夫		100

																										個人		櫻井　敏雄		100

																										個人		桜井　博幸		100

																										個人		櫻井　紋未		100

																										個人		櫻井　康智		100

																										個人		櫻井　ゆかり		100

																										個人		櫻井　芳騎		100

																										個人		桜井　良行		100

																										個人		櫻井　莉奈		100

																										個人		櫻田　伊代		100

																										個人		櫻庭　崇徳		100

																										個人		桜林　英明		100

																										個人		酒井　麻帆		100

																										個人		酒井　郁枝		100

																										個人		酒井　一洋		100

																										個人		酒井　大輔		100

																										個人		酒井　加奈恵		100

																										個人		酒井　薫		100

																										個人		酒井　慶太		100

																										個人		酒井　章		100

																										個人		酒井　廣之		100

																										個人		酒井　萌		100

																										個人		酒井　裕理		100

																										個人		酒井　玲子		100

																										個人		酒上　肇		100

																										個人		酒谷　憲明		100

																										個人		酒戸　克浩		100

																										個人		酒元　史郎		100

																										個人		迫川　寿志		100

																										個人		迫田　英光		100

																										個人		笹木　貴志		100

																										個人		笹木　督史		100

																										個人		笹倉　慶成		100

																										個人		笹浪　正嗣		100

																										個人		笹野　信行		100

																										個人		定　弘樹		100

																										個人		定方　京子		100

																										個人		定田　義博		100

																										個人		貞國　輝明		100

																										個人		貞本　泰宏		100

																										個人		貞森　英治		100

																										個人		里　勝幸		100

																										個人		里吉　範政		100

																										個人		更家　正典		100

																										個人		猿木　克明		100

																										個人		澤　麻美		100

																										個人		澤　幸司		100

																										個人		澤　彰洋		100

																										個人		澤口　茜		100

																										個人		澤田　圭介		100

																										個人		沢田　昌演		100

																										個人		沢登　多恵子		100

																										個人		澤西　雄太		100

																										個人		澤村　大輔		100

																										個人		澤村　謙二		100

																										個人		椹木　順子		100

																										個人		志村　進		100

																										個人		志村　和久		100

																										個人		四條　加奈子		100

																										個人		四ノ原　弘一郎		100

																										個人		四宮　重樹		100

																										個人		椎名　康行		100

																										個人		椎野　史裕		100

																										個人		椎山　幸人		100

																										個人		塩生　隆夫		100

																										個人		塩賀　宣弘		100

																										個人		塩崎　順也		100

																										個人		塩崎　裕城		100

																										個人		塩澤　千恵子		100

																										個人		塩沢　正孝		100

																										個人		塩瀬　和成		100

																										個人		塩野　将之		100

																										個人		塩野谷　茂		100

																										個人		塩野谷　宣子		100

																										個人		塩原　秀夫		100

																										個人		塩見　慎		100

																										個人		塩森　智文		100

																										個人		鹿島　鴻		100

																										個人		鴫原　康夫		100

																										個人		茂木　克己		100

																										個人		茂木　竜次		100

																										個人		重野　健太		100

																										個人		重信　一弘		100

																										個人		重信　浩毅		100

																										個人		重廣　亮太		100

																										個人		重藤　宏太		100

																										個人		重本　淳一郎		100

																										個人		鎭守　大貴		100

																										個人		品川　哲也		100

																										個人		品川　真紗弘		100

																										個人		品川　由美		100

																										個人		篠崎　憲		100

																										個人		篠田　順子		100

																										個人		篠塚　浩夫		100

																										個人		篠原　明		100

																										個人		篠原　香里		100

																										個人		篠原　光治		100

																										個人		篠原　光博		100

																										個人		篠原　悠		100

																										個人		篠原　義和		100

																										個人		芝　庄吾		100

																										個人		芝本　英一		100

																										個人		柴崎　裕二		100

																										個人		柴田　尚明		100

																										個人		柴田　聖晃		100

																										個人		柴田　富一		100

																										個人		柴田　友徳		100

																										個人		柴田　智成		100

																										個人		柴田　博之		100

																										個人		柴田　勇夫		100

																										個人		柴戸　実		100

																										個人		澁谷　武智		100

																										個人		渋谷　努		100

																										個人		澁谷　智晴		100

																										個人		渋谷　守		100

																										個人		嶋　秀明		100

																										個人		島　浩之		100

																										個人		島浦　重己		100

																										個人		嶋川　美幸		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　剛		100

																										個人		島崎　淳二		100

																										個人		嶋崎　弘美		100

																										個人		島田　克敏		100

																										個人		嶋田　彩里		100

																										個人		島田　直子		100

																										個人		島田　弘子		100

																										個人		島本　健		100

																										個人		島村　伸子		100

																										個人		嶋村　光央		100

																										個人		島村　光洋		100

																										個人		下江　正幸		100

																										個人		下川　嘉満		100

																										個人		下川原　恒一		100

																										個人		下木　和敏		100

																										個人		下田　善郎		100

																										個人		下田　博貴		100

																										個人		下田　美恵		100

																										個人		下竹　桂子		100

																										個人		下谷　康弘		100

																										個人		下地　一貫		100

																										個人		下妻　信太		100

																										個人		下牧　伸子		100

																										個人		下向　広政		100

																										個人		下村　孝治		100

																										個人		下村　茂		100

																										個人		下村　美里		100

																										個人		下屋　直人		100

																										個人		霜島　美佐子		100

																										個人		朱　偉健		100

																										個人		首藤　浩聡		100

																										個人		宿野　拓也		100

																										個人		徐　輝		100

																										個人		徐　智源		100

																										個人		庄田　健一		100

																										個人		庄司　貴紀		100

																										個人		庄山　朋美		100

																										個人		白井　智也		100

																										個人		白井　秀憲		100

																										個人		白井　宏和		100

																										個人		白石　恵美		100

																										個人		白石　晃大		100

																										個人		白石　舞子		100

																										個人		白川　慶亮		100

																										個人		白坂　辰徳		100

																										個人		白坂　舞美亜		100

																										個人		白鳥　文夫		100

																										個人		城井　孝文		100

																										個人		城尾　翔		100

																										個人		城寶　慎吾		100

																										個人		城戸　邦彦		100

																										個人		進藤　泰志		100

																										個人		須合　勝範		100

																										個人		須永　由里子		100

																										個人		須藤　雄樹		100

																										個人		須藤　嘉一		100

																										個人		須藤　智大		100

																										個人		鄒　紅岩		100

																										個人		末永　博紀		100

																										個人		末原　正美		100

																										個人		末政　友久		100

																										個人		末光　啓史郎		100

																										個人		菅　英憲		100

																										個人		菅　晃宏		100

																										個人		菅　誠喜		100

																										個人		菅谷　直樹		100

																										個人		菅沼　哲司		100

																										個人		菅野　之裕		100

																										個人		菅野　将		100

																										個人		菅野　晋也		100

																										個人		菅野　富智		100

																										個人		菅原　篤		100

																										個人		菅原　佳孝		100

																										個人		菅原　徹		100

																										個人		菅原　秀隆		100

																										個人		杉　啓輔		100

																										個人		杉浦　幸佑		100

																										個人		杉浦　正憲		100

																										個人		杉尾　直樹		100

																										個人		杉尾　正明		100

																										個人		杉岡　雄一		100

																										個人		杉木　好江		100

																										個人		杉崎　健		100

																										個人		杉下　節子		100

																										個人		杉田　亜希		100

																										個人		杉田　匠平		100

																										個人		杉田　翔		100

																										個人		杉田　聴		100

																										個人		杉野　博志		100

																										個人		杉本　太作		100

																										個人		杉本　章太		100

																										個人		杉本　匡弘		100

																										個人		杉本　留三		100

																										個人		杉本　直治		100

																										個人		杉本　真美		100

																										個人		杉本　和晃		100

																										個人		杉山　有司		100

																										個人		杉山　貴洸		100

																										個人		杉山　善樹		100

																										個人		杉山　勇太		100

																										個人		杉山　和正		100

																										個人		鈴木　あつき		100

																										個人		鈴木　麻実		100

																										個人		鈴木　郁雄		100

																										個人		鈴木　宇光		100

																										個人		鈴木　絵美理		100

																										個人		鈴木　雄太		100

																										個人		鈴木　大介		100

																										個人		鈴木　大輔		100

																										個人		鈴木　大知		100

																										個人		鈴木　克佳		100

																										個人		鈴木　克巳		100

																										個人		鈴木　寛		100

																										個人		鈴木　基之		100

																										個人		鈴木　亨		100

																										個人		鈴木　恭平		100

																										個人		鈴木　啓太		100

																										個人		鈴木　剣之介		100

																										個人		鈴木　健太		100

																										個人		鈴木　健介		100

																										個人		鈴木　幸雄		100

																										個人		鈴木　菜々実		100

																										個人		鈴木　栄悦		100

																										個人		鈴木　史朗		100

																										個人		鈴木　昭子		100

																										個人		鈴木　祥晃		100

																										個人		鈴木　伸夫		100

																										個人		鈴木　すが子		100

																										個人		鈴木　駿太郎		100

																										個人		鈴木　誠		100

																										個人		鈴木　誠司		100

																										個人		鈴木　千尋		100

																										個人		鈴木　隆		100

																										個人		鈴木　隆嗣		100

																										個人		鈴木　隆平		100

																										個人		鈴木　忠郎		100

																										個人		鈴木　哲哉		100

																										個人		鈴木　敏且		100

																										個人		鈴木　敏道		100

																										個人		鈴木　朋宏		100

																										個人		鈴木　豊		100

																										個人		鈴木　博之		100

																										個人		鈴木　晴久		100

																										個人		鈴木　秀尚		100

																										個人		鈴木　宏治		100

																										個人		鈴木　正明		100

																										個人		鈴木　正美		100

																										個人		鈴木　政夫		100

																										個人		鈴木　萌莉		100

																										個人		鈴木　康浩		100

																										個人		鈴木　夕紀子		100

																										個人		鈴木　裕明		100

																										個人		鈴木　裕一		100

																										個人		鈴木　洋平		100

																										個人		鈴木　由紀雄		100

																										個人		鈴木　義則		100

																										個人		鈴木　亮平		100

																										個人		鈴木　和弘		100

																										個人		鈴鹿　守啓		100

																										個人		鈴村　泰通		100

																										個人		住田　啓史		100

																										個人		住元　菜々美		100

																										個人		住山　雄太		100

																										個人		住吉　宏樹		100

																										個人		角　覚		100

																										個人		角田　友香里		100

																										個人		角田　真哉		100

																										個人		墨谷　修		100

																										個人		世森　俊夫		100

																										個人		瀬尾　寛深		100

																										個人		瀬川　大樹		100

																										個人		瀬口　俊太		100

																										個人		瀬治山　正博		100

																										個人		瀬戸　華世		100

																										個人		瀨良　俊一		100

																										個人		関口　麻衣子		100

																										個人		関口　美奈子		100

																										個人		関谷　征明		100

																										個人		関谷　博昭		100

																										個人		関根　孝枝		100

																										個人		関根　浩史		100

																										個人		関野　利奈		100

																										個人		芹澤　航也		100

																										個人		芹澤　則夫		100

																										個人		千田谷　直光		100

																										個人		千葉　聡子		100

																										個人		千葉　哲二		100

																										個人		千葉　正美		100

																										個人		千葉　務彦		100

																										個人		千葉　陽子		100

																										個人		千葉　由美		100

																										個人		千原　研司		100

																										個人		善方　由貴		100

																										個人		祖父江　啓一		100

																										個人		曽我　朋子		100

																										個人		曽我部　幹男		100

																										個人		雙田　理恵子		100

																										個人		宋　京美		100

																										個人		宗像　健治		100

																										個人		曹　軼男		100

																										個人		曹　然		100

																										個人		添田　朝子		100

																										個人		袖澤　純		100

																										個人		袖山　丈也		100

																										個人		外園　晴弘		100

																										個人		外所　勉		100

																										個人		外山　晋也		100

																										個人		染谷　智久		100

																										個人		タカハシ　ユウコ		100

																										個人		田口　香苗		100

																										個人		田口　翔太郎		100

																										個人		田口　民子		100

																										個人		田口　富彦		100

																										個人		田口　優		100

																										個人		田栗　義也		100

																										個人		田之上　亜紀子		100

																										個人		田坂　勝義		100

																										個人		田坂　公司		100

																										個人		田坂　和之		100

																										個人		田崎　慶介		100

																										個人		田崎　裕二		100

																										個人		田澤　大樹		100

																										個人		田島　誠		100

																										個人		田島　のり子		100

																										個人		田島　美樹		100

																										個人		田島　勇祐		100

																										個人		田島　裕士		100

																										個人		田代　慶太		100

																										個人		田代　俊一		100

																										個人		田代　美子		100

																										個人		田代　義磨		100

																										個人		田角　好子		100

																										個人		田立　知路		100

																										個人		田中　葵偉		100

																										個人		田中　明美		100

																										個人		田中　一生		100

																										個人		田中　一成		100

																										個人		田中　一広		100

																										個人		田中　一也		100

																										個人		田中　一裕		100

																										個人		田中　英介		100

																										個人		田中　大嗣		100

																										個人		田中　覚士		100

																										個人		田中　寛		100

																										個人		田中　樹希		100

																										個人		田中　久治		100

																										個人		田中　啓介		100

																										個人		田中　孝夫		100

																										個人		田中　孝征		100

																										個人		田中　宰		100

																										個人		田中　菜乃春		100

																										個人		田中　修司		100

																										個人		田中　省一		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　誠		100

																										個人		田中　奏		100

																										個人		田中　辰典		100

																										個人		田中　努		100

																										個人		田中　照雄		100

																										個人		田中　トク		100

																										個人		田中　俊輔		100

																										個人		田中　友可		100

																										個人		田中　豊		100

																										個人		田中　直		100

																										個人		田中　直宏		100

																										個人		田中　典幸		100

																										個人		田中　博史		100

																										個人		田中　秀一		100

																										個人		田中　秀夫		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　秀幸		100

																										個人		田中　弘樹		100

																										個人		田中　正國		100

																										個人		田中　未紀		100

																										個人		田中　美薫		100

																										個人		田中　美保		100

																										個人		田中　光子		100

																										個人		田中　光芳		100

																										個人		田中　康一		100

																										個人		田中　康就		100

																										個人		田中　裕次		100

																										個人		田中　優澄		100

																										個人		田中　由浩		100

																										個人		田中　芳樹		100

																										個人		田中　芳弥		100

																										個人		田中　涼司		100

																										個人		田中　遼		100

																										個人		田中　令司		100

																										個人		田中　玲子		100

																										個人		田中　和子		100

																										個人		田仲　忠春		100

																										個人		田野　尚彦		100

																										個人		田端　慶紀		100

																										個人		田畑　千賀		100

																										個人		田畑　智昭		100

																										個人		田畑　まつ子		100

																										個人		田畑　勇介		100

																										個人		田平　愛		100

																										個人		田渕　紀滋		100

																										個人		田渕　耕太		100

																										個人		田邊　幸裕		100

																										個人		田辺　航		100

																										個人		田邊　豊子		100

																										個人		田辺　弘		100

																										個人		田邉　正浩		100

																										個人		田丸　洋介		100

																										個人		田村　慧一		100

																										個人		田村　英俊		100

																										個人		田村　英祐		100

																										個人		田村　起司郎		100

																										個人		田村　紀子		100

																										個人		田村　健太		100

																										個人		田村　憲滋		100

																										個人		田村　幸子		100

																										個人		田村　正夫		100

																										個人		田村　正和		100

																										個人		田室　真由美		100

																										個人		多田　清二		100

																										個人		多田　純恵		100

																										個人		多田　昇平		100

																										個人		多田　博之		100

																										個人		多田　和生		100

																										個人		多和田　真澄		100

																										個人		堆　輝明		100

																										個人		高井　勝志		100

																										個人		高井　久之		100

																										個人		高石　雄毅		100

																										個人		高市　直樹		100

																										個人		高尾　直樹		100

																										個人		高尾　ゆかり		100

																										個人		高岡　幸一		100

																										個人		高岡　達也		100

																										個人		高岡　正勝		100

																										個人		高垣　亞美		100

																										個人		高木　孝祐		100

																										個人		高木　徹夫		100

																										個人		高木　直哉		100

																										個人		高木　のぞ美		100

																										個人		高木　宏明		100

																										個人		高木　美和子		100

																										個人		高木　容子		100

																										個人		高久　政勝		100

																										個人		高崎　邦香		100

																										個人		高澤　裕志		100

																										個人		高島　之典		100

																										個人		高島　章		100

																										個人		高島　慎太郎		100

																										個人		高島　やよい		100

																										個人		高城　尚久		100

																										個人		高杉　明彦		100

																										個人		高田　敏文		100

																										個人		高田　信一		100

																										個人		高田　博利		100

																										個人		高田　政幸		100

																										個人		高田　康博		100

																										個人		高田　勇樹		100

																										個人		高田　勇治		100

																										個人		高田　義之		100

																										個人		高谷　勝彦		100

																										個人		高谷　祥子		100

																										個人		高塚　牧人		100

																										個人		高月　淳司		100

																										個人		高月　満広		100

																										個人		高槻　信希		100

																										個人		高那　利之		100

																										個人		高梨　善廣		100

																										個人		高野　慧		100

																										個人		高野　敬三		100

																										個人		高野　詢平		100

																										個人		高野　隆哉		100

																										個人		高野　永		100

																										個人		高野　信司		100

																										個人		高野　勉		100

																										個人		高羽　毅		100

																										個人		高橋　篤史		100

																										個人		高橋　大		100

																										個人		高橋　大介		100

																										個人		高橋　凱		100

																										個人		高橋　勝則		100

																										個人		高橋　寛		100

																										個人		高橋　寛樹		100

																										個人		高橋　きよみ		100

																										個人		高橋　研二		100

																										個人		高橋　健太郎		100

																										個人		高橋　功		100

																										個人		高橋　孝和		100

																										個人		高橋　幸雄		100

																										個人		高橋　紗也加		100

																										個人		高橋　修三		100

																										個人		高橋　昭彦		100

																										個人		高橋　龍之介		100

																										個人		高橋　努		100

																										個人		高橋　輝雄		100

																										個人		高橋　利至		100

																										個人		高橋　俊吉		100

																										個人		高橋　俊朗		100

																										個人		高橋　友子		100

																										個人		高橋　信行		100

																										個人		高橋　昇		100

																										個人		高橋　博		100

																										個人		高橋　比呂美		100

																										個人		高橋　秀明		100

																										個人		高橋　秀治		100

																										個人		高橋　秀典		100

																										個人		高橋　広篤		100

																										個人		高橋　弘		100

																										個人		高橋　浩彦		100

																										個人		高橋　真里子		100

																										個人		高橋　道明		100

																										個人		高橋　裕美		100

																										個人		高橋　優美		100

																										個人		高橋　洋介		100

																										個人		高橋　翼		100

																										個人		高橋　好美		100

																										個人		高橋　和信		100

																										個人		高橋　和歩		100

																										個人		高橋　和行		100

																										個人		高本　剛祐		100

																										個人		高間木　翔		100

																										個人		高松　明彦		100

																										個人		高見　敏之		100

																										個人		高峰　静子		100

																										個人		高宮　慎介		100

																										個人		高村　勇治		100

																										個人		高森　茂之		100

																										個人		高柳　祥一		100

																										個人		高山　有寿		100

																										個人		高山　一郎		100

																										個人		高山　公男		100

																										個人		高山　聡		100

																										個人		高良　卓実		100

																										個人		滝　俊介		100

																										個人		滝井　みどり		100

																										個人		瀧内　哲男		100

																										個人		滝口　かおる		100

																										個人		瀧本　宏		100

																										個人		丈達　敏子		100

																										個人		竹内　英樹		100

																										個人		竹内　薫		100

																										個人		竹内　寛太		100

																										個人		竹内　謙次		100

																										個人		竹内　晋		100

																										個人		竹内　規裕		100

																										個人		竹内　祐子		100

																										個人		竹内　由衣		100

																										個人		竹口　了介		100

																										個人		竹澤　保成		100

																										個人		竹澤　和弘		100

																										個人		竹島　里穂		100

																										個人		竹下　美枝子		100

																										個人		竹下　亮太		100

																										個人		竹田　寛治		100

																										個人		竹田　司		100

																										個人		竹田　雅貴		100

																										個人		竹田　陽子		100

																										個人		竹中　宣江		100

																										個人		竹中　真裕美		100

																										個人		竹中　亮		100

																										個人		竹浪　一良		100

																										個人		竹花　芳郎		100

																										個人		竹本　暁子		100

																										個人		竹本　昌史		100

																										個人		竹山　祐策		100

																										個人		武　加奈子		100

																										個人		武井　大		100

																										個人		武井　二郎		100

																										個人		武市　まゆ		100

																										個人		武市　和代		100

																										個人		武内　博隆		100

																										個人		武田　崇		100

																										個人		武田　隼人		100

																										個人		武田　浩三		100

																										個人		武田　真幸		100

																										個人		武田　義之		100

																										個人		武馬　高志		100

																										個人		武藤　明		100

																										個人		武藤　均		100

																										個人		武藤　邦弘		100

																										個人		武藤　みどり		100

																										個人		武本　誠		100

																										個人		只隈　鎮		100

																										個人		忠垣　信次郎		100

																										個人		立石　葉子		100

																										個人		立石　義人		100

																										個人		立入　克敏		100

																										個人		立尾　省悟		100

																										個人		立川　雄大		100

																										個人		立川　智大		100

																										個人		立川　直樹		100

																										個人		立花　幸代		100

																										個人		立森　景子		100

																										個人		橘　佳祐		100

																										個人		橘　昭宏		100

																										個人		辰巳　香織		100

																										個人		辰己　謙一郎		100

																										個人		巽　晃平		100

																										個人		舘田　亮		100

																										個人		棚橋　正人		100

																										個人		谷　若子		100

																										個人		谷井　紘子		100

																										個人		谷川　正幸		100

																										個人		谷川　雅子		100

																										個人		谷川　睦子		100

																										個人		谷口　学		100

																										個人		谷口　勝也		100

																										個人		谷口　毅		100

																										個人		谷口　玄樹		100

																										個人		谷口　仁史		100

																										個人		谷口　駿平		100

																										個人		谷口　善紀		100

																										個人		谷口　利允		100

																										個人		谷口　安弘		100

																										個人		谷口　義明		100

																										個人		谷田　満		100

																										個人		谷辺　静子		100

																										個人		谷本　悦二		100

																										個人		谷本　香亜奈		100

																										個人		谷好　弘章		100

																										個人		玉井　伸二		100

																										個人		玉置　絵里		100

																										個人		玉垣　麻奈		100

																										個人		玉川　敦祥		100

																										個人		玉木　学		100

																										個人		玉木　徹朗		100

																										個人		玉木　陽介		100

																										個人		玉田　八千代		100

																										個人		爲延　聡仁		100

																										個人		垂野　充宏		100

																										個人		樽本　章		100

																										個人		丹下　崇裕		100

																										個人		旦部　敏信		100

																										個人		地村　誠		100

																										個人		知野　雄介		100

																										個人		築村　豪輝		100

																										個人		茶谷　慎也		100

																										個人		丁　龍鎮		100

																										個人		調枝　玲子		100

																										個人		勅使河原　喬		100

																										個人		勅使河原　道江		100

																										個人		津川　雄輔		100

																										個人		津田　誠		100

																										個人		對馬　信博		100

																										個人		對馬　浩一		100

																										個人		塚田　恵美		100

																										個人		塚原　孝則		100

																										個人		塚原　洋平		100

																										個人		塚本　剛		100

																										個人		月岡　智		100

																										個人		辻　大祐		100

																										個人		辻　隼平		100

																										個人		辻　正光		100

																										個人		辻　陽治		100

																										個人		辻　好子		100

																										個人		辻上　和也		100

																										個人		辻内　瑠莉		100

																										個人		辻川　多惠子		100

																										個人		辻郷　幹夫		100

																										個人		辻田　祥二		100

																										個人		辻田　政喜		100

																										個人		辻本　有香		100

																										個人		土井　哲夫		100

																										個人		土岐　豊成		100

																										個人		土岐　光則		100

																										個人		土合　真人		100

																										個人		土合　雪乃		100

																										個人		土沢　忠正		100

																										個人		土田　健太		100

																										個人		土谷　慎一		100

																										個人		土谷　洋介		100

																										個人		土屋　圭子		100

																										個人		土屋　健太		100

																										個人		土屋　健三		100

																										個人		土屋　岳広		100

																										個人		土屋　宏二		100

																										個人		土屋　昌宏		100

																										個人		土屋　洋二		100

																										個人		筒井　昭男		100

																										個人		堤　健史		100

																										個人		恒藤　啓介		100

																										個人		坪井　孝文		100

																										個人		坪井　政和		100

																										個人		坪井　義雄		100

																										個人		坪野　綾子		100

																										個人		爪川　良男		100

																										個人		艶島　悠介		100

																										個人		釣　孝都志		100

																										個人		鶴岡　あや子		100

																										個人		鶴田　聡		100

																										個人		鶴巻　辰紘		100

																										個人		鶴見　正輝		100

																										個人		手嶋　有希		100

																										個人		手嶋　信行		100

																										個人		手島　美和		100

																										個人		手嶋　裕司		100

																										個人		手束　嘉孝		100

																										個人		手塚　慧介		100

																										個人		手塚　久雄		100

																										個人		手塚　勲		100

																										個人		手塚　直人		100

																										個人		出口　裕士		100

																										個人		出口　裕理江		100

																										個人		出口　義信		100

																										個人		出島　啓志		100

																										個人		出田　浩子		100

																										個人		出戸　道雄		100

																										個人		寺井　修也		100

																										個人		寺内　麻実子		100

																										個人		寺内　豊		100

																										個人		寺内　日出子		100

																										個人		寺内　湊紀		100

																										個人		寺尾　シヅ子		100

																										個人		寺尾　浩一		100

																										個人		寺岡　達郎		100

																										個人		寺門　直		100

																										個人		寺田　智浩		100

																										個人		寺田　優		100

																										個人		寺中　陽子		100

																										個人		寺本　明世		100

																										個人		寺本　翔		100

																										個人		寺本　翔太		100

																										個人		寺本　秀生		100

																										個人		寺山　大輔		100

																										個人		照井　春菜		100

																										個人		照屋　康之		100

																										個人		戸上　愛実		100

																										個人		戸崎　節		100

																										個人		戸崎　和彦		100

																										個人		戸澤　徹		100

																										個人		戸澤　信也		100

																										個人		戸城　憲子		100

																										個人		戸田　将平		100

																										個人		戸田　拓也		100

																										個人		戸田　信子		100

																										個人		戸田　浩喜		100

																										個人		戸田　美佳		100

																										個人		戸塚　勉		100

																										個人		戸部　直子		100

																										個人		都　恵理佳		100

																										個人		都澤　真也		100

																										個人		都志　俊範		100

																										個人		當真　聖也		100

																										個人		唐木　昭広		100

																										個人		唐木　駿一		100

																										個人		堂崎　幸伸		100

																										個人		陶山　欽三		100

																										個人		陶山　力		100

																										個人		通阪　純也		100

																										個人		通野　太一		100

																										個人		時女　充夫		100

																										個人		時野谷　亮太		100

																										個人		得岡　さおり		100

																										個人		徳江　豊		100

																										個人		徳岡　光範		100

																										個人		徳重　海		100

																										個人		徳丸　哲司		100

																										個人		床井　祐二朗		100

																										個人		利根川　惇		100

																										個人		富　玲子		100

																										個人		冨井　寛		100

																										個人		冨岡　要		100

																										個人		富岡　誠二		100

																										個人		冨田　陽平		100

																										個人		冨谷　佳成		100

																										個人		冨谷　知子		100

																										個人		富永　有美		100

																										個人		富永　尚晃		100

																										個人		富永　翔太		100

																										個人		冨安　誠志		100

																										個人		友澤　慎也		100

																										個人		友添　湖晴		100

																										個人		友田　美知代		100

																										個人		友利　亮太		100

																										個人		友野　順章		100

																										個人		豊田　皓介		100

																										個人		豊原　秀樹		100

																										個人		豊枡　正英		100

																										個人		豊増　和司		100

																										個人		乕田　隆介		100

																										個人		虎間　大樹		100

																										個人		鳥居　幸司		100

																										個人		鳥居　深雪		100

																										個人		鳥越　伸二		100

																										個人		鳥澤　正行		100

																										個人		鳥巣　京子		100

																										個人		名倉　国昭		100

																										個人		名越　幸基		100

																										個人		那須野　亮		100

																										個人		奈良　麻友子		100

																										個人		奈良　泰之		100

																										個人		直井　年夫		100

																										個人		中井　一貴		100

																										個人		中井　紘棋		100

																										個人		中井　浩義		100

																										個人		中井　眞砂子		100

																										個人		中居　真由美		100

																										個人		中上　祥吾		100

																										個人		中浦　真希		100

																										個人		中尾　直美		100

																										個人		中尾　瑞枝		100

																										個人		中尾　和		100

																										個人		中尾　和哉		100

																										個人		中川　英樹		100

																										個人		中川　勝之		100

																										個人		中川　翔太		100

																										個人		中川　隆介		100

																										個人		中川　拓磨		100

																										個人		中川　俊男		100

																										個人		中川　智晴		100

																										個人		中川　涼太		100

																										個人		中川　湧介		100

																										個人		中久木　晴美		100

																										個人		中久保　泰司		100

																										個人		中込　將太		100

																										個人		中沢　賢哉		100

																										個人		中澤　智美		100

																										個人		中澤　正人		100

																										個人		中澤　光		100

																										個人		中島　明大		100

																										個人		中島　麻美子		100

																										個人		中島　京子		100

																										個人		中島　孔志		100

																										個人		中島　幸治郎		100

																										個人		中島　仁志		100

																										個人		中島　輝王		100

																										個人		中島　直樹		100

																										個人		中島　信明		100

																										個人		中島　秀明		100

																										個人		中島　宏治		100

																										個人		中嶋　文彦		100

																										個人		中島　昌子		100

																										個人		中島　三男		100

																										個人		中嶋　陽一		100

																										個人		中条　ひろみ		100

																										個人		中園　幸太郎		100

																										個人		中園　聡子		100

																										個人		中田　乙一		100

																										個人		中田　啓史		100

																										個人		中田　純		100

																										個人		中田　和彦		100

																										個人		中谷　眞理子		100

																										個人		中司　雄基		100

																										個人		中司　文典		100

																										個人		中坪　昌朗		100

																										個人		中出　圭一		100

																										個人		中西　功		100

																										個人		中西　章		100

																										個人		中西　拓巳		100

																										個人		中西　政敏		100

																										個人		中西　康代		100

																										個人		中西　靖展		100

																										個人		中西　義彦		100

																										個人		中根　佳保里		100

																										個人		中野　歌代		100

																										個人		中野　恵太		100

																										個人		中野　雄太		100

																										個人		中野　大和		100

																										個人		中野　貴斗		100

																										個人		中野　毅彦		100

																										個人		中野　幸一		100

																										個人		中野　善夫		100

																										個人		中野　たづ子		100

																										個人		中埜　高史		100

																										個人		中野　武男		100

																										個人		中野　達哉		100

																										個人		中野　智博		100

																										個人		中野　浩臣		100

																										個人		中野　政子		100

																										個人		中野　良紀		100

																										個人		中畑　和也		100

																										個人		中林　敏国		100

																										個人		中原　章雄		100

																										個人		中原　真実		100

																										個人		中本　正博		100

																										個人		中松　隆一		100

																										個人		中路　稔彦		100

																										個人		中村　明博		100

																										個人		中村　敦夫		100

																										個人		中村　一夫		100

																										個人		中村　一典		100

																										個人		中村　克幸		100

																										個人		中村　寛一		100

																										個人		中村　樹		100

																										個人		中村　佳代		100

																										個人		中村　功		100

																										個人		中村　茂		100

																										個人		中村　静夫		100

																										個人		中村　淳子		100

																										個人		中村　純一		100

																										個人		中村　章紀		100

																										個人		中村　仁		100

																										個人		中村　澄子		100

																										個人		中村　聡子		100

																										個人		中村　高典		100

																										個人		中村　隆夫		100

																										個人		中村　智		100

																										個人		中村　智至		100

																										個人		中村　奈都子		100

																										個人		中村　弘美		100

																										個人		中村　浩一		100

																										個人		中村　文枝		100

																										個人		中村　眞耶子		100

																										個人		中村　昌治		100

																										個人		中村　充広		100

																										個人		中村　光男		100

																										個人		中村　めぐみ		100

																										個人		中村　守		100

																										個人		中村　裕也		100

																										個人		中村　翼		100

																										個人		中村　和徳		100

																										個人		中森　央貴		100

																										個人		中屋　雅博		100

																										個人		中保　和明		100

																										個人		中山　伊知郎		100

																										個人		中山　久美子		100

																										個人		中山　純雄		100

																										個人		中山　誠三		100

																										個人		中山　達雄		100

																										個人		中山　輝彦		100

																										個人		中山　智裕		100

																										個人		中山　秀昭		100

																										個人		中山　美保子		100

																										個人		中山　好昭		100

																										個人		中山　亮		100

																										個人		永井　健太郎		100

																										個人		永井　徹		100

																										個人		永井　智一		100

																										個人		永井　奈美		100

																										個人		永井　勇一		100

																										個人		永井　理雄		100

																										個人		永岡　慶悟		100

																										個人		永久保　浩		100

																										個人		永島　一郎		100

																										個人		永島　聖之		100

																										個人		永島　涼		100

																										個人		永瀬　崇行		100

																										個人		永瀬　百合子		100

																										個人		永田　英二		100

																										個人		永田　恭子		100

																										個人		永田　玄基		100

																										個人		永田　俊裕		100

																										個人		永原　英人		100

																										個人		永原　律子		100

																										個人		永森　弘子		100

																										個人		永山　誠吏		100

																										個人		永山　盛和		100

																										個人		仲井　優太		100

																										個人		仲尾　卓浩		100

																										個人		仲島　智		100

																										個人		仲島　正巳		100

																										個人		仲谷　周三		100

																										個人		仲西　弘善		100

																										個人		仲野　邦彦		100

																										個人		仲野　多美子		100

																										個人		仲村　拓		100

																										個人		長江　爽太		100

																										個人		長尾　徳貴		100

																										個人		長尾　康平		100

																										個人		長岡　研太郎		100

																										個人		長久　美鈴		100

																										個人		長崎　太樹		100

																										個人		長迫　君代		100

																										個人		長澤　伸治		100

																										個人		長澤　まり子		100

																										個人		長島　厚子		100

																										個人		長島　佳祐		100

																										個人		長島　好輝		100

																										個人		長島　芳子		100

																										個人		長島　和誉		100

																										個人		長瀬　之治		100

																										個人		長谷　さえ		100

																										個人		長谷川　清		100

																										個人		長谷川　邦子		100

																										個人		長谷川　健司		100

																										個人		長谷川　茂雄		100

																										個人		長谷川　隆史		100

																										個人		長谷川　正治		100

																										個人		長谷部　智		100

																										個人		長谷部　文哉		100

																										個人		長友　昌弘		100

																										個人		長南　峻介		100

																										個人		長屋　健太郎		100

																										個人		夏原　貴代美		100

																										個人		鍋島　和貴		100

																										個人		並河　孝		100

																										個人		並木　秀行		100

																										個人		波形　靖代		100

																										個人		波爾　宏明		100

																										個人		波多野　恵美子		100

																										個人		浪江　初代		100

																										個人		浪川　智行		100

																										個人		成井　絵美		100

																										個人		成川　雄亮		100

																										個人		成願　ひかる		100

																										個人		成清　心結		100

																										個人		成清　博司		100

																										個人		成清　夕香里		100

																										個人		成澤　尚人		100

																										個人		成瀬　義文		100

																										個人		成田　安友子		100

																										個人		鳴海　健大		100

																										個人		鳴澤　康予		100

																										個人		難波　慶太		100

																										個人		難波　宏文		100

																										個人		二階堂　嘉樹		100

																										個人		二ノ神　昭一		100

																										個人		二瓶　徹		100

																										個人		二又　俊仁		100

																										個人		二宮　まゆり		100

																										個人		西　麻由子		100

																										個人		西　将輝		100

																										個人		西　創太		100

																										個人		西　隆行		100

																										個人		西　俊明		100

																										個人		西　康栄		100

																										個人		西上　孝一		100

																										個人		西尾　浩二		100

																										個人		西尾　和久		100

																										個人		西岡　郁美		100

																										個人		西岡　かず江		100

																										個人		西岡　辰雄		100

																										個人		西岡　敏行		100

																										個人		西岡　日出喜		100

																										個人		西川　孝子		100

																										個人		西川　徹		100

																										個人		西迫　賢一		100

																										個人		西澤　実英		100

																										個人		西島　智裕		100

																										個人		西島　豊		100

																										個人		西島　正人		100

																										個人		西城　毅		100

																										個人		西田　士師		100

																										個人		西田　徳治		100

																										個人		西田　直矢		100

																										個人		西田　桃香		100

																										個人		西田　怜史		100

																										個人		西谷　重俊		100

																										個人		西出　幹治		100

																										個人		西中　克己		100

																										個人		西根　遥佑		100

																										個人		西野　泰正		100

																										個人		西野　陽子		100

																										個人		西本　晶子		100

																										個人		西本　奈生		100

																										個人		西本　雅俊		100

																										個人		西本　崚平		100

																										個人		西松　優一		100

																										個人		西村　有希子		100

																										個人		西村　一峰		100

																										個人		西村　香純		100

																										個人		西村　公輔		100

																										個人		西村　淳		100

																										個人		西村　翔汰		100

																										個人		西村　創		100

																										個人		西村　聡		100

																										個人		西村　拓哉		100

																										個人		西村　政輝		100

																										個人		西山　英二		100

																										個人		西山　かづゑ		100

																										個人		西山　絹		100

																										個人		西山　修一郎		100

																										個人		西山　康隆		100

																										個人		布川　敬祐		100

																										個人		布川　千秋		100

																										個人		布川　雅俊		100

																										個人		布瀬　哲男		100

																										個人		沼倉　真之		100

																										個人		沼田　春江		100

																										個人		根木　隆一		100

																										個人		根岸　久夫		100

																										個人		根岸　達朗		100

																										個人		根岸　裕麻		100

																										個人		根岸　良実		100

																										個人		根来　和昭		100

																										個人		根立　登喜夫		100

																										個人		根本　一宏		100

																										個人		根本　昂		100

																										個人		根本　信男		100

																										個人		根間　勇人		100

																										個人		野秋　良輔		100

																										個人		野上　明子		100

																										個人		野垣　佳奈		100

																										個人		野木　英樹		100

																										個人		野木森　一剛		100

																										個人		野口　心平		100

																										個人		野口　彩里		100

																										個人		野口　隆		100

																										個人		野口　敏彦		100

																										個人		野口　博史		100

																										個人		野口　和彦		100

																										個人		野坂　尋巳		100

																										個人		野崎　太一		100

																										個人		野崎　幸美		100

																										個人		野崎　テル子		100

																										個人		野沢　勝		100

																										個人		野澤　竹志		100

																										個人		野島　健嗣		100

																										個人		野島　秀子		100

																										個人		野田　学		100

																										個人		野田　勝也		100

																										個人		野田　繁雄		100

																										個人		野田　利幸		100

																										個人		野田　信仁		100

																										個人		野出　俊策		100

																										個人		野中　健太朗		100

																										個人		野中　孝子		100

																										個人		野本　敬		100

																										個人		野本　広男		100

																										個人		野本　雪子		100

																										個人		野間　隆宏		100

																										個人		野見山　大地		100

																										個人		野村　勝美		100

																										個人		野村　貴宏		100

																										個人		野村　貞子		100

																										個人		野村　周平		100

																										個人		野村　正		100

																										個人		野村　正江		100

																										個人		野村　祐基		100

																										個人		野村　良江		100

																										個人		野呂　佳代子		100

																										個人		野々垣　早苗		100

																										個人		野々村　伊千志		100

																										個人		能瀬　実		100

																										個人		能勢　晶暉		100

																										個人		能登　英一		100

																										個人		能見　靖		100

																										個人		納谷　昭美		100

																										個人		信原　彰		100

																										個人		乗田　正		100

																										個人		乗藤　学		100

																										個人		羽田　慎二		100

																										個人		羽田　陽三		100

																										個人		羽原　愼一郎		100

																										個人		羽藤　美恵		100

																										個人		馬越　秀夫		100

																										個人		馬野　恭視		100

																										個人		馬場　有子		100

																										個人		馬場　太希		100

																										個人		馬場　大和		100

																										個人		馬場　啓修		100

																										個人		馬場　善男		100

																										個人		馬淵　敬祐		100

																										個人		馬屋原　崇宏		100

																										個人		袴田　周		100

																										個人		萩　高明		100

																										個人		萩野　亜悠子		100

																										個人		萩野　新子		100

																										個人		萩原　一慶		100

																										個人		萩原　住枝		100

																										個人		萩原　敏男		100

																										個人		橋川　武		100

																										個人		橋本　新吾		100

																										個人		橋本　佳行		100

																										個人		橋本　健太郎		100

																										個人		橋本　章		100

																										個人		橋本　隆毅		100

																										個人		橋本　拓也		100

																										個人		橋本　晴充		100

																										個人		橋本　雅之		100

																										個人		橋本　みゆき		100

																										個人		橋本　泰広		100

																										個人		橋本　由里		100

																										個人		橋本　涼平		100

																										個人		橋村　信宏		100

																										個人		橋元　江里香		100

																										個人		蓮尾　修一		100

																										個人		畑垣　伸良		100

																										個人		畑田　猛		100

																										個人		畑田　泰彦		100

																										個人		畑中　義則		100

																										個人		畑山　正仁		100

																										個人		畠中　賢嗣		100

																										個人		畠山　淳		100

																										個人		畠山　康弘		100

																										個人		畠山　容子		100

																										個人		幡本　有造		100

																										個人		蜂須賀　英乃		100

																										個人		鉢嶺　宗盛		100

																										個人		鳩貝　松枝		100

																										個人		花井　善太		100

																										個人		花内　洋		100

																										個人		花澤　健太		100

																										個人		花澤　昭仁		100

																										個人		花尻　尚		100

																										個人		花田　寛和		100

																										個人		花野　誠士		100

																										個人		花房　宏		100

																										個人		花房　量子		100

																										個人		花渕　裕		100

																										個人		塙　新吾		100

																										個人		浜砂　俊憲		100

																										個人		浜瀬　敬輔		100

																										個人		浜田　大輔		100

																										個人		浜田　貴美子		100

																										個人		浜田　均		100

																										個人		濱田　敏男		100

																										個人		浜田　博		100

																										個人		濱田　真次		100

																										個人		浜田　美香		100

																										個人		濱中　千穗子		100

																										個人		浜本　清貴		100

																										個人		浜村　和生		100

																										個人		濱屋　孝憲		100

																										個人		早川　政夫		100

																										個人		早嵜　寿一		100

																										個人		早瀬　志麻		100

																										個人		速水　裕美		100

																										個人		林　一宏		100

																										個人		林　一也		100

																										個人		林　香澄		100

																										個人		林　健太		100

																										個人		林　賢成		100

																										個人		林　祥介		100

																										個人		林　精一		100

																										個人		林　竜		100

																										個人		林　常義		100

																										個人		林　哲也		100

																										個人		林　徹郎		100

																										個人		林　俊進		100

																										個人		林　秀之		100

																										個人		林　広明		100

																										個人		林　文哉		100

																										個人		林　稔		100

																										個人		林　洋子		100

																										個人		林　良弘		100

																										個人		林　亮太		100

																										個人		林田　萌聖		100

																										個人		林田　亘平		100

																										個人		林本　久美子		100

																										個人		原　明子		100

																										個人		原　悦久		100

																										個人		原　嘉宏		100

																										個人		原　覚		100

																										個人		原　健太郎		100

																										個人		原　健介		100

																										個人		原　順子		100

																										個人		原　章		100

																										個人		原　奈都良		100

																										個人		原　康一郎		100

																										個人		原　康城		100

																										個人		原　和美		100

																										個人		原川　睦美		100

																										個人		原口　洋徳		100

																										個人		原澤　昂大		100

																										個人		原沢　総一郎		100

																										個人		原澤　裕美子		100

																										個人		原島　昇		100

																										個人		原田　恭子		100

																										個人		原田　伸一		100

																										個人		原田　巧		100

																										個人		原田　豊		100

																										個人		原田　政広		100

																										個人		原田　涼平		100

																										個人		原野　直枝		100

																										個人		播摩　友恵		100

																										個人		春山　嘉章		100

																										個人		半田　直之		100

																										個人		半田　秀史		100

																										個人		伴　利治		100

																										個人		伴　義治		100

																										個人		畔柳　きよ子		100

																										個人		比嘉　浩美		100

																										個人		日沖　望		100

																										個人		日隈　久		100

																										個人		日下　教雅		100

																										個人		日下　拓也		100

																										個人		日野　美香		100

																										個人		日野戸　篤		100

																										個人		日比　文博		100

																										個人		日比　正博		100

																										個人		日比野　高史		100

																										個人		日比野　智博		100

																										個人		日比野　浩		100

																										個人		氷見野　真平		100

																										個人		肥田　正志		100

																										個人		樋口　啓子		100

																										個人		樋口　隆枝		100

																										個人		樋口　豊		100

																										個人		樋口　晴文		100

																										個人		樋口　満		100

																										個人		樋口　祐子		100

																										個人		樋口　裕之		100

																										個人		檜垣　修一		100

																										個人		檜垣　昌宏		100

																										個人		東　篤志		100

																										個人		東　綾子		100

																										個人		東　剛輝		100

																										個人		東　宗一郎		100

																										個人		東　達也		100

																										個人		東　勇生		100

																										個人		東嶋　麻哉		100

																										個人		東谷　健		100

																										個人		東野　俊哉		100

																										個人		東良　正人		100

																										個人		引地　秀		100

																										個人		引地　ミヤ子		100

																										個人		菱木　亮平		100

																										個人		菱田　佳紀		100

																										個人		左口　佳枝		100

																										個人		左田野　みゆき		100

																										個人		姫野　磨		100

																										個人		姫野　洋明		100

																										個人		百木　薫		100

																										個人		百々　寛子		100

																										個人		平　洋奈		100

																										個人		平井　亜紀子		100

																										個人		平井　雄己		100

																										個人		平井　伸和		100

																										個人		平井　壮紀		100

																										個人		平石　勝典		100

																										個人		平尾　篤利		100

																										個人		平尾　純苗		100

																										個人		平尾　晋介		100

																										個人		平尾　広吉		100

																										個人		平尾　充成		100

																										個人		平尾　亮		100

																										個人		平岡　てる子		100

																										個人		平岡　博志		100

																										個人		平岡　秀雄		100

																										個人		平賀　里美		100

																										個人		平川　幸節		100

																										個人		平川　優子		100

																										個人		平口　ますみ		100

																										個人		平子　聡		100

																										個人		平澤　和馬		100

																										個人		平社　美希		100

																										個人		平瀬　正洋		100

																										個人		平田　英昭		100

																										個人		平田　博樹		100

																										個人		平田　隼		100

																										個人		平田　みゆき		100

																										個人		平田　道晃		100

																										個人		平田　元彦		100

																										個人		平塚　英紀		100

																										個人		平手　知紗		100

																										個人		平西　学		100

																										個人		平野　惠子		100

																										個人		平野　智一		100

																										個人		平野　比呂美		100

																										個人		平野　美智子		100

																										個人		平野　祐貴		100

																										個人		平野　由香利		100

																										個人		平原　康彦		100

																										個人		平間　直道		100

																										個人		平松　和秀		100

																										個人		平見　祥之		100

																										個人		平山　征男		100

																										個人		平山　竜汰		100

																										個人		平山　正		100

																										個人		蛭子　新子		100

																										個人		廣井　正芳		100

																										個人		廣重　陽		100

																										個人		廣瀬　貴志		100

																										個人		広瀬　健一		100

																										個人		広田　有紀		100

																										個人		廣田　誠一		100

																										個人		廣田　拓也		100

																										個人		廣田　勇		100

																										個人		廣野　耕祐		100

																										個人		廣橋　真子		100

																										個人		広松　史洋		100

																										個人		不動　日祥		100

																										個人		譜久島　大介		100

																										個人		譜久島　理		100

																										個人		深味　孝之		100

																										個人		深尾　あつ子		100

																										個人		深田　晃生		100

																										個人		深谷　忠徳		100

																										個人		深原　一晃		100

																										個人		深山　泰三		100

																										個人		吹野　真理絵		100

																										個人		服部　克也		100

																										個人		服部　貞子		100

																										個人		服部　達哉		100

																										個人		服部　知巳		100

																										個人		服部　友三		100

																										個人		福井　英一		100

																										個人		福井　秀行		100

																										個人		福井　みち子		100

																										個人		福井　光治		100

																										個人		福岡　桂		100

																										個人		福岡　拓哉		100

																										個人		福岡　丈仁		100

																										個人		福岡　良佑		100

																										個人		福川　孝太郎		100

																										個人		福壽　健一		100

																										個人		福壽　弘子		100

																										個人		福島　彬		100

																										個人		福島　敦司		100

																										個人		福島　大揮		100

																										個人		福嶋　茂信		100

																										個人		福島　昭		100

																										個人		福島　祥太		100

																										個人		福島　伸太郎		100

																										個人		福島　浩		100

																										個人		福田　敦友		100

																										個人		福田　英樹		100

																										個人		福田　紀恵		100

																										個人		福田　貴代江		100

																										個人		福田　小夜子		100

																										個人		福田　岳彦		100

																										個人		福田　武司		100

																										個人		福田　龍生		100

																										個人		福田　敏也		100

																										個人		福田　盛樹		100

																										個人		福地　健太郎		100

																										個人		福地　淑人		100

																										個人		福永　浩之		100

																										個人		福本　嘉明		100

																										個人		福本　聡		100

																										個人		福本　隆男		100

																										個人		福本　好史		100

																										個人		福間　健太		100

																										個人		福元　隆吾		100

																										個人		福山　紀子		100

																										個人		福山　正裕		100

																										個人		福吉　直也		100

																										個人		伏原　資典		100

																										個人		伏見　二彦		100

																										個人		藤井　旭		100

																										個人		藤井　一成		100

																										個人		藤井　恵子		100

																										個人		藤井　孝比古		100

																										個人		藤井　修		100

																										個人		藤井　辰成		100

																										個人		藤井　友生		100

																										個人		藤井　信		100

																										個人		藤井　保浩		100

																										個人		藤井　靖子		100

																										個人		藤井　良和		100

																										個人		藤井　莉帆		100

																										個人		藤倉　克己		100

																										個人		藤倉　功育		100

																										個人		藤崎　愛馨		100

																										個人		藤崎　沙織		100

																										個人		藤崎　豊		100

																										個人		藤澤　和敏		100

																										個人		藤嶋　大輔		100

																										個人		藤島　美登里		100

																										個人		藤島　道雄		100

																										個人		藤城　正直		100

																										個人		藤田　一宏		100

																										個人		藤田　海人		100

																										個人		藤田　健一郎		100

																										個人		藤田　匠		100

																										個人		藤田　慎樹		100

																										個人		藤田　隆義		100

																										個人		藤田　竜也		100

																										個人		藤田　知宏		100

																										個人		藤田　敏代		100

																										個人		藤田　智憲		100

																										個人		藤田　秀一		100

																										個人		藤田　浩之		100

																										個人		藤田　洋一		100

																										個人		藤田　和代		100

																										個人		藤多　裕介		100

																										個人		藤墳　和典		100

																										個人		藤中　晴日		100

																										個人		藤永　仁美		100

																										個人		藤ノ井　孝治		100

																										個人		藤野　富士子		100

																										個人		藤原　恵美		100

																										個人		藤原　大		100

																										個人		藤原　数義		100

																										個人		藤原　友和		100

																										個人		藤原　智子		100

																										個人		藤原　幹響		100

																										個人		藤本　海渡		100

																										個人		藤本　英昭		100

																										個人		藤本　彰也		100

																										個人		藤本　知生		100

																										個人		藤本　友一		100

																										個人		藤本　雅巳		100

																										個人		藤村　一廣		100

																										個人		藤森　祐介		100

																										個人		藤山　雅章		100

																										個人		藤渡　真利		100

																										個人		淵上　敏行		100

																										個人		舟橋　葉子		100

																										個人		舩大工　海月		100

																										個人		麓　文範		100

																										個人		古市　みちる		100

																										個人		古賀　基幸		100

																										個人		古賀　颯汰		100

																										個人		古賀　信二		100

																										個人		古門　かおり		100

																										個人		古川　慧一		100

																										個人		古川　勝也		100

																										個人		古川　達也		100

																										個人		古川　政芳		100

																										個人		古川　保典		100

																										個人		古川　義樹		100

																										個人		古河　小由里		100

																										個人		古越　浩幸		100

																										個人		古澤　幸		100

																										個人		古澤　順子		100

																										個人		古城　洋子		100

																										個人		古薗　智也		100

																										個人		古谷　ありさ		100

																										個人		古谷　健一		100

																										個人		古谷　洋之		100

																										個人		古津　浩司		100

																										個人		古寺　孝一		100

																										個人		古波倉　睦代		100

																										個人		古西　正弥		100

																										個人		古布　尚久		100

																										個人		古野　正人		100

																										個人		古橋　せつ子		100

																										個人		古橋　和仁		100

																										個人		古林　達也		100

																										個人		古矢　雅彦		100

																										個人		古屋　京子		100

																										個人		古山　諄		100

																										個人		別所　達也		100

																										個人		別府　洋平		100

																										個人		穂坂　信司		100

																										個人		法原　泰		100

																										個人		朴　惠淑		100

																										個人		星　圭悟		100

																										個人		星　栄作		100

																										個人		星賀　康史		100

																										個人		星川　智郁		100

																										個人		星野　亜衣		100

																										個人		星野　裕子		100

																										個人		星野　陽平		100

																										個人		星野　由子		100

																										個人		星山　敏美		100

																										個人		細江　千草		100

																										個人		細川　恵多		100

																										個人		細川　聡		100

																										個人		細川　拓		100

																										個人		細木　榮一		100

																										個人		細田　恭章		100

																										個人		細田　悠太		100

																										個人		細谷　均		100

																										個人		細谷　岳史		100

																										個人		細谷　竜治		100

																										個人		細谷　峰男		100

																										個人		細野　昌二		100

																										個人		細見　克俊		100

																										個人		堀　有佑		100

																										個人		堀　耕補		100

																										個人		堀　匠		100

																										個人		堀　匡佑		100

																										個人		堀　智枝子		100

																										個人		堀　智之		100

																										個人		堀　宏一		100

																										個人		堀　福子		100

																										個人		堀内　忠紘		100

																										個人		堀内　美和		100

																										個人		堀江　麻美		100

																										個人		堀江　活三		100

																										個人		堀江　司		100

																										個人		堀江　飛辰		100

																										個人		堀口　大輔		100

																										個人		堀越　一洋		100

																										個人		堀越　英里		100

																										個人		堀越　駿平		100

																										個人		堀田　駿		100

																										個人		堀田　信三		100

																										個人		本岡　良英		100

																										個人		本木　和徳		100

																										個人		本田　幸愛		100

																										個人		本田　絢子		100

																										個人		本田　利明		100

																										個人		本田　法子		100

																										個人		本田　真也		100

																										個人		本田　昌枝		100

																										個人		本田　光		100

																										個人		本田　由馬		100

																										個人		本田　吉孝		100

																										個人		本多　英世		100

																										個人		本多　誠		100

																										個人		本多　早苗		100

																										個人		本多　範久		100

																										個人		本多　秀年		100

																										個人		本間　圭一		100

																										個人		本間　道郎		100

																										個人		本間　光一		100

																										個人		本松　直也		100

																										個人		本村　隆一		100

																										個人		本吉　正宗		100

																										個人		本吉　繭美		100

																										個人		本若　武久		100

																										個人		眞木　貞裕		100

																										個人		眞崎　シゲ子		100

																										個人		真城　仁		100

																										個人		真瀬　厚子		100

																										個人		眞造　裕子		100

																										個人		真継　悦子		100

																										個人		真鍋　英和		100

																										個人		真野　徳之		100

																										個人		眞山　洋士		100

																										個人		間嶋　瞳		100

																										個人		間宮　眞弓		100

																										個人		間宮　みどり		100

																										個人		前　加代子		100

																										個人		前　秀知		100

																										個人		前川　啓子		100

																										個人		前川　拓也		100

																										個人		前川　敏郎		100

																										個人		前川　美恵子		100

																										個人		前田　敦史		100

																										個人		前田　一成		100

																										個人		前田　樹希		100

																										個人		前田　樹里		100

																										個人		前田　晃		100

																										個人		前田　武		100

																										個人		前田　武士		100

																										個人		前田　哲也		100

																										個人		前田　敏宏		100

																										個人		前田　成彦		100

																										個人		前田　はるみ		100

																										個人		前田　正志		100

																										個人		前田　政典		100

																										個人		前田　雅代		100

																										個人		前田　道治		100

																										個人		前山　克己		100

																										個人		前山　利美		100

																										個人		牧　秀孝		100

																										個人		牧　泰則		100

																										個人		牧之内　祐介		100

																										個人		牧坂　壽美子		100

																										個人		牧田　渉		100

																										個人		牧野　加奈		100

																										個人		牧野　由尚		100

																										個人		蒔苗　友規		100

																										個人		槙野　修成		100

																										個人		槙原　由恵		100

																										個人		昌山　裕昭		100

																										個人		升　香里		100

																										個人		升田　博子		100

																										個人		桝谷　梓		100

																										個人		益子　保行		100

																										個人		益田　鮎美		100

																										個人		益留　誠		100

																										個人		増井　博一		100

																										個人		増井　宏幸		100

																										個人		増井　真紀		100

																										個人		増田　寛子		100

																										個人		増田　俊之		100

																										個人		増田　富夫		100

																										個人		増田　秀夫		100

																										個人		増田　未希		100

																										個人		増田　義男		100

																										個人		増平　善信		100

																										個人		増元　由紀		100

																										個人		増山　英男		100

																										個人		町田　圭介		100

																										個人		町田　寿治		100

																										個人		町田　翠		100

																										個人		町田　良		100

																										個人		町田　和靖		100

																										個人		松井　渓		100

																										個人		松井　賢一		100

																										個人		松井　修身		100

																										個人		松井　澄雄		100

																										個人		松井　龍世		100

																										個人		松井　秀博		100

																										個人		松井　宏樹		100

																										個人		松井　勇輔		100

																										個人		松居　卓也		100

																										個人		松家　慎二		100

																										個人		松石　康秀		100

																										個人		松浦　英樹		100

																										個人		松浦　徹		100

																										個人		松浦　康人		100

																										個人		松浦　夕貴		100

																										個人		松尾　大輔		100

																										個人		松尾　寛敏		100

																										個人		松尾　昭		100

																										個人		松尾　昭仁		100

																										個人		松尾　規之		100

																										個人		松岡　悟		100

																										個人		松岡　政和		100

																										個人		松木　明日美		100

																										個人		松隈　誠司		100

																										個人		松隈　由紀		100

																										個人		松崎　有宏		100

																										個人		松崎　泉帆		100

																										個人		松崎　淳		100

																										個人		松崎　武		100

																										個人		松崎　智大		100

																										個人		松崎　文則		100

																										個人		松崎　裕一		100

																										個人		松崎　良		100

																										個人		松島　淑江		100

																										個人		松下　佳史		100

																										個人		松下　健一郎		100

																										個人		松下　顕正		100

																										個人		松下　斉		100

																										個人		松下　讓		100

																										個人		松下　はな枝		100

																										個人		松下　浩治		100

																										個人		松下　律		100

																										個人		松田　大		100

																										個人		松田　強志		100

																										個人		松田　幸子		100

																										個人		松田　靜流		100

																										個人		松田　尚太郎		100

																										個人		松田　聡		100

																										個人		松田　浩一		100

																										個人		松田　洋子		100

																										個人		松田　和重		100

																										個人		松竹　一三		100

																										個人		松谷　あかね		100

																										個人		松谷　香里		100

																										個人		松谷　貴裕		100

																										個人		松谷　忠嗣		100

																										個人		松谷　元気		100

																										個人		松永　恵子		100

																										個人		松永　きみ		100

																										個人		松永　里加子		100

																										個人		松波　怜		100

																										個人		松原　英恵		100

																										個人		松原　武志		100

																										個人		松原　珠代		100

																										個人		松原　輝博		100

																										個人		松原　文雄		100

																										個人		松原　勉		100

																										個人		松原　未菜		100

																										個人		松原　充甫		100

																										個人		松藤　京介		100

																										個人		松本　圭司		100

																										個人		松本　啓		100

																										個人		松本　賢一		100

																										個人		松本　剛実		100

																										個人		松本　章		100

																										個人		松本　進		100

																										個人		松本　武志		100

																										個人		松本　達哉		100

																										個人		松本　鉄太		100

																										個人		松本　智子		100

																										個人		松本　成道		100

																										個人		松本　広		100

																										個人		松本　貢史郎		100

																										個人		松本　義明		100

																										個人		松本　亮一		100

																										個人		松丸　友樹		100

																										個人		松村　新一郎		100

																										個人		松村　覚子		100

																										個人		松村　栄司		100

																										個人		松村　高幸		100

																										個人		松村　充浩		100

																										個人		松元　久典		100

																										個人		的場　功一		100

																										個人		丸井　晴樹		100

																										個人		丸島　明		100

																										個人		丸本　清一郎		100

																										個人		丸山　あゆみ		100

																										個人		丸山　克彦		100

																										個人		丸山　耕志郎		100

																										個人		丸山　渉		100

																										個人		丸山　智子		100

																										個人		丸山　義夫		100

																										個人		三井　杏子		100

																										個人		三井　貴史		100

																										個人		三井　健司		100

																										個人		三井　慎介		100

																										個人		三上　三千代		100

																										個人		三上　祐希		100

																										個人		三浦　絵理子		100

																										個人		三浦　照子		100

																										個人		三浦　康司		100

																										個人		三浦　裕之		100

																										個人		三浦　義信		100

																										個人		三浦　和久		100

																										個人		三木　健太郎		100

																										個人		三木　正郎		100

																										個人		三木　涼太		100

																										個人		三国　きよ子		100

																										個人		三坂　彰史		100

																										個人		三品　祐樹		100

																										個人		三島　大季		100

																										個人		三島　睦美		100

																										個人		三角　秀一		100

																										個人		三田　寛之		100

																										個人		三田　和久		100

																										個人		三宅　明		100

																										個人		三宅　英紀		100

																										個人		三宅　健之		100

																										個人		三宅　伸夫		100

																										個人		三宅　俊彦		100

																										個人		三宅　則子		100

																										個人		三宅　正高		100

																										個人		三宅　より子		100

																										個人		三谷　史郎		100

																										個人		三反田　耕一		100

																										個人		三ツ橋　雄太		100

																										個人		三成　博子		100

																										個人		三根　広大		100

																										個人		三橋　良一		100

																										個人		三林　建太		100

																										個人		三原　幸文		100

																										個人		三村　洋子		100

																										個人		三村　遥		100

																										個人		三好　敦史		100

																										個人		三好　貴文		100

																										個人		三好　幸一郎		100

																										個人		三好　秀佳		100

																										個人		三輪　信幸		100

																										個人		見城　茜		100

																										個人		水上　健二		100

																										個人		水木　戍		100

																										個人		水木　信之		100

																										個人		水口　幸子		100

																										個人		水島　房江		100

																										個人		水田　浩一		100

																										個人		水田　亮		100

																										個人		水田　和子		100

																										個人		水谷　隆良		100

																										個人		水谷　友香		100

																										個人		水戸　秀子		100

																										個人		水野　愛巳		100

																										個人		水野　綾香		100

																										個人		水野　偉智		100

																										個人		水野　貴恵		100

																										個人		水野　貴仁		100

																										個人		水野　孝夫		100

																										個人		水野　達哉		100

																										個人		水野　美知子		100

																										個人		水野　矢彦		100

																										個人		水野　塁		100

																										個人		溝口　育弘		100

																										個人		溝口　伸二		100

																										個人		溝口　弘己		100

																										個人		溝田　浩利		100

																										個人		溝渕　高信		100

																										個人		溝渕　光		100

																										個人		道下　睦国		100

																										個人		道信　智之		100

																										個人		道見　和幸		100

																										個人		光冨　博章		100

																										個人		満塩　隼		100

																										個人		満田　典佳		100

																										個人		満間　智佳子		100

																										個人		皆川　恵信		100

																										個人		湊谷　剛博		100

																										個人		南　重喜		100

																										個人		南　昭洋		100

																										個人		南　拓磨		100

																										個人		南　拓郎		100

																										個人		南　智子		100

																										個人		南　道明		100

																										個人		南方　文雄		100

																										個人		南条　正宏		100

																										個人		南塚　信人		100

																										個人		南場　孝彦		100

																										個人		南部　親成		100

																										個人		源　明日斗		100

																										個人		源　怜奈		100

																										個人		峰岸　燦		100

																										個人		峯山　瑛斗		100

																										個人		箕浦　勝太郎		100

																										個人		箕輪　直枝		100

																										個人		箕輪　浩次		100

																										個人		宮内　裕征		100

																										個人		宮川　太暉		100

																										個人		宮川　宏美		100

																										個人		宮木　久眞		100

																										個人		宮坂　洋介		100

																										個人		宮崎　紀代		100

																										個人		宮嵜　清彦		100

																										個人		宮崎　圭司		100

																										個人		宮崎　佐知子		100

																										個人		宮崎　純子		100

																										個人		宮崎　順子		100

																										個人		宮崎　第五郎		100

																										個人		宮崎　直美		100

																										個人		宮崎　望		100

																										個人		宮崎　亮太		100

																										個人		宮崎　凛		100

																										個人		宮里　和子		100

																										個人		宮澤　一史		100

																										個人		宮澤　祐紀		100

																										個人		宮下　健一		100

																										個人		宮下　幸大		100

																										個人		宮下　充司		100

																										個人		宮下　源都		100

																										個人		宮代　克明		100

																										個人		宮城　有子		100

																										個人		宮城　大輔		100

																										個人		宮城　孝之		100

																										個人		宮園　紘彰		100

																										個人		宮田　幸一		100

																										個人		宮田　晃希		100

																										個人		宮田　昌之		100

																										個人		宮田　良子		100

																										個人		宮田　和弥		100

																										個人		宮地　佐知子		100

																										個人		宮永　大史		100

																										個人		宮野　弘之		100

																										個人		宮原　袈裟夫		100

																										個人		宮原　真紀		100

																										個人		宮古　愛美		100

																										個人		宮本　サナエ		100

																										個人		宮本　千佳		100

																										個人		宮本　直幸		100

																										個人		宮本　美耶子		100

																										個人		宮本　和典		100

																										個人		宮前　洋子		100

																										個人		牟田　まさみ		100

																										個人		向井　太郎		100

																										個人		向井　智恵		100

																										個人		向井　優正		100

																										個人		向出　真広		100

																										個人		麦沢　真吾		100

																										個人		椋本　左洋		100

																										個人		村井　健		100

																										個人		村井　峻悟		100

																										個人		村井　泰世		100

																										個人		村上　恵里佳		100

																										個人		村上　健太		100

																										個人		村上　寿朗		100

																										個人		村上　修一		100

																										個人		村上　千代		100

																										個人		村上　聡美		100

																										個人		村上　隆		100

																										個人		村上　隆夫		100

																										個人		村上　徹		100

																										個人		村上　正治		100

																										個人		村上　雅一		100

																										個人		村上　保彦		100

																										個人		村上　祐哉		100

																										個人		村上　和敬		100

																										個人		村尾　良太		100

																										個人		村岡　勝行		100

																										個人		村川　富美		100

																										個人		村島　順子		100

																										個人		村瀬　尚之		100

																										個人		村瀬　康人		100

																										個人		村田　寿一郎		100

																										個人		村田　尚貴		100

																										個人		村田　慎也		100

																										個人		村田　直樹		100

																										個人		村田　則一		100

																										個人		村田　宏嘉		100

																										個人		村田　康子		100

																										個人		村田　優		100

																										個人		村田　良光		100

																										個人		村野　瑞治		100

																										個人		村野　和也		100

																										個人		村橋　辰夫		100

																										個人		村松　和宏		100

																										個人		村山　正明		100

																										個人		村吉　政晃		100

																										個人		室山　大輔		100

																										個人		目代　真美		100

																										個人		望月　洋輔		100

																										個人		元　正之		100

																										個人		元久　晴夫		100

																										個人		守家　英斗		100

																										個人		守野　晃央		100

																										個人		守屋　喜巳		100

																										個人		守山　理恵		100

																										個人		盛井　一央		100

																										個人		森　藍里		100

																										個人		森　新祐		100

																										個人		森　恵美		100

																										個人		森　教安		100

																										個人		森　健哲		100

																										個人		森　幸子		100

																										個人		森　智史		100

																										個人		森　信也		100

																										個人		森　博昭		100

																										個人		森　政道		100

																										個人		森　佑佳		100

																										個人		森　勇二		100

																										個人		森　由加利		100

																										個人		森　芳子		100

																										個人		森井　康夫		100

																										個人		森井　優輝		100

																										個人		森岡　一		100

																										個人		森岡　榮吉		100

																										個人		森岡　淳彦		100

																										個人		森川　馨		100

																										個人		森川　和政		100

																										個人		森國　宏一郎		100

																										個人		森崎　晃		100

																										個人		森嶋　亜樹		100

																										個人		森島　敏雄		100

																										個人		森島　美樹		100

																										個人		森下　昌寬		100

																										個人		森住　友貴		100

																										個人		森田　雄斗		100

																										個人		森田　久美子		100

																										個人		森田　啓介		100

																										個人		森田　忠		100

																										個人		森田　博喜		100

																										個人		森田　晴子		100

																										個人		森田　諭史		100

																										個人		森田　悠司		100

																										個人		森田　裕之		100

																										個人		森田　和芳		100

																										個人		森高　千詞		100

																										個人		森谷　修巳		100

																										個人		森谷　文恵		100

																										個人		森中　麻知子		100

																										個人		森野　喜義		100

																										個人		森原　恵美		100

																										個人		森藤　瑞恵		100

																										個人		森本　有佳		100

																										個人		森本　英徳		100

																										個人		森本　久美子		100

																										個人		森本　啓二		100

																										個人		森本　忠司		100

																										個人		森本　博海		100

																										個人		森安　健太郎		100

																										個人		森安　信太郎		100

																										個人		森安　和奈		100

																										個人		森山　鈴子		100

																										個人		森吉　丈夫		100

																										個人		諸見里　みゆき		100

																										個人		八木　久欣		100

																										個人		八木　里奈		100

																										個人		八木　達雄		100

																										個人		八木　三重子		100

																										個人		八木　洋一		100

																										個人		八木沼　直記		100

																										個人		八木原　勇斗		100

																										個人		八倉　崇浩		100

																										個人		八坂　優希恵		100

																										個人		八重樫　亮一		100

																										個人		八島　潤子		100

																										個人		八田　直也		100

																										個人		八幡　圭		100

																										個人		矢口　佳代子		100

																										個人		矢口　悟志		100

																										個人		矢倉　淳		100

																										個人		矢作　晃		100

																										個人		矢作　浩		100

																										個人		矢島　考貴		100

																										個人		矢嶋　武		100

																										個人		矢野　哲郎		100

																										個人		矢野　稔		100

																										個人		矢吹　敏行		100

																										個人		矢藤　貴大		100

																										個人		屋式　徳孝		100

																										個人		屋比久　孝		100

																										個人		箭野　心太郎		100

																										個人		役　能之		100

																										個人		薬師寺　健太朗		100

																										個人		薬師寺　翔太		100

																										個人		安生　啓子		100

																										個人		安喜　史		100

																										個人		安田　恵美		100

																										個人		安田　圭佑		100

																										個人		安田　龍生		100

																										個人		安田　俊一		100

																										個人		安田　元也		100

																										個人		安達　清志		100

																										個人		安達　峻彦		100

																										個人		安達　宣克		100

																										個人		安達　俊美		100

																										個人		安永　克成		100

																										個人		安西　富美子		100

																										個人		安部　悦三		100

																										個人		安部　恒		100

																										個人		安藤　育佳		100

																										個人		安藤　郁		100

																										個人		安藤　一徳		100

																										個人		安藤　恵		100

																										個人		安藤　佳永子		100

																										個人		安藤　孝啓		100

																										個人		安藤　聡		100

																										個人		安藤　範樹		100

																										個人		安藤　正純		100

																										個人		安藤　康江		100

																										個人		安藤　亮佑		100

																										個人		安藤　涼平		100

																										個人		安藤　和幸		100

																										個人		安松　徹		100

																										個人		安保　克実		100

																										個人		安保　拓治		100

																										個人		保科　秀幸		100

																										個人		保科　亮祐		100

																										個人		梁　悠樹		100

																										個人		柳　聡諮		100

																										個人		柳　道寿		100

																										個人		柳澤　慎太朗		100

																										個人		柳澤　昌宏		100

																										個人		柳瀬　亜希		100

																										個人		柳田　崇		100

																										個人		柳橋　拓磨		100

																										個人		柳本　順子		100

																										個人		藪　博利		100

																										個人		籔下　俊一		100

																										個人		藪中　幸一		100

																										個人		山内　勝二		100

																										個人		山内　裕治		100

																										個人		山内　楽一		100

																										個人		山内　和明		100

																										個人		山内　和広		100

																										個人		山浦　京子		100

																										個人		山川　慶二郎		100

																										個人		山川　治		100

																										個人		山川　千秋		100

																										個人		山川　泰祐		100

																										個人		山川　綏子		100

																										個人		山岸　郁子		100

																										個人		山岸　清		100

																										個人		山岸　賢次		100

																										個人		山岸　晃司		100

																										個人		山岸　文雄		100

																										個人		山岸　遼太郎		100

																										個人		山口　慧		100

																										個人		山口　嘉明		100

																										個人		山口　貴也		100

																										個人		山口　幸士		100

																										個人		山口　剛礼		100

																										個人		山口　晃史		100

																										個人		山口　菜穂子		100

																										個人		山口　淳一		100

																										個人		山口　翔大		100

																										個人		山口　伸一		100

																										個人		山口　世二		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　哲司		100

																										個人		山口　トミエ		100

																										個人		山口　富士子		100

																										個人		山口　秀美		100

																										個人		山口　雅義		100

																										個人		山口　稔史		100

																										個人		山口　和人		100

																										個人		山縣　恭平		100

																										個人		山縣　哲孝		100

																										個人		山之内　雅紀		100

																										個人		山崎　喜美則		100

																										個人		山崎　貴晃		100

																										個人		山崎　國廣		100

																										個人		山崎　圭介		100

																										個人		山崎　淑子		100

																										個人		山崎　淳		100

																										個人		山嵜　哲也		100

																										個人		山崎　登彦		100

																										個人		山崎　敏也		100

																										個人		山崎　規生		100

																										個人		山嵜　晴美		100

																										個人		山崎　広之		100

																										個人		山崎　宏治		100

																										個人		山崎　浩司		100

																										個人		山崎　浩次		100

																										個人		山崎　勉		100

																										個人		山崎　真一		100

																										個人		山崎　康嗣		100

																										個人		山崎　靖子		100

																										個人		山崎　勇		100

																										個人		山崎　優太		100

																										個人		山崎　良喜		100

																										個人		山里　憲一		100

																										個人		山下　麻衣子		100

																										個人		山下　一歩		100

																										個人		山下　英法		100

																										個人		山下　大樹		100

																										個人		山下　勝		100

																										個人		山下　希望		100

																										個人		山下　恭市		100

																										個人		山下　純弘		100

																										個人		山下　順子		100

																										個人		山下　聡史		100

																										個人		山下　智		100

																										個人		山下　智弘		100

																										個人		山下　秀博		100

																										個人		山下　真理子		100

																										個人		山下　良幸		100

																										個人		山城　明		100

																										個人		山瀬　日奈		100

																										個人		山田　新太郎		100

																										個人		山田　大介		100

																										個人		山田　慶子		100

																										個人		山田　健司		100

																										個人		山田　献次		100

																										個人		山田　彩乃		100

																										個人		山田　尚登		100

																										個人		山田　尚弥		100

																										個人		山田　将大		100

																										個人		山田　高史		100

																										個人		山田　知世		100

																										個人		山田　敏男		100

																										個人		山田　智賀里		100

																										個人		山田　広樹		100

																										個人		山田　浩幸		100

																										個人		山田　文太郎		100

																										個人		山田　正治		100

																										個人		山田　元弘		100

																										個人		山田　康平		100

																										個人		山田　裕貴		100

																										個人		山田　陽一		100

																										個人		山田　和男		100

																										個人		山谷　智恵子		100

																										個人		山地　照代		100

																										個人		山中　一史		100

																										個人		山中　誠		100

																										個人		山中　牧子		100

																										個人		山中　勇輝		100

																										個人		山中　良介		100

																										個人		山梨　潤紀		100

																										個人		山梨　靖行		100

																										個人		山根　一祥		100

																										個人		山根　清嗣		100

																										個人		山根　栄利子		100

																										個人		山根　崇		100

																										個人		山根　鉄郎		100

																										個人		山根　和明		100

																										個人		山野　春樹		100

																										個人		山野　正高		100

																										個人		山部　肇		100

																										個人		山副　耕一		100

																										個人		山辺　康宏		100

																										個人		山辺　理紗		100

																										個人		山本　泉葉		100

																										個人		山本　一隆		100

																										個人		山本　英津子		100

																										個人		山本　英督		100

																										個人		山本　雄大		100

																										個人		山本　大地		100

																										個人		山本　大祐		100

																										個人		山本　紀代子		100

																										個人		山本　貴大		100

																										個人		山本　恭平		100

																										個人		山本　玄輝		100

																										個人		山本　幸一		100

																										個人		山本　耕司		100

																										個人		山本　治		100

																										個人		山本　尚弘		100

																										個人		山本　祥子		100

																										個人		山本　祥之		100

																										個人		山本　伸一		100

																										個人		山本　伸孝		100

																										個人		山本　千弦		100

																										個人		山本　丈人		100

																										個人		山本　知典		100

																										個人		山本　哲也		100

																										個人		山本　直輝		100

																										個人		山本　信美		100

																										個人		山本　肇		100

																										個人		山本　秀行		100

																										個人		山本　美香		100

																										個人		山本　妙子		100

																										個人		山本　睦男		100

																										個人		山本　元宣		100

																										個人		山本　盛之		100

																										個人		山本　泰寛		100

																										個人		山本　勇		100

																										個人		山本　行紘		100

																										個人		山本　よし子		100

																										個人		山本　由美子		100

																										個人		山路　智		100

																										個人		山宮　かれん		100

																										個人		山村　剛秀		100

																										個人		山室　治人		100

																										個人		鑓田　恒夫		100

																										個人		油川　さち		100

																										個人		湯川　大輝		100

																										個人		湯澤　二三子		100

																										個人		湯本　洋司		100

																										個人		湯本　和隆		100

																										個人		湯室　和夫		100

																										個人		柚原　秀明		100

																										個人		雪本　徹		100

																										個人		指田　貴子		100

																										個人		弓川　和子		100

																										個人		弓場　寛子		100

																										個人		與儀　明彦		100

																										個人		与那原　正勝		100

																										個人		與那嶺　弘次		100

																										個人		余　晴妍		100

																										個人		用水原　嘉一		100

																										個人		横井　幸治		100

																										個人		横内　隆		100

																										個人		横内　博		100

																										個人		横尾　卓也		100

																										個人		横尾　智恵		100

																										個人		横川　貴大		100

																										個人		横川　忠弘		100

																										個人		横木　直弥		100

																										個人		横崎　めぐみ		100

																										個人		横田　昭彦		100

																										個人		横田　昌和		100

																										個人		横原　秀平		100

																										個人		横堀　克幸		100

																										個人		横溝　孝幸		100

																										個人		横溝　拓		100

																										個人		横山　航		100

																										個人		横山　尚平		100

																										個人		横山　将史		100

																										個人		横山　ななみ		100

																										個人		横山　博文		100

																										個人		横山　光宏		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕子		100

																										個人		横山　裕保		100

																										個人		吉井　博子		100

																										個人		吉井　勇		100

																										個人		吉江　玲子		100

																										個人		吉岡　拓朗		100

																										個人		吉岡　知紘		100

																										個人		吉岡　照子		100

																										個人		吉岡　行雄		100

																										個人		吉賀　紘平		100

																										個人		吉川　剛司		100

																										個人		吉川　周		100

																										個人		吉川　修		100

																										個人		吉川　武仁		100

																										個人		吉川　達也		100

																										個人		吉川　博		100

																										個人		吉川　裕二		100

																										個人		吉川　由紀恵		100

																										個人		吉崎　孝史		100

																										個人		吉澤　寛智		100

																										個人		吉澤　弘子		100

																										個人		吉住　哲		100

																										個人		吉田　恵美		100

																										個人		吉田　恭子		100

																										個人		吉田　久子		100

																										個人		吉田　潔		100

																										個人		吉田　健治		100

																										個人		吉田　幸史		100

																										個人		吉田　之久		100

																										個人		吉田　昭枝		100

																										個人		吉田　千寿也		100

																										個人		吉田　隆峰		100

																										個人		吉田　拓麿		100

																										個人		吉田　哲央		100

																										個人		吉田　典義		100

																										個人		吉田　博俊		100

																										個人		吉田　美佳		100

																										個人		吉田　妙子		100

																										個人		吉田　元昭		100

																										個人		吉田　裕紀		100

																										個人		吉田　洋子		100

																										個人		吉田　由加		100

																										個人		吉田　好恵		100

																										個人		吉田　亮		100

																										個人		吉田　玲		100

																										個人		吉竹　茂利		100

																										個人		吉竹　裕子		100

																										個人		吉富　央子		100

																										個人		吉留　玲緒		100

																										個人		吉永　重成		100

																										個人		吉永　誠		100

																										個人		吉永　正信		100

																										個人		吉永　充孝		100

																										個人		吉成　和江		100

																										個人		吉沼　はるか		100

																										個人		吉野　幸夫		100

																										個人		吉野　幸雄		100

																										個人		吉野　祥		100

																										個人		吉野　安尋		100

																										個人		吉橋　眞由美		100

																										個人		吉原　知子		100

																										個人		吉原　正彦		100

																										個人		吉本　尚		100

																										個人		吉本　侑平		100

																										個人		吉村　一義		100

																										個人		吉村　憲一		100

																										個人		吉村　誠一		100

																										個人		吉村　秀夫		100

																										個人		吉村　真貴		100

																										個人		吉村　昌也		100

																										個人		吉村　元成		100

																										個人		吉山　徹		100

																										個人		芳本　慈央里		100

																										個人		良知　礼子		100

																										個人		呼　思楽		100

																										個人		李　恩卿		100

																										個人		李　思		100

																										個人		劉　柯		100

																										個人		劉　勇進		100

																										個人		和泉　秀文		100

																										個人		和泉　雅夫		100

																										個人		和泉　雅之		100

																										個人		和木　雄治		100

																										個人		和田　幸三		100

																										個人		和田　紘輝		100

																										個人		和田　進		100

																										個人		和田　長		100

																										個人		和田　延江		100

																										個人		和田　真範		100

																										個人		和田　真弓		100

																										個人		和田　光示		100

																										個人		和智　光弘		100

																										個人		輪千　大		100

																										個人		若月　友莉果		100

																										個人		若槻　久義		100

																										個人		若林　信雄		100

																										個人		若松　加代子		100

																										個人		脇　昌弘		100

																										個人		脇坂　弘暢		100

																										個人		脇阪　松代		100

																										個人		脇田　愛子		100

																										個人		脇本　裕夫		100

																										個人		渡部　天彦		100

																										個人		渡部　勝巳		100

																										個人		渡部　敬文		100

																										個人		渡部　俊平		100

																										個人		渡部　真一		100

																										個人		渡部　康裕		100

																										個人		渡部　裕之		100

																										個人		渡辺　亜希子		100

																										個人		渡邉　一博		100

																										個人		渡辺　一平		100

																										個人		渡辺　一弘		100

																										個人		渡辺　英一朗		100

																										個人		渡邉　寛		100

																										個人		渡邊　欣弥		100

																										個人		渡邊　啓太郎		100

																										個人		渡邊　敬介		100

																										個人		渡邉　健太		100

																										個人		渡邉　公平		100

																										個人		渡辺　孝充		100

																										個人		渡邊　茂		100

																										個人		渡邉　淳二		100

																										個人		渡邉　伸一		100

																										個人		渡邉　哲郎		100

																										個人		渡邉　利幸		100

																										個人		渡辺　友佳子		100

																										個人		渡邉　真		100

																										個人		渡邊　槙子		100

																										個人		渡辺　正		100

																										個人		渡辺　正幸		100

																										個人		渡辺　正巳		100

																										個人		渡邊　實		100

																										個人		渡邉　保		100

																										個人		渡邉　泰司		100

																										個人		渡辺　裕幸		100

																										個人		渡邉　由記		100

																										個人		渡辺　義隆		100

																										個人		渡邉　亮		100

																										個人		渡邊　亮		100

																										個人		渡辺　亮二		100

																										個人		渡邉　涼平		100

																										個人		渡辺　和雅		100

																										個人		蕨　悠太		100

																										個人		割石　健		100

																										個人		我喜屋　洋太		100

																										個人		我妻　卓哉		100

																										個人		我妻　美保		100		●

																										個人		天川商店		100

																										機関		石動証券株式会社		100

																										機関		株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券		100

																										法人		合同会社アセットプラネット社		100

																										法人		株式会社アンドバイユー		100

																										法人		株式会社朝日リビング		100

																										法人		有限会社池添清掃		100

																										法人		株式会社一や		100

																										法人		株式会社オアシスコーポレーション		100

																										法人		有限会社カネヒサコーポレーション		100

																										法人		京和横浜合同会社		100

																										法人		小針土建株式会社		100

																										法人		有限会社サイクレード		100

																										法人		株式会社サムズアップ		100

																										法人		師崎水産株式会社		100

																										法人		ＪＹＸＹＥＲ株式会社		100

																										法人		七モンドール有限会社		100

																										法人		株式会社下嶋商店		100

																										法人		株式会社鈴屋ハウジング		100

																										法人		ティアイ株式会社		100

																										法人		有限会社富士薬局		100

																										法人		医療法人のぞみ整形外科		100

																										法人		兵庫エステート株式会社		100

																										法人		株式会社リジェネレーション		100

																										機関		ＫＳＤ－ＥＵＧＥＮＥ		100

																										機関		ＰＥＲＳＨＩＮＧ－ＤＩＶ．　ＯＦ　ＤＬＪ　ＳＥＣＳ．　ＣＯＲＰ．		100

																										機関		ＰＨＩＬＬＩＰ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ（ＲＥＴＡＩＬ）		100

																										個人		西田　圭吾		100

																										個人		ＳＩＡ　ＣＨＥＥ　ＹＡＮ		100

																										個人		ゴ　チカ		100

																										個人		ＺＨＯＵ　ＷＥＩＪＩＮＧ		100

																										個人		チン　ケンキツ		100

																										個人		Ｄｅｌｓａｕｘ　Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｄｉｄｉｅｒ		100

																										個人		マナーズ　秀子		100

																										機関		リテラ・クレア証券株式会社		95

																										個人		柴野　真代		92

																										個人		高見澤　新悟		88

																										個人		西之上　美智子		83

																										個人		宮田　三佳		83

																										個人		宇古　学		82

																										個人		福田　元晃		80

																										個人		鹿子生　共紘		78

																										機関		ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ		78

																										個人		石川　裕一		75

																										個人		兼田　聖子		74

																										個人		水谷　龍太		74

																										個人		青島　周一		73

																										個人		青木　寛敬		70

																										個人		籠宮　豊		70

																										個人		柴田　幸範		69

																										個人		辻野　克幸		69

																										個人		岡本　弘行		68

																										個人		上地　宣嘉		65

																										個人		天野　賢一		64

																										個人		川添　遥加		63

																										個人		清都　和也		63

																										個人		樫　千早		62

																										個人		満田　智彦		62

																										個人		大渕　魁人		61

																										個人		兜坂　一夫		60

																										個人		土生　幸広		60

																										個人		細谷　彩子		60

																										個人		斉藤　竜也		59

																										個人		清永　圭一		57

																										機関		廣田証券株式会社		57

																										個人		青木　佑太		56

																										個人		田中　晶人		56

																										個人		伊東　勝弘		55

																										個人		関口　隼人		55

																										個人		渡邉　哲郎		54

																										個人		小林　ゆりえ		53

																										個人		澤山　克枝		53

																										個人		山田　かおる		53

																										個人		市原　正幸		52

																										個人		山内　貴之		52

																										個人		浅見　浩行		50

																										個人		梅田　和紀		50

																										個人		岸田　篤典		50

																										個人		國定　直樹		50

																										個人		栗野　沙織		50

																										個人		佐藤　真		50

																										個人		白井　克佳		50

																										個人		白木　寛和		50

																										個人		城塚　庸行		50

																										個人		中村　健司		50

																										個人		橋詰　浩明		50

																										個人		深味　朝日		50

																										個人		藤井　康弘		50

																										個人		眞野　鈴子		50

																										個人		松澤　紀子		50

																										個人		森　真弓		50

																										個人		安齋　徹哉		50

																										個人		安西　稔行		50

																										個人		山根　浩史		50

																										個人		山本　晃生		50

																										個人		渡邉　泰昌		50

																										個人		細貝　周平		46

																										個人		川口　恭平		45

																										個人		七尾　嘉一		45

																										個人		知念　拓人		45

																										個人		安仁屋　慎一郎		45

																										個人		赤星　拓也		43

																										個人		小梛　淳弥		43

																										個人		花岡　俊幸		43

																										個人		田中　勝		41

																										個人		平塚　功		41

																										個人		尾崎　美幸		40

																										個人		葛西　佳美		40

																										個人		篠原　礼		40

																										個人		鈴木　達郎		40

																										個人		高橋　俊一		40

																										個人		竹内　基起		40

																										個人		豊川　哲次		40

																										個人		西野　文一		40

																										個人		野田　裕暉		40

																										個人		村田　秀斗		40

																										個人		吉里　武彦		40

																										個人		渡邉　健一		40

																										個人		横山　史郎		39

																										個人		小部　幸春		38

																										個人		藤井　一博		37

																										個人		久保田　剛玄		35

																										個人		久保田　進		35

																										個人		月足　元希		35

																										個人		本田　浩章		35

																										個人		山中　達博		35

																										個人		青木　翔平		34

																										個人		河島　芳久		33

																										個人		齋藤　弘樹		32

																										個人		平徳　清志		32

																										個人		菅　龍介		31

																										個人		徳江　昭乃		31

																										個人		赤澤　淳		30

																										個人		江野澤　一三		30

																										個人		大島　久宜		30

																										個人		大滝　雄策		30

																										個人		亀井　英宏		30

																										個人		川口　奈緒美		30

																										個人		川田　佳邦		30

																										個人		小野　正美		30

																										個人		小林　秀子		30

																										個人		佐藤　祥人		30

																										個人		坂本　正司		30

																										個人		榊原　恵理		30

																										個人		柴田　昭雄		30

																										個人		鈴木　聡志		30

																										個人		竹口　信治郎		30

																										個人		永尾　誠		30

																										個人		長瀬　英樹		30

																										個人		成田　祐生		30

																										個人		西山　眞規子		30

																										個人		原田　信雄		30

																										個人		服部　正博		30

																										個人		渡邉　好則		30

																										個人		南方　遼平		28

																										個人		坂上　憲弘		27

																										個人		杉山　勇樹		27

																										個人		原田　咲季		27

																										個人		福島　寛己		27

																										個人		吉川　正健		27

																										個人		鈴木　博人		26

																										個人		新里　竜二		25

																										個人		伊藤　史晃		25

																										個人		大平　正規		25

																										個人		大森　祥行		25

																										個人		奥野　一丈		25

																										個人		片桐　圭		25

																										個人		佐藤　大樹		25

																										個人		佐々木　友矢		25

																										個人		庄堂　浩一		25

																										個人		立花　大嗣		25

																										個人		玉田　清久		25

																										個人		丹羽　広平		25

																										個人		松元　祥起		25

																										法人		有限会社元三不動産		25

																										個人		鹿島　励		24

																										個人		村橋　諒洸		24

																										個人		酒井　和重		23

																										個人		福井　健志		23

																										個人		大門　寛和		22

																										個人		長谷川　智一		22

																										個人		伊藤　紀明		21

																										個人		飯塚　眞弓		21

																										個人		柏　伊吹		21

																										個人		高田　善弘		21

																										個人		中谷　映子		21

																										個人		宮本　樹希		21

																										個人		望田　三樹夫		21

																										個人		山川　聡士		21

																										個人		井上　慶一		20

																										個人		伊藤　伸一		20

																										個人		飯嶋　寿秀		20

																										個人		池内　大介		20

																										個人		一柳　恵亮		20

																										個人		市村　大樹		20

																										個人		榎本　綾奈		20

																										個人		榎本　宏徳		20

																										個人		大島　千周		20

																										個人		大島　卓三		20

																										個人		大峯　弘幸		20

																										個人		片山　勲		20

																										個人		川島　舞子		20

																										個人		川人　侑弥		20

																										個人		河野　裕一郎		20

																										個人		木村　吉広		20

																										個人		小川　敏広		20

																										個人		小暮　宏美		20

																										個人		坂井　慎一		20

																										個人		嶋崎　ひかり		20

																										個人		十九川　博喜		20

																										個人		杉浦　陽子		20

																										個人		鈴木　茂		20

																										個人		鈴木　直樹		20

																										個人		角谷　嶺		20

																										個人		田代　優也		20

																										個人		高橋　史也		20

																										個人		竹内　優司		20

																										個人		立木　一秀		20

																										個人		俵　恵一郎		20

																										個人		中村　恵		20

																										個人		西本　幸太郎		20

																										個人		野中　拓		20

																										個人		林　佐紀		20

																										個人		広安　省吾		20

																										個人		不破　智誉		20

																										個人		宮本　潤一朗		20

																										個人		室谷　英明		20

																										個人		柳本　藍		20

																										個人		山内　昌磨		20

																										個人		山根　英樹		20

																										個人		山本　晃太郎		20

																										個人		吉岡　宣生		20

																										個人		吉田　健介		20

																										個人		吉田　匡宏		20

																										個人		石山　竜成		19

																										個人		白川　恵子		19

																										個人		伊藤　彰悟		18

																										個人		岩田　登貴子		18

																										個人		山根　崇弘		18

																										個人		山本　政明		18

																										個人		石本　泰久		17

																										個人		黄　英哲		17

																										個人		小森谷　俊之		17

																										個人		榊原　英明		17

																										個人		塚本　直俊		17

																										個人		中井　真一		17

																										個人		本多　弘幸		17

																										個人		砂沢　涼子		16

																										個人		田中　嘉津也		16

																										個人		鶴ケ崎　直也		16

																										個人		秀島　晃		16

																										個人		虻川　大樹		15

																										個人		飯田　貴仁		15

																										個人		稲葉　岳史		15

																										個人		今井　晴香		15

																										個人		今井　洋一郎		15

																										個人		植村　公平		15

																										個人		牛久　信一		15

																										個人		大川　拓真		15

																										個人		大木　和樹		15

																										個人		大本　良次		15

																										個人		河野　慎一		15

																										個人		清水　香理		15

																										個人		小倉　悠平		15

																										個人		小林　多恵子		15

																										個人		佐々木　優		15

																										個人		田中　淳一		15

																										個人		寺田　三千子		15

																										個人		中島　利幸		15

																										個人		永松　正雄		15

																										個人		鍋多　隆史		15

																										個人		平林　孝之		15

																										個人		真鍋　仁		15

																										個人		持田　瞬		15

																										個人		森永　悠斗		15

																										個人		山崎　知美		15

																										個人		山本　貴広		15

																										個人		尾上　真治		14

																										個人		小林　豊		14

																										個人		槌谷　亮輔		14

																										個人		中西　拳斗		14

																										個人		樋口　文哉		14

																										個人		矢部　健一		14

																										個人		吉田　公祐		14

																										個人		吉田　亮平		14

																										個人		青木　厚		13

																										個人		網中　啓太		13

																										個人		大月　活人		13

																										個人		荻内　伸彦		13

																										個人		長谷川　慎		13

																										個人		西田　謙二		13

																										個人		原　直也		13

																										個人		舛田　奈己		13

																										個人		松木　優樹		13

																										個人		三木　将裕		13

																										個人		道下　義憲		13

																										個人		宮下　雅臣		13

																										個人		渡邊　友典		13

																										個人		青木　惇		12

																										個人		旭井　亮一		12

																										個人		今宮　大典		12

																										個人		大石　健太		12

																										個人		大文字　明浩		12

																										個人		大森　敏和		12

																										個人		金子　泰之		12

																										個人		川畑　郊士		12

																										個人		久村　悠人		12

																										個人		谷田　政志		12

																										個人		辻川　恭三		12

																										個人		中村　静香		12

																										個人		羽鳥　悦脩		12

																										個人		橋田　和也		12

																										個人		増井　肇		12

																										個人		南　行男		12

																										個人		宮本　哲弥		12

																										個人		伊藤　寛員		11

																										個人		石田　哲也		11

																										個人		植田　敬三		11

																										個人		岡本　正彦		11

																										個人		佐橋　遼太朗		11

																										個人		坂元　剛		11

																										個人		十川　陽子		11

																										個人		鈴木　豊		11

																										個人		丹治　有貴		11

																										個人		細川　大		11

																										個人		森　富幸		11

																										個人		阿部　一正		10

																										個人		浅野　哲也		10

																										個人		浅野　裕子		10

																										個人		虻川　誠悟		10

																										個人		天野　恵太		10

																										個人		荒賀　奈美		10

																										個人		伊勢崎　和也		10

																										個人		伊藤　七海		10

																										個人		池内　公		10

																										個人		池田　陸斗		10

																										個人		石川　勝也		10

																										個人		市村　拓也		10

																										個人		歌崎　聡		10

																										個人		内藤　克行		10

																										個人		内藤　典子		10

																										個人		梅田　善之		10

																										個人		大陽　慎也		10

																										個人		岡崎　清訓		10

																										個人		加藤　誠耶		10

																										個人		加藤　諭		10

																										個人		笠原　俊二		10

																										個人		神原　義行		10

																										個人		川上　喜丈		10

																										個人		川村　比呂美		10

																										個人		木下　貴道		10

																										個人		木原　惣佑		10

																										個人		木原　遼		10

																										個人		木村　慎吾		10

																										個人		久田　忠司		10

																										個人		国分　俊宏		10

																										個人		熊野　真二		10

																										個人		小澤　美佐恵		10

																										個人		小林　高平		10

																										個人		小松　幸和		10

																										個人		佐藤　あゆみ		10

																										個人		佐々木　文夫		10

																										個人		斉藤　蓉子		10

																										個人		酒井　得二		10

																										個人		志村　和希		10

																										個人		篠塚　佳紀		10

																										個人		柴田　直樹		10

																										個人		習田　優輔		10

																										個人		須貝　正明		10

																										個人		須永　貞司		10

																										個人		須藤　大智		10

																										個人		菅沼　律子		10

																										個人		杉田　裕樹		10

																										個人		田渕　聡		10

																										個人		高嶋　裕介		10

																										個人		竹下　智代		10

																										個人		立山　敏行		10

																										個人		谷広　幸裕		10

																										個人		玉村　庄汰		10

																										個人		柘植　佳孝		10

																										個人		土井　千尋		10

																										個人		土佐　翼		10

																										個人		出雲　玄晨		10

																										個人		寺村　義孝		10

																										個人		中田　恵		10

																										個人		中田　会津美		10

																										個人		永谷　和也		10

																										個人		成田　真也		10

																										個人		西岡　哲志		10

																										個人		錦織　大輔		10

																										個人		畑仲　優輝		10

																										個人		浜崎　恵		10

																										個人		林　祐作		10

																										個人		不藤　仁史		10

																										個人		福田　美穂		10

																										個人		福本　浩平		10

																										個人		藤澤　初海		10

																										個人		藤澤　昌志		10

																										個人		古賀　海人		10

																										個人		古本　幸司		10

																										個人		星野　明浩		10

																										個人		堀米　智		10

																										個人		本間　陽一		10

																										個人		前沢　実		10

																										個人		牧瀬　崇昭		10

																										個人		牧野　慎裕		10

																										個人		松澤　匠		10

																										個人		松本　英敏		10

																										個人		松本　奈央		10

																										個人		水谷　滉希		10

																										個人		宮越　俊行		10

																										個人		森　岳彦		10

																										個人		山川　英彦		10

																										個人		山口　智		10

																										個人		山初　美帆		10

																										個人		山本　温大		10

																										個人		山村　和巳		10

																										個人		渡邊　栄一		10

																										個人		岩崎　啓太		9

																										個人		上雲地　玲奈		9

																										個人		枝川　実代		9

																										個人		木下　大輔		9

																										個人		木浪　俊行		9

																										個人		熊本　正之		9

																										個人		小河　真子		9

																										個人		高橋　健治		9

																										個人		中村　竜也		9

																										個人		林　玄		9

																										個人		福岡　紀美子		9

																										個人		前川　達史		9

																										個人		松本　剛典		9

																										個人		村上　豪		9

																										個人		山下　華麗		9

																										個人		山本　峻士		9

																										個人		吉松　幸彦		9

																										個人		阿部　敦子		8

																										個人		新井　久子		8

																										個人		石川　ひとみ		8

																										個人		今野　航		8

																										個人		今福　將人		8

																										個人		大山　徹		8

																										個人		岡森　美貴		8

																										個人		苅部　幸夫		8

																										個人		串田　真規		8

																										個人		熊谷　一真		8

																										個人		黒崎　直人		8

																										個人		佐久間　和子		8

																										個人		坂尾　直子		8

																										個人		谷本　英幸		8

																										個人		寺田　俊一		8

																										個人		徳永　拓也		8

																										個人		本田　章		8

																										個人		松澤　茜		8

																										個人		松澤　風花		8

																										個人		三井　裕崇		8

																										個人		森田　直紀		8

																										個人		山本　善太		8

																										個人		荒井　太朗		7

																										個人		新沼　正敏		7

																										個人		岩田　諒介		7

																										個人		大田　友希		7

																										個人		カワバタ　カツヒロ		7

																										個人		米須　清陽		7

																										個人		佐藤　吉彦		7

																										個人		酒井　和美		7

																										個人		菅　英治		7

																										個人		鈴木　祐司		7

																										個人		高杉　佳子		7

																										個人		竹内　絢子		7

																										個人		辻村　研二		7

																										個人		出口　秀二		7

																										個人		鳥山　聡		7

																										個人		長尾　昂一		7

																										個人		西方　隆一		7

																										個人		西村　啓佑		7

																										個人		原　泰之		7

																										個人		春日　瑞葉		7

																										個人		百瀬　卓郎		7

																										個人		堀越　由紀子		7

																										個人		松原　康夫		7

																										個人		丸山　康治		7

																										個人		宮下　閑子		7

																										個人		柳川　侑哉		7

																										個人		吉岡　茂		7

																										個人		吉田　亮		7

																										個人		マルトノ　ヒンドラ		7

																										個人		浅見　陽平		6

																										個人		天野　貴人		6

																										個人		伊藤　大介		6

																										個人		伊藤　高広		6

																										個人		石垣　朋彦		6

																										個人		石黒　歩暉		6

																										個人		入江　正		6

																										個人		大原　悠人		6

																										個人		岡野　浩実		6

																										個人		川久保　虹輝		6

																										個人		川口　宏幸		6

																										個人		岸田　侑也		6

																										個人		清野　文嘉		6

																										個人		久保　雄司		6

																										個人		國島　淑子		6

																										個人		小早川　和輝		6

																										個人		小林　智香子		6

																										個人		佐々木　貴章		6

																										個人		佐々木　拓哉		6

																										個人		白江　太貴		6

																										個人		鈴木　華子		6

																										個人		碩　巳年		6

																										個人		田村　仁		6

																										個人		竹沢　真		6

																										個人		竹原　明洋		6

																										個人		棚木　すず香		6

																										個人		中村　成吾		6

																										個人		根本　隆史		6

																										個人		兵藤　常男		6

																										個人		星合　祐太		6

																										個人		星野　治巳		6

																										個人		増井　晃		6

																										個人		松本　和樹		6

																										個人		水野　貴夫		6

																										個人		宮崎　一泰		6

																										個人		山田　貴子		6

																										個人		山本　拓也		6

																										個人		吉田　大介		6

																										個人		秋元　柊		5

																										個人		有村　健		5

																										個人		伊藤　航		5

																										個人		生田　恵子		5

																										個人		板垣　浩彰		5

																										個人		今野　晋平		5

																										個人		内村　健樹		5

																										個人		大泉　優		5

																										個人		大久保　開航		5

																										個人		岡坂　勇治		5

																										個人		岡崎　雅治		5

																										個人		音田　正則		5

																										個人		加藤　政幸		5

																										個人		柿内　健		5

																										個人		樫尾　久幸		5

																										個人		金丸　直樹		5

																										個人		亀川　拓也		5

																										個人		亀山　晃希		5

																										個人		川上　渚		5

																										個人		久保田　明史		5

																										個人		工藤　恭裕		5

																										個人		栗原　稔		5

																										個人		黒木　悟之		5

																										個人		桑折　勝信		5

																										個人		桑原　扶美		5

																										個人		小合澤　誠美		5

																										個人		小畑　良介		5

																										個人		小林　慶子		5

																										個人		五十嵐　裕太		5

																										個人		佐藤　保衛		5

																										個人		齊藤　香里		5

																										個人		堺　貴彦		5

																										個人		澤田　力		5

																										個人		重　雄飛		5

																										個人		篠塚　浩		5

																										個人		柴田　哲男		5

																										個人		末延　一彦		5

																										個人		杉山　潤		5

																										個人		住田　直子		5

																										個人		角屋　栄治		5

																										個人		千島　峻		5

																										個人		千頭　直		5

																										個人		田中　美幸		5

																										個人		高橋　優斗		5

																										個人		瀧森　桃		5

																										個人		竹井　修平		5

																										個人		玉置　遼		5

																										個人		土屋　雄太		5

																										個人		鳥井　貴人		5

																										個人		中辻　拡興		5

																										個人		中村　好博		5

																										個人		仲宗根　広		5

																										個人		長谷川　裕一		5

																										個人		長橋　亮一		5

																										個人		成瀬　哲資		5

																										個人		成田　萌		5

																										個人		野間　光		5

																										個人		箱崎　智宏		5

																										個人		橋野　和幸		5

																										個人		比屋根　和史		5

																										個人		東　諒太朗		5

																										個人		平川　節子		5

																										個人		平原　謙一		5

																										個人		福島　大介		5

																										個人		福島　純一		5

																										個人		藤崎　智弘		5

																										個人		藤田　卓也		5

																										個人		細島　直子		5

																										個人		眞田　秀一		5

																										個人		丸山　勢衣子		5

																										個人		水野　智雄		5

																										個人		麦沢　一博		5

																										個人		森　俊哉		5

																										個人		森　和宣		5

																										個人		森川　裕介		5

																										個人		森村　哲久		5

																										個人		八木　将之		5

																										個人		柳橋　和美		5

																										個人		山川　真		5

																										個人		山崎　実		5

																										個人		山田　基生		5

																										個人		山田　卓弥		5

																										個人		山中　武		5

																										個人		山根　満		5

																										個人		吉田　喜和子		5

																										個人		吉田　豪		5

																										個人		吉原　功		5

																										個人		吉村　淳一		5

																										個人		若原　雅斗		5

																										個人		渡邉　真由良		5

																										個人		渡辺　翼		5

																										個人		赤澤　常雄		4

																										個人		新井　弘毅		4

																										個人		井上　欣也		4

																										個人		井垣　嘉之		4

																										個人		生野　要一		4

																										個人		石井　忠		4

																										個人		今泉　栄城		4

																										個人		岩瀬　泰介		4

																										個人		上野　秀征		4

																										個人		大島　涼		4

																										個人		大和田　純平		4

																										個人		岡澤　誠一		4

																										個人		岡野　桂子		4

																										個人		岡本　拓真		4

																										個人		金子　麻由美		4

																										個人		川村　直巳		4

																										個人		北條　俊彦		4

																										個人		草柳　善行		4

																										個人		小澤　馨司		4

																										個人		小西　弘朗		4

																										個人		五百部　益次郎		4

																										個人		後藤　幸恵		4

																										個人		齋藤　大海		4

																										個人		齋藤　盛之		4

																										個人		下村　和輝		4

																										個人		関原　祐治		4

																										個人		宗川　晃士		4

																										個人		田上　直樹		4

																										個人		高橋　淑子		4

																										個人		高橋　友佳子		4

																										個人		高橋　洋士郎		4

																										個人		瀧ヶ平　将人		4

																										個人		瀧澤　眞理子		4

																										個人		竹道　祥太		4

																										個人		土屋　武		4

																										個人		中村　喜一		4

																										個人		中山　大輔		4

																										個人		永田　洋之		4

																										個人		仲間　道延		4

																										個人		仲渡　孝雄		4

																										個人		二宮　秀紀		4

																										個人		西本　征太郎		4

																										個人		野上　大樹		4

																										個人		橋本　充弘		4

																										個人		橋本　康太		4

																										個人		濱先　孝行		4

																										個人		平川　亮		4

																										個人		舟橋　悟		4

																										個人		細野　千佳子		4

																										個人		松尾　優希		4

																										個人		松葉　和昌		4

																										個人		美澄　祐太		4

																										個人		牟田　諒太		4

																										個人		森西　賢		4

																										個人		安達　正敏		4

																										個人		横路　彩子		4

																										個人		横山　広大		4

																										個人		吉田　桃子		4

																										個人		吉田　和史		4

																										個人		阿部　孝博		3

																										個人		相川　亜美		3

																										個人		浅野　雅也		3

																										個人		梓　裕介		3

																										個人		新田　孝仁		3

																										個人		新山　正栄		3

																										個人		井上　哲徳		3

																										個人		伊東　俊介		3

																										個人		家富　稔		3

																										個人		池田　達哉		3

																										個人		市川　智絵		3

																										個人		稲山　ますみ		3

																										個人		岩崎　理		3

																										個人		岩田　裕一		3

																										個人		宇治　優太		3

																										個人		上野　建吾		3

																										個人		浦崎　訓子		3

																										個人		尾上　侑		3

																										個人		大西　一希		3

																										個人		大野　祥恵		3

																										個人		大場　歩		3

																										個人		大橋　賢太郎		3

																										個人		大和田　ソライリィ		3

																										個人		岡崎　直人		3

																										個人		岡田　尚		3

																										個人		岡村　信彦		3

																										個人		加藤　洋典		3

																										個人		嘉藤　諒		3

																										個人		笠井　巌		3

																										個人		片山　一則		3

																										個人		片山　晃一		3

																										個人		金澤　真吾		3

																										個人		金山　修三		3

																										個人		神谷　治行		3

																										個人		神原　正典		3

																										個人		柄田　直子		3

																										個人		川縁　賢二		3

																										個人		喜多　康介		3

																										個人		国府田　重人		3

																										個人		剣持　幸大		3

																										個人		小田　雄紀		3

																										個人		小田切　明広		3

																										個人		小田切　満明		3

																										個人		小野上　英樹		3

																										個人		小林　秀夫		3

																										個人		小林　真一		3

																										個人		近藤　大輔		3

																										個人		佐藤　憲司		3

																										個人		佐藤　幸代		3

																										個人		佐藤　雅俊		3

																										個人		佐藤　康史		3

																										個人		齊藤　和幸		3

																										個人		篠田　隆司		3

																										個人		菅原　弘規		3

																										個人		田口　大樹		3

																										個人		立石　知宇		3

																										個人		谷川　顕		3

																										個人		樽井　孝紀		3

																										個人		土井　将之		3

																										個人		寺岡　秀晃		3

																										個人		中里　彰秀		3

																										個人		永島　伸浩		3

																										個人		仲　陽平		3

																										個人		長井　悠		3

																										個人		楢戸　章浩		3

																										個人		根本　洋司		3

																										個人		橋本　規宏		3

																										個人		原田　佳祐		3

																										個人		伴野　裕哉		3

																										個人		樋口　智代		3

																										個人		東風谷　亮太		3

																										個人		菱沼　由梨		3

																										個人		福田　研二郎		3

																										個人		伏木　將人		3

																										個人		伏田　恵一		3

																										個人		藤崎　拓也		3

																										個人		藤田　陽一		3

																										個人		藤吉　浩次		3

																										個人		穂苅　侑希		3

																										個人		眞岡　朋光		3

																										個人		眞野　勇輝		3

																										個人		松下　恭一郎		3

																										個人		松野　優紀		3

																										個人		松林　久美子		3

																										個人		松原　佑一郎		3

																										個人		松本　貴志		3

																										個人		松本　泰実		3

																										個人		松本　緩奈		3

																										個人		三宅　小春		3

																										個人		三谷　政利		3

																										個人		村田　久尭		3

																										個人		室越　直樹		3

																										個人		森下　英一		3

																										個人		八田　豊		3

																										個人		八日市屋　和子		3

																										個人		矢内　正弘		3

																										個人		安藤　匠		3

																										個人		保阪　秀成		3

																										個人		山崎　秀貴		3

																										個人		山田　翔太		3

																										個人		山田　知彦		3

																										個人		山田　正春		3

																										個人		渡邊　啓太		3

																										個人		渡辺　由佳理		3

																										個人		ＰＩＡＯ　ＬＩＮＡ		3

																										個人		阿部　康裕		2

																										個人		青柳　秀季		2

																										個人		秋村　龍吾		2

																										個人		浅川　征規		2

																										個人		朝倉　秀人		2

																										個人		足立　裕樹		2

																										個人		有坂　臣由		2

																										個人		有光　佐千子		2

																										個人		伊藤　潤		2

																										個人		伊藤　信理		2

																										個人		池上　京佑		2

																										個人		池田　恭介		2

																										個人		池田　麗衣		2

																										個人		池野　由布子		2

																										個人		池間　智		2

																										個人		石井　綾子		2

																										個人		石川　新		2

																										個人		石黒　健治		2

																										個人		石田　博己		2

																										個人		石塚　泰斗		2

																										個人		一色　啓旦		2

																										個人		岩田　彩子		2

																										個人		鵜生川　雅己		2

																										個人		大石　泰史		2

																										個人		大亀　慎也		2

																										個人		太田　慎吾		2

																										個人		大高　拓未		2

																										個人		大野　拓也		2

																										個人		大橋　拓矢		2

																										個人		大橋　昌之		2

																										個人		大矢知　宏幸		2

																										個人		岡田　直樹		2

																										個人		沖山　晴央		2

																										個人		奥村　正章		2

																										個人		恩庄　一益		2

																										個人		加藤　修也		2

																										個人		嘉納　悠史		2

																										個人		柏木　太陽		2

																										個人		門澤　美佳		2

																										個人		金川　宏美		2

																										個人		金城　純一		2

																										個人		金城　輝		2

																										個人		金津　洋平		2

																										個人		神田　知永子		2

																										個人		榧下　翔太		2

																										個人		川崎　泰成		2

																										個人		管谷　勇人		2

																										個人		木下　学		2

																										個人		黄　真美		2

																										個人		北村　鍛充		2

																										個人		清水　公太		2

																										個人		久壽居　唯		2

																										個人		栗原　啓樹		2

																										個人		栗山　あかり		2

																										個人		黒田　真帆		2

																										個人		郡司　祥和		2

																										個人		小川　雅代		2

																										個人		小鷹　喜久		2

																										個人		小林　功敬		2

																										個人		小林　武史		2

																										個人		小林　充祥		2

																										個人		小林　勇一		2

																										個人		小松　重徳		2

																										個人		小宮　輝亮		2

																										個人		小柳　良		2

																										個人		小柳　諒祐		2

																										個人		近澤　卓哉		2

																										個人		佐藤　証		2

																										個人		佐々木　俊		2

																										個人		齋田　俊輔		2

																										個人		坂　満		2

																										個人		坂口　雄大		2

																										個人		坂田　裕介		2

																										個人		坂本　紳之介		2

																										個人		澤田　康佑		2

																										個人		塩野　泰美		2

																										個人		篠塚　健太		2

																										個人		柴　智明		2

																										個人		下田　直樹		2

																										個人		城津　樹里		2

																										個人		菅根　利明		2

																										個人		杉浦　忠志		2

																										個人		杉山　斗志雄		2

																										個人		杉山　典子		2

																										個人		鈴木　徹		2

																										個人		関　美保世		2

																										個人		曽谷　翼		2

																										個人		田口　将人		2

																										個人		田島　裕也		2

																										個人		田中　博則		2

																										個人		多田　将人		2

																										個人		高井　菜摘		2

																										個人		高澤　周示		2

																										個人		高橋　一樹		2

																										個人		高橋　縁		2

																										個人		高橋　格		2

																										個人		高橋　淳		2

																										個人		高橋　泰行		2

																										個人		高本　大介		2

																										個人		高山　群基		2

																										個人		竹内　啓城		2

																										個人		谷口　勝美		2

																										個人		種石　吉記		2

																										個人		民部　佳代		2

																										個人		土井　さえこ		2

																										個人		土屋　秀之		2

																										個人		友野　憲一		2

																										個人		中尾　友彦		2

																										個人		中里　睦		2

																										個人		中沢　圭史		2

																										個人		中田　次記		2

																										個人		中西　一彰		2

																										個人		中村　匡孝		2

																										個人		中村　直子		2

																										個人		中村　直也		2

																										個人		中村　正臣		2

																										個人		長澤　里佳		2

																										個人		長谷川　雅史		2

																										個人		楢崎　あかね		2

																										個人		西野　麻里		2

																										個人		西野　正行		2

																										個人		沼澤　和利		2

																										個人		乗松　里江		2

																										個人		萩原　徳夫		2

																										個人		橋詰　政一		2

																										個人		浜田　潤一		2

																										個人		早矢仕　章太		2

																										個人		林　優樹		2

																										個人		日高　優		2

																										個人		平田　久美子		2

																										個人		廣間　隆行		2

																										個人		福岡　正孝		2

																										個人		福田　圭佑		2

																										個人		福田　博文		2

																										個人		福本　博基		2

																										個人		藤田　裕嗣		2

																										個人		藤野　守		2

																										個人		藤本　進		2

																										個人		藤本　昌弘		2

																										個人		船石　啓介		2

																										個人		舩越　元		2

																										個人		古賀　充		2

																										個人		兵藤　章市		2

																										個人		邉見　智弘		2

																										個人		星野　則昭		2

																										個人		堀井　絢人		2

																										個人		前田　順子		2

																										個人		牧内　彩香		2

																										個人		松尾　加奈子		2

																										個人		松島　太一		2

																										個人		松永　耕輔		2

																										個人		松林　栄治		2

																										個人		松元　清		2

																										個人		丸橋　憲		2

																										個人		圓谷　真		2

																										個人		三浦　裕太郎		2

																										個人		三浦　洋一		2

																										個人		三澤　哲朗		2

																										個人		水沼　謙一		2

																										個人		水野尾　勇司		2

																										個人		宮川　満		2

																										個人		森田　卓也		2

																										個人		矢野　貴博		2

																										個人		矢吹　健一		2

																										個人		安井　隆博		2

																										個人		安東　智幸		2

																										個人		山室　達也		2

																										個人		行旨　祐三		2

																										個人		吉田　佳弘		2

																										個人		吉田　洋介		2

																										個人		吉村　淳史		2

																										個人		渡邊　崇		2

																										個人		渡邉　直之		2

																										個人		阿波連　陽一		1

																										個人		阿部　貴則		1

																										個人		阿部　弘		1

																										個人		赤池　直枝		1

																										個人		浅野　潤子		1

																										個人		浅野　俊幸		1

																										個人		芦阪　伸二		1

																										個人		天河　和士		1

																										個人		新開　勇希		1

																										個人		有野　健一		1

																										個人		有吉　辰教		1

																										個人		井上　善仁		1

																										個人		井上　真一		1

																										個人		井村　豪		1

																										個人		伊東　利明		1

																										個人		伊藤　弘明		1

																										個人		伊藤　浩三		1

																										個人		飯嶋　毅洋		1

																										個人		飯島　のぞみ		1

																										個人		飯田　剛志		1

																										個人		池崎　紹美		1

																										個人		池田　勝		1

																										個人		池田　栄二		1

																										個人		池村　美代		1

																										個人		石井　睦典		1

																										個人		石川　茜		1

																										個人		石川　明広		1

																										個人		石川　知佳		1

																										個人		石関　結衣		1

																										個人		石田　洋平		1

																										個人		石塚　義政		1

																										個人		石橋　大輔		1

																										個人		一之瀬　正寛		1

																										個人		市川　智也		1

																										個人		壱岐　和幸		1

																										個人		稲田　喜照		1

																										個人		稲手　拓哉		1

																										個人		今成　泰司		1

																										個人		今野　太介		1

																										個人		入山　友宏		1

																										個人		岩井　伸介		1

																										個人		岩崎　裕樹		1

																										個人		岩見　達磨		1

																										個人		岩見　祐哉		1

																										個人		宇都宮　麻那		1

																										個人		上野　智		1

																										個人		上野山　絵奈		1

																										個人		植田　真由子		1

																										個人		植原　暢哉		1

																										個人		臼井　隆文		1

																										個人		臼杵　悟朗		1

																										個人		内田　峻介		1

																										個人		内藤　千鶴		1

																										個人		梅田　久仁子		1

																										個人		江口　利宏		1

																										個人		江副　弘隆		1

																										個人		江渕　司朗		1

																										個人		榎本　健太		1

																										個人		蛯名　政之		1

																										個人		遠藤　さおり		1

																										個人		遠藤　静		1

																										個人		遠藤　修平		1

																										個人		遠藤　伸也		1

																										個人		尾迫　篤		1

																										個人		大江　忠右衛門		1

																										個人		大久保　正広		1

																										個人		大澤　和弘		1

																										個人		大島　一希		1

																										個人		大島　幸範		1

																										個人		太田　武司		1

																										個人		大竹　秀男		1

																										個人		大谷　修		1

																										個人		大西　康嗣		1

																										個人		大野　幸雄		1

																										個人		大橋　富士雄		1

																										個人		大濱　初夫		1

																										個人		大原　涼平		1

																										個人		大東　賢哉		1

																										個人		大薮　雅代		1

																										個人		大山　杏菜		1

																										個人		岡田　寛		1

																										個人		岡本　孝祐		1

																										個人		荻野　元大		1

																										個人		落合　紗代		1

																										個人		落合　依子		1

																										個人		カシザキ　トモエ		1

																										個人		加瀨　一浩		1

																										個人		加瀬　正紀		1

																										個人		加藤　順子		1

																										個人		加藤　哲也		1

																										個人		加藤　広章		1

																										個人		影山　喜也		1

																										個人		柏原　康弘		1

																										個人		梶ケ谷　孝浩		1

																										個人		片倉　隆平		1

																										個人		片山　沙紀		1

																										個人		勝畑　恭子		1

																										個人		勝畑　優作		1

																										個人		勝畑　和美		1

																										個人		門田　顕真		1

																										個人		金子　操		1

																										個人		金澤　充		1

																										個人		金田　敦徳		1

																										個人		金野　裕子		1

																										個人		兼平　舞美		1

																										個人		鎌倉　勉		1

																										個人		神山　達哉		1

																										個人		川井　康平		1

																										個人		川上　睦美		1

																										個人		川口　浩一		1

																										個人		川嶋　優治		1

																										個人		川瀬　太啓		1

																										個人		川田　靖		1

																										個人		川原崎　隆一郎		1

																										個人		川村　幸弘		1

																										個人		河野　律子		1

																										個人		乾　宏史		1

																										個人		管谷　理惠子		1

																										個人		木下　貴史		1

																										個人		木ノ島　雄介		1

																										個人		木村　海優		1

																										個人		木村　香織		1

																										個人		木村　春翔		1

																										個人		木村　裕二郎		1

																										個人		菊池　武		1

																										個人		菊池　道彦		1

																										個人		菊地　貞彰		1

																										個人		菊山　直樹		1

																										個人		岸川　和広		1

																										個人		北本　英司		1

																										個人		北村　誠		1

																										個人		久保　慎也		1

																										個人		久保　奈都美		1

																										個人		工藤　夏樹		1

																										個人		葛西　径		1

																										個人		轡　康裕		1

																										個人		倉田　一祐		1

																										個人		桑原　雅代		1

																										個人		桑原　塁		1

																										個人		小泉　一廣		1

																										個人		小泉　隼		1

																										個人		小川　直也		1

																										個人		小川　浩治		1

																										個人		小坂　真奈美		1

																										個人		小坂井　敬介		1

																										個人		小沢　忠史		1

																										個人		小島　裕美香		1

																										個人		小野　一		1

																										個人		小林　大祐		1

																										個人		小林　孝弘		1

																										個人		小林　千草		1

																										個人		小林　光		1

																										個人		小林　亮介		1

																										個人		小松　遼介		1

																										個人		小山　啓介		1

																										個人		後藤　千景		1

																										個人		合田　悟		1

																										個人		越智　雅也		1

																										個人		米田　功二		1

																										個人		米田　忠昭		1

																										個人		米山　裕生		1

																										個人		近藤　真生		1

																										個人		佐藤　雄太		1

																										個人		佐藤　大樹		1

																										個人		佐藤　剛志		1

																										個人		佐藤　菜津美		1

																										個人		佐藤　淳		1

																										個人		佐藤　光春		1

																										個人		佐藤　峰生		1

																										個人		斉藤　貴文		1

																										個人		坂口　恭久		1

																										個人		坂本　誠		1

																										個人		坂本　文芳		1

																										個人		坂本　眞弓		1

																										個人		坂本　雅昭		1

																										個人		境田　英彰		1

																										個人		崎田　美和		1

																										個人		櫻井　夏未		1

																										個人		里居　佑樹		1

																										個人		澤木　健利		1

																										個人		志賀　隆寿		1

																										個人		茂木　大樹		1

																										個人		茂木　勇己		1

																										個人		重田　広恵		1

																										個人		靜　浩太		1

																										個人		篠原　宏彰		1

																										個人		柴崎　盛治		1

																										個人		嶋田　晃司		1

																										個人		嶋田　祥		1

																										個人		下畑　浩隆		1

																										個人		釈迦郡　弘子		1

																										個人		白石　直嗣		1

																										個人		須藤　直之		1

																										個人		杉山　逸未		1

																										個人		鈴木　一成		1

																										個人		鈴木　慎太郎		1

																										個人		鈴木　聖得		1

																										個人		鈴木　誠		1

																										個人		鈴木　浩一		1

																										個人		鈴木　雅彦		1

																										個人		角田　悠		1

																										個人		角場　洋平		1

																										個人		瀬戸口　正二		1

																										個人		征矢野　詩織		1

																										個人		関野　勇生		1

																										個人		芹澤　敏		1

																										個人		曽江　幸示		1

																										個人		曽江　哲也		1

																										個人		曽江　直子		1

																										個人		曽爾　浩太郎		1

																										個人		曽我　梓		1

																										個人		曽我部　翔多		1

																										個人		田口　博一		1

																										個人		田口　光一		1

																										個人		田財　里奈		1

																										個人		田里　宗章		1

																										個人		田尻　美香子		1

																										個人		田中　一史		1

																										個人		田中　逸子		1

																										個人		田中　孝平		1

																										個人		田中　昂		1

																										個人		田中　栄治		1

																										個人		田中　敏夫		1

																										個人		田中　直樹		1

																										個人		田中　成		1

																										個人		田中　悠介		1

																										個人		田部井　諒		1

																										個人		田村　智史		1

																										個人		田村　由美		1

																										個人		高岡　一博		1

																										個人		高城　さおり		1

																										個人		高田　歩		1

																										個人		高野　洸		1

																										個人		高橋　郁子		1

																										個人		高橋　大明		1

																										個人		高橋　太一		1

																										個人		高橋　静		1

																										個人		高橋　尋重		1

																										個人		高橋　建人		1

																										個人		高橋　俊夫		1

																										個人		高橋　義直		1

																										個人		高橋　和宏		1

																										個人		滝澤　拓也		1

																										個人		竹田　章		1

																										個人		竹田　稔		1

																										個人		橘　和寿		1

																										個人		舘野　佑樹		1

																										個人		谷亀　寛泰		1

																										個人		谷口　友一		1

																										個人		知識　寛之		1

																										個人		津田　奈美		1

																										個人		対馬　大和		1

																										個人		塚田　亘		1

																										個人		土屋　雄二		1

																										個人		土屋　聖人		1

																										個人		出井　大晃		1

																										個人		寺尾　雅子		1

																										個人		寺田　久和		1

																										個人		トクヒラ　チエ		1

																										個人		戸田　勇治		1

																										個人		都丸　克典		1

																										個人		徳賀　美佳		1

																										個人		德永　幸子		1

																										個人		富原　健		1

																										個人		奈良原　彩		1

																										個人		中川　翔平		1

																										個人		中澤　晃一		1

																										個人		中澤　康		1

																										個人		中島　紀伊知		1

																										個人		中島　敬太郎		1

																										個人		中島　朗		1

																										個人		中谷　真規		1

																										個人		中西　美奈子		1

																										個人		中野　嘉大		1

																										個人		中野　正章		1

																										個人		中村　啓二		1

																										個人		中村　敏則		1

																										個人		中村　美子		1

																										個人		中山　淳子		1

																										個人		中山　淳之		1

																										個人		永戸　智宏		1

																										個人		永戸　悠介		1

																										個人		仲川　清隆		1

																										個人		長岡　菫		1

																										個人		長坂　洸和		1

																										個人		長坂　深雪		1

																										個人		長谷川　佳祐		1

																										個人		長谷川　千晃		1

																										個人		長屋　秀人		1

																										個人		成澤　彰		1

																										個人		難波　靖		1

																										個人		二瓶　豪崇		1

																										個人		二瓶　さつき		1

																										個人		西岡　聡志		1

																										個人		西川　雄大		1

																										個人		西迫　知美		1

																										個人		西田　豊		1

																										個人		西橋　昌也		1

																										個人		西本　潤		1

																										個人		西村　敏幸		1

																										個人		西村　真之介		1

																										個人		西村　実展		1

																										個人		布元　美絵		1

																										個人		根比　広大		1

																										個人		野澤　隆則		1

																										個人		野島　裕介		1

																										個人		野瀬　隆広		1

																										個人		野中　新一郎		1

																										個人		野村　崇		1

																										個人		野村　祐一郎		1

																										個人		野村　和生		1

																										個人		野々村　俊江		1

																										個人		野々村　万里子		1

																										個人		能美　佑		1

																										個人		信江　道弘		1

																										個人		羽根　伸鷹		1

																										個人		馬江　勉		1

																										個人		馬場　英彰		1

																										個人		端場　仁大		1

																										個人		橋本　武彦		1

																										個人		畑崎　義忠		1

																										個人		畑田　和良		1

																										個人		花園　広平		1

																										個人		浜田　由希		1

																										個人		林　賢二		1

																										個人		林　伸昭		1

																										個人		林　秀樹		1

																										個人		林　雅之		1

																										個人		原　睦子		1

																										個人		原岡　大輔		1

																										個人		原口　みなみ		1

																										個人		原澤　大志		1

																										個人		原嶌　雄二		1

																										個人		原田　剛		1

																										個人		針替　史博		1

																										個人		春田　孝浩		1

																										個人		春日　英俊		1

																										個人		日浅　雅人		1

																										個人		日高　加絵		1

																										個人		日比野　芽		1

																										個人		樋口　慎太郎		1

																										個人		東野　真		1

																										個人		東村　智朗		1

																										個人		百崎　恭平		1

																										個人		平井　ミキ		1

																										個人		平之内　博行		1

																										個人		深谷　祥吾		1

																										個人		服部　嘉晴		1

																										個人		福島　奈保子		1

																										個人		福永　貴寛		1

																										個人		福山　苑美		1

																										個人		福山　嘉晃		1

																										個人		藤井　征英		1

																										個人		藤永　愛梨		1

																										個人		藤村　誠喜		1

																										個人		淵崎　将		1

																										個人		鮒橋　研一		1

																										個人		舩本　成就		1

																										個人		古賀　邦彦		1

																										個人		古川　裕		1

																										個人		別所　利一		1

																										個人		帆足　宗和		1

																										個人		堀江　昌博		1

																										個人		堀河　佑太朗		1

																										個人		堀口　加代子		1

																										個人		堀口　秀司		1

																										個人		真木　章仁		1

																										個人		前田　康統		1

																										個人		前田　祐助		1

																										個人		牧田　成央		1

																										個人		牧野　麻友美		1

																										個人		牧野　朗		1

																										個人		増田　将士		1

																										個人		増田　稔大		1

																										個人		増渕　高照		1

																										個人		町田　哲也		1

																										個人		町田　由嘉		1

																										個人		松井　ひとみ		1

																										個人		松島　憲雄		1

																										個人		松嶋　誠一郎		1

																										個人		松下　洋輔		1

																										個人		松永　伸治		1

																										個人		松永　俊也		1

																										個人		松葉　吉行		1

																										個人		松本　拓也		1

																										個人		松本　則秀		1

																										個人		松本　弘司		1

																										個人		松本　光恵		1

																										個人		松村　哲好		1

																										個人		丸子　薫生		1

																										個人		丸澤　廣芳		1

																										個人		三浦　到		1

																										個人		三ツ木　和也		1

																										個人		三宮　恒一		1

																										個人		右高　克己		1

																										個人		水野　誠		1

																										個人		水野　智		1

																										個人		道見　潤生		1

																										個人		南　竜輔		1

																										個人		宮　智子		1

																										個人		宮崎　優汰		1

																										個人		宮澤　由美子		1

																										個人		宮地　弘		1

																										個人		宮本　英明		1

																										個人		宮本　政毅		1

																										個人		宮本　吉晴		1

																										個人		向口　公伸		1

																										個人		村田　由佳		1

																										個人		村田　和章		1

																										個人		持田　一行		1

																										個人		望月　佑輝		1

																										個人		守田　優美		1

																										個人		森　公一		1

																										個人		森　茂樹		1

																										個人		森井　太一		1

																										個人		森岡　茂		1

																										個人		森岡　浩美		1

																										個人		森川　知穂		1

																										個人		森下　晃輝		1

																										個人		森下　慎司		1

																										個人		森田　大介		1

																										個人		森橋　清一		1

																										個人		森橋　佐智子		1

																										個人		森脇　克久		1

																										個人		矢田　章史		1

																										個人		矢間　清浩		1

																										個人		安田　恭高		1

																										個人		安藤　大輔		1

																										個人		安孫子　紀之		1

																										個人		保坂　勝男		1

																										個人		柳瀬　正人		1

																										個人		山内　健嗣		1

																										個人		山尾　晃司		1

																										個人		山川　貴弘		1

																										個人		山口　祐也		1

																										個人		山崎　覚史		1

																										個人		山崎　孝久		1

																										個人		山崎　遼太郎		1

																										個人		山下　直香		1

																										個人		山城　栄一		1

																										個人		山田　誠		1

																										個人		山田　真紀		1

																										個人		山田　真也		1

																										個人		山中　慧		1

																										個人		山本　英之		1

																										個人		山本　啓太郎		1

																										個人		山本　晃弘		1

																										個人		山本　聡		1

																										個人		山本　哲也		1

																										個人		山本　和輝		1

																										個人		横川　広幸		1

																										個人		横山　泰三		1

																										個人		吉越　栄弾		1

																										個人		吉田　直人		1

																										個人		吉野　潤子		1

																										個人		吉埜　太		1

																										個人		和田　佳也		1

																										個人		和田　義郎		1

																										個人		若月　友也		1

																										個人		渡部　政則		1

																										個人		渡邉　英明		1

																										個人		渡邊　尚志		1

																										個人		渡辺　真実		1

																										個人		渡邉　義実		1

																										法人		合同会社ＫＧインベストメント		1

																										法人		マルエス合同会社		1





PT

		行ラベル		2019.03		composition				行ラベル		2019.09		composition				行ラベル		2020.03		composition				行ラベル		2021.03		composition

		sharewise株主		0		0.0%				sharewise株主		0		0.0%				sharewise株主		0		0.0%				sharewise株主		0		0.0%

		VC		5,515,600		42.5%				VC		2,965,800		22.8%				VC		1,517,200		11.0%				VC		1,129,300		8.2%

		VC（GP保有）		327,200		2.5%				VC（GP保有）		564,200		4.3%				VC（GP保有）		435,000		3.2%				VC（GP保有）		71,800		0.5%

		機関		1,628,734		12.6%				機関		4,332,836		33.4%				機関		5,827,356		42.4%				機関		5,700,075		41.2%

		元役職員		0		0.0%				元役職員		0		0.0%				元役職員		0		0.0%				元役職員		0		0.0%

		個人		2,416,366		18.6%				個人		1,947,264		15.0%				個人		1,957,244		14.2%				個人		3,802,268		27.5%

		事業会社		2,025,200		15.6%				事業会社		2,025,200		15.6%				事業会社		1,955,200		14.2%				事業会社		1,105,200		8.0%

		上場前株主		0		0.0%				上場前株主		0		0.0%				上場前株主		0		0.0%				上場前株主		0		0.0%

		法人		202,800		1.6%				法人		247,500		1.9%				法人		393,800		2.9%				法人		324,057		2.3%

		役職員		862,000		6.6%				役職員		897,100		6.9%				役職員		1,658,600		12.1%				役職員		1,687,000		12.2%

		総計		12,977,900		100.0%				総計		12,979,900		100.0%				総計		13,744,400		100.0%				総計		13,819,700		100.0%





上場時株主データ



						株主名 カブヌシ メイ										普通株 フツウ カブ		B種 シュ		株数 カブ スウ		予約権 ヨヤク ケン		希薄化後 キハクカ ゴ		％

				1		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		0		12,000		12,000		0		12,000		9.66%

				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社								VC		9,803		0		9,803		0		9,803		7.89%

				3		瓜生憲								ビジネスパートナー		8,750		0		8,750		4,000		12,750		10.26%

				4		株式会社朝日新聞社								ビジネスパートナー		8,500		0		8,500		0		8,500		6.84%

				5		起業投資事業有限責任組合2号								エンジェル		8,258		0		8,258		0		8,258		6.65%

				6		起業投資事業有限責任組合1号								エンジェル		7,200		0		7,200		0		7,200		5.79%

				7		MICイノベーション3号投資事業有限責任組合								VC		5,019		0		5,019		652		5,671		4.56%

				8		MSIVC2008V投資事業有限責任組合								VC		5,000		0		5,000		0		5,000		4.02%

				9		あすかDBJ投資事業有限責任組合								VC		3,843		0		3,843		0		3,843		3.09%

				10		Brave Go., Ltd.								外国人 ガイコク ジン		3,250		0		3,250		0		3,250		2.62%

						谷家衛 タニ イエ								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		2,801		0		2,801		0		2,801		2.25%

						venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA								VC		2,543		0		2,543		0		2,543		2.05%

						SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合								外国人 ガイコク ジン		1,234		1,281		2,515		0		2,515		2.02%

						起業投資株式会社								VC		2,167		0		2,167		0		2,167		1.74%

						b-to-v Partners AG								エンジェル		2,036		0		2,036		0		2,036		1.64%

						株式会社新生銀行								外国人 ガイコク ジン		2,000		0		2,000		0		2,000		1.61%

						KSP４号投資事業有限責任組合								VC		2,000		0		2,000		0		2,000		1.61%

						SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合								VC		0		1,665		1,665		0		1,665		1.34%

						Stefan Nothegger								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		1,588		0		1,588		300		1,888		1.52%

						SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合								VC		641		664		1,305		0		1,305		1.05%

						Globumbus Venture Capital GmbH								VC		1,246		0		1,246		0		1,246		1.00%

						Nicolas Plögert								外国人 ガイコク ジン		1,067		0		1,067		0		1,067		0.86%

						高田隆太郎								外国人 ガイコク ジン		1,000		0		1,000		2,000		3,000		2.41%

						渡邉力英								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						森川和正								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						りそなキャピタル2号投資事業組合								VC		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合								VC		1,000		0		1,000		0		1,000		0.80%

						SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合								VC		0		927		927		0		927		0.75%

						SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合								VC		449		463		912		0		912		0.73%

						株式会社マーキュリアインベストメント								VC		771		0		771		0		771		0.62%

						JAIC企業育成投資事業有限責任組合								VC		750		0		750		0		750		0.60%

						SBI アドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合								VC		676		0		676		0		676		0.54%

						大塚至高								VC		666		0		666		0		666		0.54%

						カブドットコム証券株式会社								エンジェル		600		0		600		0		600		0.48%

						三生5号投資事業有限責任組合								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		600		0		600		0		600		0.48%

						MICイノベーション4号投資事業有限責任組合								ビジネスパートナー		581		0		581		0		581		0.47%

						オズミックコーポレーション株式会社								VC		533		0		533		0		533		0.43%

						J.A.Y.-Square GmbH								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		462		0		462		0		462		0.37%

						Michael Mellinghoff								VC		457		0		457		0		457		0.37%

						山岸健太郎								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		400		0		400		250		650		0.52%

						株式会社シャンディガフ								ビジネスパートナー		400		0		400		0		400		0.32%

						中川陽								当社取締役 トウシャ トリシマリヤク		400		0		400		0		400		0.32%

						エン・ジャパン株式会社								外国人 ガイコク ジン		400		0		400		0		400		0.32%

						ディーアイティー・パートナーズ株式会社								外国人 ガイコク ジン		334		0		334		0		334		0.27%

						Alpine Capital III LLC								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		314		0		314		0		314		0.25%

						野村壮太郎								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		300		0		300		300		600		0.48%

						杉村武亮								VC		200		0		200		350		550		0.44%

						藤岡慎也								VC		200		0		200		0		200		0.16%

						川島寛貴								外国人 ガイコク ジン		200		0		200		0		200		0.16%

						砂田洋平								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		200		0		200		0		200		0.16%

						石橋省三								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						株式会社オウケイウェイブ								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						羽田直志								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		150		0		150		0		150		0.12%

						林倹一								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		150		0		150		0		150		0.12%

						山本功								元従業員 モト ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						株式会社マナオクリエーション								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		150		0		150		0		150		0.12%

						渡辺啓								当社役員 トウシャ ヤクイン		150		0		150		0		150		0.12%

						服部茂夫								当社業務委託 トウシャ ギョウム イタク		150		0		150		0		150		0.12%

						山城祐也								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		105		0		105		0		105		0.08%

						田中大介								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						山田聡子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		10		110		0.09%

						石津知英子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						松永良輔								元従業員 モト ジュウギョウイン		100		0		100		0		100		0.08%

						瓜生正彦								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						瓜生理科子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		100		0		100		0		100		0.08%

						瓜生佳枝								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		100		0		100		0		100		0.08%

						Steamer Point Management UG 								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		95		0		95		0		95		0.08%

						Marek Janukowicz								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		95		0		95		0		95		0.08%

						平野恭兵								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		70		0		70		0		70		0.06%

						田中由起子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		50		0		50		0		50		0.04%

						廣瀬寿一								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		50		0		50		0		50		0.04%

						田淵英一郎								元従業員 モト ジュウギョウイン		50		0		50		0		50		0.04%

						岸伸昭								元従業員 モト ジュウギョウイン		30		0		30		0		30		0.02%

						坂出宜隆								外国人 ガイコク ジン		30		0		30		0		30		0.02%

						内千恵								外国人 ガイコク ジン		20		0		20		0		20		0.02%

						宮本しのぶ								元従業員 モト ジュウギョウイン		20		0		20		0		20		0.02%

						吉田匡行								元従業員 モト ジュウギョウイン		20		0		20		0		20		0.02%

						赤沼純								元従業員 モト ジュウギョウイン		20		0		20		0		20		0.02%

						花田啓陽								元従業員 モト ジュウギョウイン		10		0		10		0		10		0.01%

						藤本勝幸								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		10		0		10		0		10		0.01%

						木村薫								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		4		0		4		0		4		0.00%

						林信宏								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		1		0		1		0		1		0.00%

						田渕耕太								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		1		0		1		0		1		0.00%

						株式会社日本政策金融公庫								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		1,000		1,000		0.80%

						川端宏昌								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		220		220		0.18%

						白澤友孝								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		0		0		0		220		220		0.18%

						内田亜希子								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		0		0		0		220		220		0.18%

						矢口順子								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		200		200		0.16%

						伴将行								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		500		500		0.40%

						Lilin								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		100		100		0.08%

						北村智紀								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						井川純一								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						上門裕誠								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						福永滋								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		50		50		0.04%

						秋葉宏一								創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		0		0		0		40		40		0.03%

						大谷一幸								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		40		40		0.03%

						冨田康夫								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		20		20		0.02%

						福井和貴								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		20		20		0.02%

						瓜生勝								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						工藤靖之								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						浅野菜生都								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						内藤夏来								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						児山将								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						酒井瑞恵								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						中村潤一								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						後藤亘								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						稲葉賢二								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						田内清文								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						熊取谷重徳								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		10		10		0.01%

						惠良一誠								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						豊川久美子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						武田映子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						小林若菜								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						三上洋史								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						浅野尚仁								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						松本邦子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						池内貴美子								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						岡里英幸								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						三宅和仁								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						筒井聡								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						猪又信二								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						穆言								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						吉田祐未								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		5		5		0.00%

						野口偉史								当社従業員 トウシャ ジュウギョウイン		0		0		0		3		3		0.00%

						橋場彩乃								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		3		3		0.00%

						小早川奈美								元従業員 モト ジュウギョウイン		0		0		0		3		3		0.00%

				ー		その他 タ										36,797		5,000		41,797		6,179		47,976		38.61%

						合計 ゴウケイ										96,420		17,000		113,420		10,831		124,251		100.00%



																																																								RAW DATA												RAW DATA

																2018"年"12"月"

				株主/新株予約権者 カブヌシ シンカブ ヨヤク ケン シャ												発行済株式 ハッコウ ズ カブシキ								完全希薄化後 カンゼン キハク カ ゴ																																2018"年"12"月"												2018"年"12"月"

																普通株 フツウ カブ		B種 シュ		合計 ゴウケイ		持分 モチブン		株数 カブスウ		持分 モチブン								顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ		顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ																当社経営陣 トウシャ ケイエイジン				普通株 フツウカブ		B種類株 シュルイカブ		潜在株 センザイ カブ				当社経営陣 トウシャ ケイエイジン				普通株 フツウカブ		B種類株 シュルイカブ		潜在株 センザイ カブ

				経営陣 ケイエイジン												9,488		0		9,488		8.2%		17,488		13.7%						ベンチャーキャピタル		46,099		46,217		40%		36%																		瓜生憲 ウリュウ ケン		8338		0		13,488						ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		10200		0		10,200

		役職員 ヤクショクイン				瓜生憲 ウリュウ ケン										8,338		0		8,338		7.2%		13,488		10.6%						エンジェル投資家 トウシカ		20,291		20,291		18%		16%																		高田隆太郎 タカダ リュウタロウ		1000		0		3,150						ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		9803		0		9,803

		役職員 ヤクショクイン				高田隆太郎 タカダ リュウタロウ										1,000		0		1,000		0.9%		3,150		2.5%						事業パートナー ジギョウ		21,535		21,535		19%		17%																		石橋省三 イシバシ ショウゾウ		150		0		150						株式会社朝日新聞社		8500		0		8,500

		役職員 ヤクショクイン				石橋省三 イシバシ ショウゾウ										150		0		150		0.1%		150		0.1%						外国人 ガイコク ジン		11,565		11,565		10%		9%																		伴将行 バン マサユキ		0		0		700						瓜生憲 ウリュウ ケン		8338		0		13,488

						伴将行 バン マサユキ										0		0		0		0.0%		700		0.5%						経営陣 ケイエイジン		9,488		17,488		8%		14%																当社従業員等 トウシャ ジュウギョウイン ナド												当社従業員等 トウシャ ジュウギョウイン ナド		起業投資事業有限責任組合２号		8258		0		8,258

				従業員 ジュウギョウイン												850		0		850		0.7%		4,499		3.5%						創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		5,541		5,941		5%		5%																		Stefan Nothegger		0		0		300						起業投資事業有限責任組合１号		7200		0		7,200

		個人				Stefan Nothegger										0		0		0		0.0%		300		0.2%						従業員 ジュウギョウイン		850		4,499		1%		4%																		杉村武亮 スギムラ タケシ トオル		200		0		900						ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		5019		0		5,019

		役職員 ヤクショクイン				杉村武亮 スギムラ タケシ トオル										200		0		200		0.2%		900		0.7%						合計 ゴウケイ		115,369		127,536		100%		100%																		服部茂夫 ハットリ シゲオ		150		0		150						ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		5000		0		5,000

		個人 コジン				服部茂夫 ハットリ シゲオ										150		0		150		0.1%		150		0.1%								TRUE		TRUE																						小川聡子 オガワ サトコ		100		0		110						あすかDBJ投資事業有限責任組合		3843		0		3,843

		役職員 ヤクショクイン				小川聡子 オガワ サトコ										100		0		100		0.1%		110		0.1%																																川端宏昌 カワバタ ヒロマサ		0		0		220						ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		3250		0		3,250

						川端宏昌 カワバタ ヒロマサ										0		0		0		0.0%		220		0.2%																																白澤友孝 シラサワ トモタカ		0		0		220						UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		3000		0		3,000

						白澤友孝 シラサワ トモタカ										0		0		0		0.0%		220		0.2%								顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ		顕在株 ケンザイ カブ		完全希薄化 カンゼン キハクカ																		森屋亜希子 モリヤ アキコ		0		0		220						谷家衛 タニ ヤ マモル		2801		0		2,801

						森屋亜希子 モリヤ アキコ										0		0		0		0.0%		220		0.2%						役職員 ヤクショクイン		10,088				9%																				矢口順子 ヤグチ ジュンコ		0		0		350						大塚至高 オオツカシコウ		2666		0		2,666

						矢口順子 ヤグチ ジュンコ										0		0		0		0.0%		350		0.3%						事業会社 ジギョウガイシャ		21,685				19%																				山岸健太郎 ヤマギシ ケンタロウ		400		0		600						venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA		2543		0		2,543

		個人				山岸健太郎 ヤマギシ ケンタロウ										400		0		400		0.3%		600		0.5%						VC		73,670				64%																				北村智紀 キタムラ トモノリ		0		0		0						起業投資㈱ キギョウ トウシ		2167		0		2,167

						北村智紀 キタムラ トモノリ										0		0		0		0.0%		0		0.0%						元役職員 モトヤクショクイン		0				0%																				井川純一		0		0		50						SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		2138		0		2,138

						井川純一										0		0		0		0.0%		50		0.0%						旧sharewise株主 キュウ カブヌシ		0				0%																				上門裕誠		0		0		200						b-to-v Partners AG		2036		0		2,036

						上門裕誠										0		0		0		0.0%		200		0.2%						個人 コジン		9,926				9%																				柏原　泰 カシハラ タイ		0		0		150						㈱新生銀行		2000		0		2,000

						柏原　泰 カシハラ タイ										0		0		0		0.0%		150		0.1%						その他 タ		0				0%																				福永滋 フクナガ シゲル		0		0		150						KSP４号投資事業有限責任組合		2000		0		2,000

						福永滋 フクナガ シゲル										0		0		0		0.0%		150		0.1%								115,369				100%																				秋葉宏一		0		0		40						SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1415		0		1,415

						秋葉宏一										0		0		0		0.0%		40		0.0%								TRUE																								大谷一幸		0		0		40						㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ		1249		0		1,249

						大谷一幸										0		0		0		0.0%		40		0.0%																																冨田康夫		0		0		20						Globumbus Venture Capital GmbH		1246		0		1,246

						冨田康夫										0		0		0		0.0%		20		0.0%																																福井和貴		0		0		20						SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1109		0		1,109

						福井和貴										0		0		0		0.0%		20		0.0%																																瓜生勝 ウリュウ マサ		0		0		10						Nicolas Plögert		1067		0		1,067

						瓜生勝 ウリュウ マサ										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																工藤靖之 クドウ ヤスユキ		0		0		10						高田隆太郎 タカダ リュウタロウ		1000		0		3,150

						工藤靖之 クドウ ヤスユキ										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																浅野菜生都		0		0		10						渡邉力英 ワタナベ リキ エイ		1000		0		1,000

						浅野菜生都										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																内藤夏来		0		0		10						森川和正 モリカワ カズマサ		1000		0		1,000

						内藤夏来										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																児山将		0		0		0						りそなキャピタル		1000		0		1,000

						児山将										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																酒井瑞恵		0		0		10						SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1000		0		1,000

						酒井瑞恵										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																中村潤一		0		0		10						SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		788		0		788

						中村潤一										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																後藤亘		0		0		250						SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		775		0		775

						後藤亘										0		0		0		0.0%		250		0.2%																																稲葉賢二		0		0		10						㈱マーキュリアインベストメント		771		0		771

						稲葉賢二										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																田内清文		0		0		10						日本ｱｼﾞｱ投資㈱		750		0		750

						田内清文										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																熊取谷重徳		0		0		200						㈱ﾍﾞｸﾄﾙ		700		0		700

						熊取谷重徳										0		0		0		0.0%		200		0.2%																																惠良一誠		0		0		5						ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券㈱		600		0		600

						惠良一誠										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																豊川久美子		0		0		5						三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		600		0		600

						豊川久美子										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																武田映子 タケダ エイコ		0		0		5						MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		581		0		581

						武田映子 タケダ エイコ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																片山若菜 カタヤマ ワカナ		0		0		5						SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		575		0		575

						片山若菜 カタヤマ ワカナ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																三上洋史 ミカミ ヒロシ シ		0		0		10						ｵｽﾞﾐｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱		533		0		533

						三上洋史 ミカミ ヒロシ シ										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																浅野尚仁		0		0		5						J.A.Y.-Square GmbH		462		0		462

						浅野尚仁										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																佐々木邦子		0		0		0						Michael Mellinghoff		457		0		457

						佐々木邦子										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																池内貴美子		0		0		5						山岸健太郎 ヤマギシ ケンタロウ		400		0		600

						池内貴美子										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																岡里英幸		0		0		5						中川陽 ナカガワ ヨウ		400		0		400

						岡里英幸										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																三宅和仁		0		0		5						㈱ｼｬﾝﾃﾞｨｶﾞﾌ		400		0		400

						三宅和仁										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																筒井聡		0		0		5						ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		400		0		400

						筒井聡										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																猪又信二		0		0		5						DITパートナー㈱		334		0		334

						猪又信二										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																穆言		0		0		5						Alpine Capital III LLC		314		0		314

						穆言										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																吉田祐未		0		0		5						野村壮太郎 ノムラ ソウタロウ		300		0		600

						吉田祐未										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																野口偉史 ノグチ エラ フミ		0		0		5						杉村武亮 スギムラ タケシ トオル		200		0		900

						野口偉史 ノグチ エラ フミ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																橋場彩乃 ハシバ アヤ ノ		0		0		3						藤岡慎也 フジオカ シンヤ		200		0		200

						橋場彩乃 ハシバ アヤ ノ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																小早川奈美 コバヤカワ ナミ		0		0		3						川島寛貴 カワシマ ヒロシ キ		200		0		200

						小早川奈美 コバヤカワ ナミ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																山岡　和雅		0		0		10						砂田洋平 スナダ ヨウヘイ		200		0		200

						山岡　和雅										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																森　成俊		0		0		10						石橋省三 イシバシ ショウゾウ		150		0		150

						森　成俊										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																真弓　重孝		0		0		10						服部茂夫 ハットリ シゲオ		150		0		150

						真弓　重孝										0		0		0		0.0%		10		0.0%																																内藤　由貴恵		0		0		5						山本功 ヤマモト イサオ		150		0		150

						内藤　由貴恵										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																西門  信二		0		0		5						林倹一 ハヤシ ケンイチ		150		0		150

						西門  信二										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																西藤　浩二 ニシ フジ コウジ		0		0		5						㈱ﾏﾅｵｸﾘｴｰｼｮﾝ		150		0		150

						西藤　浩二 ニシ フジ コウジ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																星野　静香 ホシノ シズカ		0		0		5						渡辺啓 ワタナベ ケイ		150		0		150

						星野　静香 ホシノ シズカ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																石川　弘子		0		0		5						羽田直志 ハダ ナオシ		150		0		150

						石川　弘子										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																森野　秀隆 モリノ ヒデタカ		0		0		5						㈱ｵｳｹｲｳｪﾌﾞ		150		0		150

						森野　秀隆 モリノ ヒデタカ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																白石　栄治		0		0		5						山城祐也 ヤマシロ ユウヤ		105		0		105

						白石　栄治										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																佐藤　昌彦		0		0		5						小川聡子 オガワ サトコ		100		0		110

						佐藤　昌彦										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																大塚　善弘 オオツカ ヨシヒロ		0		0		5						瓜生正彦 ウリュウ マサヒコ		100		0		100

						大塚　善弘 オオツカ ヨシヒロ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																春口　美穂		0		0		5						瓜生理科子 ウリュウ リカ コ		100		0		100

						春口　美穂										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																加藤　秀和 ヒデカズ		0		0		5						瓜生佳枝 ウリュウ ヨシエ		100		0		100

						加藤　秀和 ヒデカズ										0		0		0		0.0%		5		0.0%																																佐藤　正人 サトウ マサト		0		0		3						石津知英子 イシヅ チエコ		100		0		100

						佐藤　正人 サトウ マサト										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																松島　豊 マツシマ ユタカ		0		0		3						松永良輔 マツナガ リョウスケ		100		0		100

						松島　豊 マツシマ ユタカ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																杉山　実花 スギヤマ ミ ハナ		0		0		3						田中大介 タナカ ダイスケ		100		0		100

						杉山　実花 スギヤマ ミ ハナ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																大石　佳奈 オオイシ カナ		0		0		3						Steamer Point Management UG 		95		0		95

						大石　佳奈 オオイシ カナ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																野沢　卓美		0		0		3						Marek Janukowicz		95		0		95

						野沢　卓美										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																谷口　英司 タニグチ エイジ		0		0		3						平野恭兵 ヒラノ キョウヘイ		70		0		70

						谷口　英司 タニグチ エイジ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																加藤　眞一		0		0		3						田中由起子 タナカ ユキコ		50		0		50

						加藤　眞一										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																松木　秀明		0		0		3						廣瀬寿一 ヒロセ トシカズ		50		0		50

						松木　秀明										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																東海林　勇行		0		0		3						田淵英一郎 タブチ エイイチロウ		50		0		50

						東海林　勇行										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																工藤　重基		0		0		3						岸伸昭		30		0		30

						工藤　重基										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																金井　京子		0		0		3						坂出宜隆 サカイデ ギ タカシ		30		0		30

						金井　京子										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																神　佑佳 カミ ユウカ		0		0		3						柴千恵 シバ チエ		20		0		20

						神　佑佳 カミ ユウカ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																圖師　康仁 ズ		0		0		3						宮本しのぶ ミヤモト		20		0		20

						圖師　康仁 ズ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																藤井　義行		0		0		3						吉田匡行 ヨシダ タダユキ		20		0		20

						藤井　義行										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																阿武　賢		0		0		3						赤沼純 アカヌマ ジュン		20		0		20

						阿武　賢										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																光吉　佑馬 ミツヨシ ユウマ		0		0		0						藤本勝幸 フジモト カツユキ		10		0		10

						光吉　佑馬 ミツヨシ ユウマ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																守利　美幸 モリ リ ミユキ		0		0		3						花田啓陽 ハナダ ケイ ヨウ		10		0		10

						守利　美幸 モリ リ ミユキ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																菅原　賢太 スガワラ ケンタ		0		0		3						木村薫 キムラ カオル		4		0		4

						菅原　賢太 スガワラ ケンタ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																小西　一甲 コニシ イチ コウ		0		0		3						林信宏 ハヤシ ノブヒロ		1		0		1

						小西　一甲 コニシ イチ コウ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																瓜生　正己		0		0		3						田渕耕太 タブチ コウタ		1		0		1

						瓜生　正己										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																国本　明樹		0		0		3						伴将行 バン マサユキ		0		0		700

						国本　明樹										0		0		0		0.0%		3		0.0%																																鈴木　崇史 スズキ タカシ シ		0		0		3						Stefan Nothegger		0		0		300

						鈴木　崇史 スズキ タカシ シ										0		0		0		0.0%		3		0.0%																														創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ						0						創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ		川端宏昌 カワバタ ヒロマサ		0		0		220

				創業関係者 ソウギョウ カンケイシャ												5,541		0		5,541		4.8%		5,941		4.7%																																渡邉力英 ワタナベ リキ エイ		1000		0		1,000						白澤友孝 シラサワ トモタカ		0		0		220

		個人				渡邉力英 ワタナベ リキ エイ										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																森川和正 モリカワ カズマサ		1000		0		1,000						森屋亜希子 モリヤ アキコ		0		0		220

		個人				森川和正 モリカワ カズマサ										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																中川陽 ナカガワ ヨウ		400		0		400						矢口順子 ヤグチ ジュンコ		0		0		350

		個人				中川陽 ナカガワ ヨウ										400		0		400		0.3%		400		0.3%																																㈱ｼｬﾝﾃﾞｨｶﾞﾌ		400		0		400						北村智紀 キタムラ トモノリ		0		0		0

		個人				㈱ｼｬﾝﾃﾞｨｶﾞﾌ										400		0		400		0.3%		400		0.3%																																野村壮太郎 ノムラ ソウタロウ		300		0		600						井川純一		0		0		50

		個人				野村壮太郎 ノムラ ソウタロウ										300		0		300		0.3%		600		0.5%																																藤岡慎也 フジオカ シンヤ		200		0		200						上門裕誠		0		0		200

		個人				藤岡慎也 フジオカ シンヤ										200		0		200		0.2%		200		0.2%																																川島寛貴 カワシマ ヒロシ キ		200		0		200						柏原　泰 カシハラ タイ		0		0		150

		個人				川島寛貴 カワシマ ヒロシ キ										200		0		200		0.2%		200		0.2%																																砂田洋平 スナダ ヨウヘイ		200		0		200						福永滋 フクナガ シゲル		0		0		150

		個人				砂田洋平 スナダ ヨウヘイ										200		0		200		0.2%		200		0.2%																																山本功 ヤマモト イサオ		150		0		150						秋葉宏一		0		0		40

		個人				山本功 ヤマモト イサオ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																太田清久 オオタ キヨヒサ		0		0		0						大谷一幸		0		0		40

						太田清久 オオタ キヨヒサ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																林倹一 ハヤシ ケンイチ		150		0		150						冨田康夫		0		0		20

		個人				林倹一 ハヤシ ケンイチ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																㈱ﾏﾅｵｸﾘｴｰｼｮﾝ		150		0		150						福井和貴		0		0		20

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ﾏﾅｵｸﾘｴｰｼｮﾝ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																渡辺啓 ワタナベ ケイ		150		0		150						瓜生勝 ウリュウ マサ		0		0		10

		個人				渡辺啓 ワタナベ ケイ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																羽田直志 ハダ ナオシ		150		0		150						工藤靖之 クドウ ヤスユキ		0		0		10

		個人				羽田直志 ハダ ナオシ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																山城祐也 ヤマシロ ユウヤ		105		0		105						浅野菜生都		0		0		10

		個人 コジン				山城祐也 ヤマシロ ユウヤ										105		0		105		0.1%		105		0.1%																																瓜生正彦 ウリュウ マサヒコ		100		0		100						内藤夏来		0		0		10

		役職員 ヤクショクイン				瓜生正彦 ウリュウ マサヒコ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																瓜生理科子 ウリュウ リカ コ		100		0		100						児山将		0		0		0

		役職員 ヤクショクイン				瓜生理科子 ウリュウ リカ コ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																瓜生佳枝 ウリュウ ヨシエ		100		0		100						酒井瑞恵		0		0		10

		役職員 ヤクショクイン				瓜生佳枝 ウリュウ ヨシエ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																石津知英子 イシヅ チエコ		100		0		100						中村潤一		0		0		10

		個人				石津知英子 イシヅ チエコ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																松永良輔 マツナガ リョウスケ		100		0		100						後藤亘		0		0		250

		個人				松永良輔 マツナガ リョウスケ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																田中大介 タナカ ダイスケ		100		0		100						稲葉賢二		0		0		10

		個人				田中大介 タナカ ダイスケ										100		0		100		0.1%		100		0.1%																																平野恭兵 ヒラノ キョウヘイ		70		0		70						田内清文		0		0		10

		個人				平野恭兵 ヒラノ キョウヘイ										70		0		70		0.1%		70		0.1%																																田中由起子 タナカ ユキコ		50		0		50						熊取谷重徳		0		0		200

		個人				田中由起子 タナカ ユキコ										50		0		50		0.0%		50		0.0%																																廣瀬寿一 ヒロセ トシカズ		50		0		50						惠良一誠		0		0		5

		個人				廣瀬寿一 ヒロセ トシカズ										50		0		50		0.0%		50		0.0%																																田淵英一郎 タブチ エイイチロウ		50		0		50						豊川久美子		0		0		5

		個人				田淵英一郎 タブチ エイイチロウ										50		0		50		0.0%		50		0.0%																																岸伸昭		30		0		30						武田映子 タケダ エイコ		0		0		5

		個人				岸伸昭										30		0		30		0.0%		30		0.0%																																坂出宜隆 サカイデ ギ タカシ		30		0		30						片山若菜 カタヤマ ワカナ		0		0		5

		個人				坂出宜隆 サカイデ ギ タカシ										30		0		30		0.0%		30		0.0%																																柴千恵 シバ チエ		20		0		20						三上洋史 ミカミ ヒロシ シ		0		0		10

		個人				柴千恵 シバ チエ										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																宮本しのぶ ミヤモト		20		0		20						浅野尚仁		0		0		5

		個人				宮本しのぶ ミヤモト										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																吉田匡行 ヨシダ タダユキ		20		0		20						佐々木邦子		0		0		0

		個人				吉田匡行 ヨシダ タダユキ										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																赤沼純 アカヌマ ジュン		20		0		20						池内貴美子		0		0		5

		個人				赤沼純 アカヌマ ジュン										20		0		20		0.0%		20		0.0%																																藤本勝幸 フジモト カツユキ		10		0		10						岡里英幸		0		0		5

		個人				藤本勝幸 フジモト カツユキ										10		0		10		0.0%		10		0.0%																																花田啓陽 ハナダ ケイ ヨウ		10		0		10						三宅和仁		0		0		5

		個人				花田啓陽 ハナダ ケイ ヨウ										10		0		10		0.0%		10		0.0%																																木村薫 キムラ カオル		4		0		4						筒井聡		0		0		5

		個人				木村薫 キムラ カオル										4		0		4		0.0%		4		0.0%																																林信宏 ハヤシ ノブヒロ		1		0		1						猪又信二		0		0		5

		個人				林信宏 ハヤシ ノブヒロ										1		0		1		0.0%		1		0.0%																																田渕耕太 タブチ コウタ		1		0		1						穆言		0		0		5

		個人				田渕耕太 タブチ コウタ										1		0		1		0.0%		1		0.0%																																李林 リ リン		0		0		100						吉田祐未		0		0		5

						李林 リ リン										0		0		0		0.0%		100		0.1%																																MariaVivas		0		0		0						野口偉史 ノグチ エラ フミ		0		0		5

						MariaVivas										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																池嶋直樹 イケ シマ ナオキ		0		0		0						橋場彩乃 ハシバ アヤ ノ		0		0		3

						池嶋直樹 イケ シマ ナオキ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																樫原史朗 カシハラ シロウ		0		0		0						小早川奈美 コバヤカワ ナミ		0		0		3

						樫原史朗 カシハラ シロウ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																大福卓也 オオフク タクヤ		0		0		0						山岡　和雅		0		0		10

						大福卓也 オオフク タクヤ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																星一 ホシ ハジメ		0		0		0						森　成俊		0		0		10

						星一 ホシ ハジメ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																佐野瑛子 サノ エイコ		0		0		0						真弓　重孝		0		0		10

						佐野瑛子 サノ エイコ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																大津典弘		0		0		0						内藤　由貴恵		0		0		5

						大津典弘										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																河野稔		0		0		0						西門  信二		0		0		5

						河野稔										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																赤星仁司 アカホシ ヒトシ ツカサ		0		0		0						西藤　浩二 ニシ フジ コウジ		0		0		5

						赤星仁司 アカホシ ヒトシ ツカサ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																吉野さくら ヨシノ		0		0		0						星野　静香 ホシノ シズカ		0		0		5

						吉野さくら ヨシノ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																浅野達彦		0		0		0						石川　弘子		0		0		5

						浅野達彦										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																YukiKobayashi		0		0		0						森野　秀隆 モリノ ヒデタカ		0		0		5

						YukiKobayashi										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																RobertCHill		0		0		0						白石　栄治		0		0		5

						RobertCHill										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																土屋英希 ツチヤ ヒデ キ		0		0		0						佐藤　昌彦		0		0		5

						土屋英希 ツチヤ ヒデ キ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																佐々木広道 ササキ ヒロミチ		0		0		0						大塚　善弘 オオツカ ヨシヒロ		0		0		5

						佐々木広道 ササキ ヒロミチ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																中山敦 ナカヤマ アツシ		0		0		0						春口　美穂		0		0		5

						中山敦 ナカヤマ アツシ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																猪熊智子 イノクマ トモコ		0		0		0						加藤　秀和 ヒデカズ		0		0		5

						猪熊智子 イノクマ トモコ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																池田紀行 イケダ ノリユキ		0		0		0						佐藤　正人 サトウ マサト		0		0		3

						池田紀行 イケダ ノリユキ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																														ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業 ギョウ ／						0						ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業 ギョウ ／		松島　豊 マツシマ ユタカ		0		0		3

				事業パートナー ジギョウ												21,535		0		21,535		18.7%		21,535		16.9%																																ｿﾆｰﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱		9803		0		9,803						杉山　実花 スギヤマ ミ ハナ		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				ｿﾆｰﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱										9,803		0		9,803		8.5%		9,803		7.7%																																㈱朝日新聞社 アサヒ シンブンシャ		8500		0		8,500						大石　佳奈 オオイシ カナ		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱朝日新聞社 アサヒ シンブンシャ										8,500		0		8,500		7.4%		8,500		6.7%																																ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券㈱		600		0		600						野沢　卓美		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券㈱										600		0		600		0.5%		600		0.5%																																㈱ｵｳｹｲｳｪﾌﾞ		150		0		150						谷口　英司 タニグチ エイジ		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ｵｳｹｲｳｪﾌﾞ										150		0		150		0.1%		150		0.1%																																ｵｽﾞﾐｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱		533		0		533						加藤　眞一		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				ｵｽﾞﾐｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱										533		0		533		0.5%		533		0.4%																																㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ		1249		0		1,249						松木　秀明		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ										1,249		0		1,249		1.1%		1,249		1.0%																																㈱ﾍﾞｸﾄﾙ		700		0		700						東海林　勇行		0		0		3

		事業会社 ジギョウガイシャ				㈱ﾍﾞｸﾄﾙ										700		0		700		0.6%		700		0.5%																																ﾔﾌｰ㈱		0		0		0						工藤　重基		0		0		3

						ﾔﾌｰ㈱										0		0		0		0.0%		0		0.0%																														エンジェル投資家 トウシカ						0						エンジェル投資家 トウシカ		金井　京子		0		0		3

				エンジェル投資家 トウシカ												20,291		0		20,291		17.6%		20,291		15.9%																																起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ		8258		0		8,258						神　佑佳 カミ ユウカ		0		0		3

		VC				起業投資有限責任組合2号 キギョウトウシ ユウゲンセキニンクミアイ ゴウ										8,258		0		8,258		7.2%		8,258		6.5%																																起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		7200		0		7,200						圖師　康仁 ズ		0		0		3

		VC				起業投資有限責任組合1号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ										7,200		0		7,200		6.2%		7,200		5.6%																																起業投資㈱ キギョウ トウシ		2167		0		2,167						藤井　義行		0		0		3

		VC				起業投資㈱ キギョウ トウシ										2,167		0		2,167		1.9%		2,167		1.7%																																大塚至高 オオツカシコウ		2666		0		2,666						阿武　賢		0		0		3

		個人 コジン				大塚至高 オオツカシコウ										2,666		0		2,666		2.3%		2,666		2.1%																																起業投資有限責任組合3号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		0		0		0						光吉　佑馬 ミツヨシ ユウマ		0		0		0

						起業投資有限責任組合3号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																														ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ・一般株主等 イッパン カブヌシ ナド						0						ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ・一般株主等 イッパン カブヌシ ナド		守利　美幸 モリ リ ミユキ		0		0		3

				ベンチャーキャピタル												46,099		0		46,099		40.0%		46,217		36.2%																																FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		10200		0		10,200						菅原　賢太 スガワラ ケンタ		0		0		3

		VC				FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										10,200		0		10,200		8.8%		10,200		8.0%																																MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		5019		0		5,019						小西　一甲 コニシ イチ コウ		0		0		3

		VC				MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ										5,019		0		5,019		4.4%		5,019		3.9%																																MSIVC2008V投資事業有限責任組合		5000		0		5,000						瓜生　正己		0		0		3

		VC				MSIVC2008V投資事業有限責任組合										5,000		0		5,000		4.3%		5,000		3.9%																																あすかDBJ投資事業有限責任組合		3843		0		3,843						国本　明樹		0		0		3

		VC				あすかDBJ投資事業有限責任組合										3,843		0		3,843		3.3%		3,843		3.0%																																谷家衛 タニ ヤ マモル		2801		0		2,801						鈴木　崇史 スズキ タカシ シ		0		0		3

		VC				谷家衛 タニ ヤ マモル										2,801		0		2,801		2.4%		2,801		2.2%																																SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		2138		0		2,138						太田清久 オオタ キヨヒサ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										2,138		0		2,138		1.9%		2,138		1.7%																																㈱新生銀行		2000		0		2,000						李林 リ リン		0		0		100

		VC				㈱新生銀行										2,000		0		2,000		1.7%		2,000		1.6%																																KSP４号投資事業有限責任組合		2000		0		2,000						MariaVivas		0		0		0

		VC				KSP４号投資事業有限責任組合										2,000		0		2,000		1.7%		2,000		1.6%																																SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1415		0		1,415						池嶋直樹 イケ シマ ナオキ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 トウシ ソクシン ゼイセイ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										1,415		0		1,415		1.2%		1,415		1.1%																																SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1109		0		1,109						樫原史朗 カシハラ シロウ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										1,109		0		1,109		1.0%		1,109		0.9%																																りそなキャピタル		1000		0		1,000						大福卓也 オオフク タクヤ		0		0		0

		VC				りそなキャピタル										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		1000		0		1,000						星一 ホシ ハジメ		0		0		0

		VC				SMBCVC3号投資事業有限責任組合 ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										1,000		0		1,000		0.9%		1,000		0.8%																																SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		788		0		788						佐野瑛子 サノ エイコ		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										788		0		788		0.7%		788		0.6%																																SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		775		0		775						大津典弘		0		0		0

		VC				SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 キギョウ セイチョウ シエン トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										775		0		775		0.7%		775		0.6%																																㈱マーキュリアインベストメント		771		0		771						河野稔		0		0		0

		VC				㈱マーキュリアインベストメント										771		0		771		0.7%		771		0.6%																																日本ｱｼﾞｱ投資㈱		750		0		750						赤星仁司 アカホシ ヒトシ ツカサ		0		0		0

		VC				日本ｱｼﾞｱ投資㈱										750		0		750		0.7%		750		0.6%																																SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		575		0		575						吉野さくら ヨシノ		0		0		0

		VC				SBIアドバンストテクノロジー投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										575		0		575		0.5%		575		0.5%																																三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		600		0		600						浅野達彦		0		0		0

		VC				三生5号投資事業有限責任組合 ミ イ ゴウ トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										600		0		600		0.5%		600		0.5%																																MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ		581		0		581						YukiKobayashi		0		0		0

		VC				MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ゴウトウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ										581		0		581		0.5%		581		0.5%																																ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		400		0		400						RobertCHill		0		0		0

		VC				ｴﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱										400		0		400		0.3%		400		0.3%																																DITパートナー㈱		334		0		334						土屋英希 ツチヤ ヒデ キ		0		0		0

		VC				DITパートナー㈱										334		0		334		0.3%		334		0.3%																																㈱日本政策金融公庫 セイサク キンユウ コウコ		0		0		0						佐々木広道 ササキ ヒロミチ		0		0		0

						㈱日本政策金融公庫 セイサク キンユウ コウコ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｿﾈｯﾄｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA投資事業有限責任組合		0		0		0						中山敦 ナカヤマ アツシ		0		0		0

						ｿﾈｯﾄｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｱﾝﾄ･ﾘｰﾄﾞ2号投資事業有限責任組合		0		0		0						猪熊智子 イノクマ トモコ		0		0		0

						ｱﾝﾄ･ﾘｰﾄﾞ2号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																JAIC-IF3号投資事業有限責任組合		0		0		0						池田紀行 イケダ ノリユキ		0		0		0

						JAIC-IF3号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ二号投資事業有限責任組合		0		0		0						ﾔﾌｰ㈱		0		0		0

						信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ二号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																明治ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投資事業組合		0		0		0						起業投資有限責任組合3号 キギョウトウシ ユウゲンセキニン クミアイ ゴウ		0		0		0

						明治ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投資事業組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業有限責任組合		0		0		0						㈱日本政策金融公庫 セイサク キンユウ コウコ		0		0		0

						ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																三菱UFJﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ二号投資事業有限責任組合		0		0		0						ｿﾈｯﾄｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞA投資事業有限責任組合		0		0		0

						三菱UFJﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ二号投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業有限責任組合		0		0		0						ｱﾝﾄ･ﾘｰﾄﾞ2号投資事業有限責任組合		0		0		0

						ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																ｼﾞｬﾌｺV2-R投資事業有限責任組合		0		0		0						JAIC-IF3号投資事業有限責任組合		0		0		0

						ｼﾞｬﾌｺV2-R投資事業有限責任組合										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																㈱ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾜﾝ　(譲渡済) ジョウト ズ		0		0		0						信金ｷｬﾋﾟﾀﾙ二号投資事業有限責任組合		0		0		0

						㈱ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾜﾝ　(譲渡済) ジョウト ズ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																有限会社ADSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　(解散に伴い譲渡) ユウゲンガイシャ カイサン トモナ ジョウト		0		0		0						明治ｷｬﾋﾟﾀﾙ8号投資事業組合		0		0		0

						有限会社ADSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　(解散に伴い譲渡) ユウゲンガイシャ カイサン トモナ ジョウト										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ		3000		0		3,000						ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業有限責任組合		0		0		0

		VC				UNICORNファンド投資事業有限責任組合 トウシ ジギョウ ユウゲン セキニン クミアイ										3,000		0		3,000		2.6%		3,000		2.4%																																㈱みんかぶ(自己新株予約権) ジコ シンカブ ヨヤク ケン		0		0		118						三菱UFJﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ二号投資事業有限責任組合		0		0		0

						㈱みんかぶ(自己新株予約権) ジコ シンカブ ヨヤク ケン										0		0		0		0.0%		118		0.1%																														海外株主 カイガイ カブヌシ						0						海外株主 カイガイ カブヌシ		ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業有限責任組合		0		0		0

				外国人 ガイコク ジン												11,565		0		11,565		10.0%		11,565		9.1%																																Brave Go., Ltd.		3250		0		3,250						ｼﾞｬﾌｺV2-R投資事業有限責任組合		0		0		0

		VC				Brave Go., Ltd.										3,250		0		3,250		2.8%		3,250		2.5%																																venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA		2543		0		2,543						㈱ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾜﾝ　(譲渡済) ジョウト ズ		0		0		0

		VC				venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA										2,543		0		2,543		2.2%		2,543		2.0%																																b-to-v Partners AG		2036		0		2,036						有限会社ADSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　(解散に伴い譲渡) ユウゲンガイシャ カイサン トモナ ジョウト		0		0		0

		VC				b-to-v Partners AG										2,036		0		2,036		1.8%		2,036		1.6%																																Globumbus Venture Capital GmbH		1246		0		1,246						㈱みんかぶ(自己新株予約権) ジコ シンカブ ヨヤク ケン		0		0		118

		VC				Globumbus Venture Capital GmbH										1,246		0		1,246		1.1%		1,246		1.0%																																Nicolas Plögert		1067		0		1,067						Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH		0		0		0

		個人 コジン				Nicolas Plögert										1,067		0		1,067		0.9%		1,067		0.8%																																J.A.Y.-Square GmbH		462		0		462						株式会社みんかぶ（自己株式） カブシキ カイシャ ジコ カブシキ		0		0		0

		VC				J.A.Y.-Square GmbH										462		0		462		0.4%		462		0.4%																																Michael Mellinghoff		457		0		457

		個人 コジン				Michael Mellinghoff										457		0		457		0.4%		457		0.4%																																Alpine Capital III LLC		314		0		314										0

		VC				Alpine Capital III LLC										314		0		314		0.3%		314		0.2%																																Steamer Point Management UG 		95		0		95										0

		VC				Steamer Point Management UG 										95		0		95		0.1%		95		0.1%																																Marek Janukowicz		95		0		95										0

		個人 コジン				Marek Janukowicz										95		0		95		0.1%		95		0.1%																																Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH		0		0		0										0

						Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																株式会社みんかぶ（自己株式） カブシキ カイシャ ジコ カブシキ		0		0		0										0

						株式会社みんかぶ（自己株式） カブシキ カイシャ ジコ カブシキ										0		0		0		0.0%		0		0.0%																																		115369		0		127536								115369		0		127536

						合計 ゴウケイ										115,369		0		115,369				127,536																																				TRUE				TRUE



												VC								32





































ベンチャーキャピタル	エンジェル投資家	事業パートナー	外国人	経営陣	創業関係者	従業員	0.36238395433446241	0.15910017563668297	0.16885428428051688	9.0	680278509597284E-2	0.13712206749466818	4.6582925605319285E-2	3.5276314138752977E-2	





役職員	事業会社	VC	元役職員	旧sharewise株主	個人	その他	8.7441167037939138E-2	0.18796210420476905	0.63855975175307056	0	0	8.3826677877072694E-2	2.2102991271485406E-3	
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02 2021年3月期実績

2020年3月期 2021年3月期

普通配当 普通配当

16円 18円
9月末日及び翌年3月末日現在で

当社株式500株（5単元）以上保有者を対象に
プレミアム優待倶楽部を進呈する株主優待も継続

期中に増配と優待拡充を発表し、
成長と並行した積極的な株主還元を継続
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04 APPENDIX ・・・ 42
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03 2022年3月期計画

資本提携やソフト開発、並びに事業拡大に伴う運転資金の増強等に充当

成長資金の調達を目的にQUICK及び日本経済新聞社を
割当先とした第三者割当増資を実施

15億円 〇〇%

35億円
7.24%

20億円 4.14% 15億円 3.10%
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03 2022年3月期計画

1. 日本経済新聞社が作成する記事等のデジタルコンテンツの当社ソリュー
ション・サービスを通じた営業・販売

2. 資産形成・運用に資する金融機関等向け新コンテンツ及びサービスの共
同開発並びに共同販売

3. 業績予想アルゴリズムなど金融ソリューションの共同開発及び共同販売
4. 当社、QUICK及び日本経済新聞社それぞれの企業・金融機関向けサービ

スプロダクトでの営業協力

“国内の金融・経済情報のデファクト構築”に向けた
QUICK及び日本経済新聞社との資本業務提携

5. 日本経済新聞社のサービス（日経電子版関連）と「MINKABU（みん
かぶ）」「Kabutan（株探）」等、当社のサービスとのコンテンツ及
びサービスの連携

6. QUICK及び日本経済新聞社への「MINKABU ASSET PLANNER」の
ASP提供を含む資産形成情報領域でのコンテンツ及びサービスの連携

SOLUTION

MEDIA
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03 2022年3月期計画

資産形成層が多く集まる

1,000万人

出典：Nikkei Marketing Portal（https://marketing.nikkei.co.jp/media/web/id/）

“資産形成管理ツールのデファクト獲得”に向けた
1,000万人の日経IDユーザーへのアセプラ提供

30代…19% 40代…25% 50代…24%

1,000万円以上…22% 800万円以上…35%

年代

世帯年収
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成長加速に向けて経営体制を強化
（6月24日開催予定の株主総会に上程予定）

03 2022年3月期計画

常勤取締役 社外取締役

代表取締役社長兼CEO 瓜生 憲 取締役監査等委員 浜野 信也

取締役副社長兼CFO 髙田 隆太郎 取締役監査等委員 石橋 省三

取締役副社長兼COO
齋藤 正勝（新任）
auカブコム証券株式会社
前代表取締役社長

取締役監査等委員 吉村 貞彦

取締役 伴 将行 取締役 野間 潔（新任）
株式会社QUICK専務取締役
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03 2022年3月期計画

資産形成情報メディアへ進化する「統合」と「リブランド」を実施

約500万人の月間UU数を有する「みんなの株式」等のみんかぶシリーズメディアは統合し、
資産形成層に向けた情報メディア「MINKABU（みんかぶ）」へ進化

Media
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03 2022年3月期計画

リブランドによりターゲット市場を大幅に拡大

サービス統合とリブランドを通じ、「儲けること」を主眼に置いた投資家層だけでなく、
「（資産を）増やすこと」が必要な20代以上の人口全体（＝資産形成層）までをターゲットに広げる

*証券保管振替機構「個人株主数」**総務省統計局「人口推移」20代以上合計値

資産形成層 1.05億人**

投資家層
1,358万人*

7.7倍

Media
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03 2022年3月期計画

資産形成状況を把握するためのデファクトツールを目指すMedia

月額九百九十円
AIアドバイザー

アグリゲーター

ペルソナチャート
マガジン

コンシェルジュ

金融商品
トレンド

複数口座を一括管理。

一目で自己の資産を

確認することができる。

ユーザーが設定した目

標値とライフタイムイ

ベントを基準に資産組

み替え案を提案。

日々の運用情報を定期

的にレポート。目標値

などと乖離が予測され

る場合は速報で通知。

財務諸表
の見方

経済
ニュース

資産形成のトレンドや初心者のために
なる情報を動画やコラム クイズ形式
で楽しめる。

etc…

月額990円
（税込）

QUICK・日経への提供も含め、
外部連携を強化

2021年8月課金開始

自分と近い資産額や年

齢、状況の会員の平均

値をベンチマークとし、

自分の運用状況と比較。
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03 2022年3月期計画

大手IFA業者との連携により対面サポートまで対応

自分で運用して資産形成

500万人+

プロに任せて資産形成

マガジン

アグリゲーター

既存の投資家ユーザーに加え、資産形
成初心者の獲得を主眼に置いたコンテ
ンツ拡充を継続的に実行

マス広告等も活用し、既存のSEOで獲
得している500万人を大きく上回るユー
ザー規模を目指す

資産形成プランニング
ツールとして日々の資産
状況を把握。LINE等、外
部アプリとの連携を進め、
マス層に利便性性の高い
ツールに

ペルソナチャート

AIアドバイザー

コンシェルジュ

新たな収益源の確保に加え、約400社に上る顧客金融機関との新たな形式の関係を構築する

Media

オンライン完結型のロボアドバイ
ザーに加え、大手IFA事業者との提
携により、対面での顧客サポート
も実現
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03 2022年3月期計画

JAPAN ASSET MANAGEMENTと共同で、
資産形成層を育成する教育プログラム「MINKABU ACADEMY」を提供

Media

若年層をターゲットに、動画やオフラインで高品質な講義を行います。
当社が受講システム及びWEB集客を、JAMが講師及びカリキュラム作成を担当

【350時間のカリキュラム】 【12時間のカリキュラム】

受講料：300,000円

1on1形式による
対面型金融教育プログラム

（週１回3ヶ月コース）

オンライン形式による
金融教育プログラム

受講料：300,000円

【12回のカリキュラム】
継続的にお金について学ぶ

プログラム
（月１回12ヶ月コース）

受講料：60,000円

オフライン型オンライン型 子供向け
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03 2022年3月期計画

JAPAN ASSET MANAGEMENTと共同で、
MINKABUブランドのIFA店舗「MINKABU SQUARE」を展開予定

Media

■店舗出店計画
出店の準備および初期費用負担を当社が担当
店舗運営はすべてJAMが自己負担にて担当

初年度は東京から出店。さらに大阪・福岡の2拠点を開拓
その後、継続的に出店を予定

■取扱い商品（予定）
IFA事業：国内株式・ETF(現物取引、信用)、外国株式・海外ETF、
投資信託、ラップ、外国為替、国内債券、外国債券、保険、不動産

当社サービス：MINKABU ROBO、口座アフィリエイト・アセプラ
の拡販

新規顧客の開拓と資産形成支援の場を創造
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03 2022年3月期計画

Media

他社対比優れたパフォーマンス
（設定来、1年3ヶ月で+20.18%）

競争力のある運用手数料

国内最大規模の資産形成情報
メディア及びツールを活用した

効率的なマーケティング
膨大なビッグデータ

AIによる
先進的なリターン予測と

ダイナミックな
アセットアロケーション

自社運営メディアによる効率的なマーケティングと
収益分配モデルにより初期段階から利益貢献が見込める

FOLIO・AlpacaJapanと連携し、
競争力のあるロボアドバイザーをMINKABUブランドで実現

（2021年内に提供開始予定）
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03 2022年3月期計画

更なるユーザーメリットを追求し、
6月22日サービス開始予定の米国株版を含む個別プランの価格を改定

Media

サービス
月額料金

現在 2/2提示プラン 価格改定

米国株版 2,480円
（税込）

2,460円
（税込）

日本株版 2,178円
（税込）

税抜1,980円

2,480円
（税込）

2,460円
（税込）

日米バンドリング 3,980円
（税込）

3,980円
（税込）
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03 2022年3月期計画

2022年3月期計画
売上高 5,300百万円 前年比27.4％増
EBITDA 1,680百万円 31.2％増
営業利益 1,000百万円 31.7％増
親会社帰属当期利益 700百万円 24.0％増

売
上

高
（

メ
デ

ィ
ア

・
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

・
百

万
円

）
営

業
利

益
・

EBITDA（
百

万
円

）

注．2019年3月期は連結子会社を有していないため個別数値を記載しております。

既存事業の継続した成長路線の維持を前提とした計画
（ロボアド・IFAサービス等の新規事業の寄与やQUICK・日経との提携効果の大半は先行投資を除き計画外）

0

500

1,000

1,500

2,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

メディア収入 ソリューション収入 営業利益 EBITDA
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MEDIA SOLUTION
サブスク型の課金収入比率が上昇。

前期コロナ渦における単価下落の影響を受けた
広告収入も成長路線に回帰

03 2022年3月期計画

サブスク型の月額利用料の拡大に加え、
当期の新規顧客獲得も継続

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期計画

広告収入 課金収入 その他

（百万円）

2,100

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期計画

ストック収入 初期・一時売上

3,200
（百万円）
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*メディア事業の月額課金収入＋ソリューション事業の月額利用料収入

注．百万円未満四捨五入。

forecast - by type of revenue 

35

メディアの課金収入の急伸、
ソリューションの月額利用料の安定成長を計画

03 2022年3月期計画

2,026 
1,335 

776 
21 

2021年3月期
（売上合計4,158）

2,800 
1,600 

900 

2021年3月期計画
（売上合計5,300）

サブスク

新規導入初期

広告
48.7%

1,860 
2,300 

166 

500 

2021年3月期 2022年3月期計画

（百万円）
メディア事業
月額課金収入

ソリューション事業
月額利用料収入

2,800

2,026

売上構成のサブスク占有率は
継続して上昇

サブスク売上※は前年比 38％成長

52.8%
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注．連結調整は100万円未満のため省略。各子会社はのれん、顧客資産等の償却控除後利益

forecast - by company
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会社別営業利益

 ミンカブ、PT+は、相乗効果が一巡し、両
社ともに安定した利益成長を継続

 ロボット投信は、今期からの連結黒字寄与
を開始

03 2022年3月期計画

ミンカブ・PT＋の自律的成長の継続に加え、
前期途中に子会社化したロボット投信の連結営業利益への貢献開始

-10 20

769
980

（百万円）

ロボット投信

ミンカブ
PT+

2020年3月期 2021年3月期計画

759

1,000
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2022年3月期
四半期別売上高・営業利益計画概要

03 2022年3月期計画

四半期別には、全四半期増収を計画
例年同様に下期偏重計画

 全四半期で増収計画ながらも、前年度と同
様に大きく下期偏重の計画

 例年同様に最も規模が小さい第1四半期は、
採用や新規サービスの導入にかかる先行費
用を想定し、今期は減益を計画

 通期では30％以上の営業増益（営業利益10
億円）の達成を目指す下期偏重となる主な要因

 MEDIA
① 有料課金ユーザー数の継続増大
② アクセス数の継続成長による広告収入拡大
③ 単価の高い純広告収入の獲得時期

 SOLUTION
① ストック収入の継続成長
② 顧客の新規商材の導入時期
③ 当社のプロダクトサイクル
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（百万円）

03 2022年3月期計画

積極投資を継続しつつ、フリーキャッシュフローを拡大

511
606 668
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494 

861 

1,280 

1,680 

-17
254
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950

(200)
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2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期計画

設備投資 EBITDA EBITDA-設備投資

（百万円）
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2021年3月期 2022年3月期

普通配当 普通配当

18円 18円
9月末日及び翌年3月末日現在で

当社株式500株（5単元）以上保有者を対象に
プレミアム優待倶楽部を進呈する株主優待も継続

03 2022年3月期計画

増配した前年の1株あたり配当を普通配当とする計画でスタート
最終の配当額は、期中の業績動向や投資の進捗を鑑み検討
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03 2022年3月期計画

早期の売上高100億円の達成とその先の更なる成長に向け、
選択したOpportunityの獲得を目指す


Sheet1 (2)

						目標達成に向けたKFS モクヒョウタッセイ ム				進捗状況とアクション シンチョクジョウキョウ



						Subscription
メディア事業のサブスク売上の拡大				導入済みの「株探プレミアム」を中心に、今期もサブスクリプション売上は前年比3倍増を計画。4月に「MINKABU」を資産形成情報メディアへリブランドし、ベースとなるTAMの拡大を狙うとともに、「アセプラ」の導入を準備。「Kabutan」では6月に米国株版を導入予定。日経電子版との連携による集客力の強化も実現。 ドウニュウズ カブタン チュウシン コンキ ウリアゲダカ ゼンネンヒ  バイゾウ ケイカク ガツ シサンケイセイ ジョウホウ  カクダイ ネラ ドウニュウ ジュンビ ガツ ベイコクカブ バン  ドウニュウヨテイ ニッケイ  デンシバン  レンケイ  シュウキャクリョクノ  キョウカモジツゲン 



						Solution
ソリューション事業の継続成長				B2B2Cは、新規顧客の獲得と既存顧客へのアップセルの両輪での継続成長を志向。B2Bは、既にシェアのあるREIT、商品先物の専用情報端末だけでなく複合情報端末分野での収益化をQUICK社との提携を通じて志向する。 シンキ コキャク カクトク キゾンコキャク リョウリン ケイゾクセイチョウ シコウ スデ ジョウホウ  ジョウホウ 



						IFA
IFA関連の新規事業の開始				ロボアドの提供、対面・オンライン融合型のIFAサービス等、資産運用を任せたい層向けのソリューション提供による収益化を外部連携を積極的に活用しながら志向する。 テイキョウ タイメン  ユウゴウガタ  ナド シサンウンヨウ マカ ソウ ム テイキョウ  シュウエキカ ガイブレンケイ セッキョクテキ カツヨウ シコウ



						Alternative
オルタナティブ分野の収益貢献				スポーツ情報、選挙情報、音楽関連事業などで共同開発を開始。データやノウハウ、顧客層を持つ事業者との提携を通じ、情報配信ノウハウを中心とした当社アセットを活用した収益貢献を志向する。 ジョウホウ センキョ ジョウホウ オンガク カンレン ジギョウ キョウドウ  カイハツ カイシ コキャクソウ モ ジギョウシャ テイケイ ツウ ジョウホウハイシン チュウシン トウシャ カツヨウ シュウエキ コウケン シコウ



						M&A
資本提携・M&Aの実施				情報ベンダーである当社のアセットの更なる収益化を目的とし、相乗効果を産むM&Aを志向。スケールではなく、スコープの拡大による業績貢献の拡大を志向する。なお、Equityによる調達の大半を使用して推進予定。 ジョウホウ トウシャ サラナル  シュウエキ ケンザイカ モクテキ ソウジョウコウカ ウ シコウ カクダイ シコウ  チョウタツ タイハン シヨウ スイシン ヨテイゲンギョウ















Sheet1

						目標達成に向けたKFS モクヒョウタッセイ ム				進捗状況とアクション シンチョクジョウキョウ



						メディア事業のサブスク売上の拡大 ジギョウ ウリアゲ カクダイ				導入済みの「株探プレミアム」を中心に今期も売上高は３倍増を計画。４月に「MINKABU」を資産形成メディアへリブランドし、ベースとなるTAMの拡大を狙うとともに、「アセプラ」の導入を準備。株探では６月に米国株サービスを導入予定。 ドウニュウズ カブタン チュウシン コンキ ウリアゲダカ バイゾウ ケイカク ガツ シサンケイセイ カクダイ ネラ ドウニュウ ジュンビ カブタン ガツ ベイコクカブ ドウニュウヨテイ



						ソリューション事業の継続成長 ジギョウ ケイゾク セイチョウ				B2B2C分野は、新規顧客の獲得と既存顧客へのアップセルの両輪での継続成長を志向。B2B分野については、既にシェアのあるREIT、商品先物の専用端末だけでなく複合端末分野での収益化をQUICK社との提携を通じて志向する。 ブンヤ シンキ コキャク カクトク キゾンコキャク リョウリン ケイゾクセイチョウ シコウ ブンヤ スデ



						オルタナティブ分野の収益貢献の開始 ブンヤ シュウエキコウケン カイシ				スポーツ情報、選挙情報、音楽関連事業などで開発を開始、データや顧客層を持つ事業者との提携を通じ、情報配信ノウハウを中心とした当社アセットを活用した収益貢献を志向する。 ジョウホウ センキョ ジョウホウ オンガク カンレン ジギョウ カイハツ カイシ コキャクソウ モ ジギョウシャ テイケイ ツウ ジョウホウハイシン チュウシン トウシャ カツヨウ シュウエキ コウケン シコウ



						IFA関連の新規事業の開始 カンレン シンキジギョウ カイシ				ロボアドの提供、店舗展開等、資産運用を任せたい層向けのソリューションの拡充による資産形成層の拡大とそれを通じた収益化を外部連携を積極的に活用しながら志向する。 テイキョウ テンポテンカイ ナド シサンウンヨウ マカ ソウ ム カクジュウ シサンケイセイソウ カクダイ ツウ シュウエキカ ガイブレンケイ セッキョクテキ カツヨウ シコウ



						資本提携、M&Aの実施 シホンテイケイ ジッシ				情報ベンダーである当社のアセットの収益への顕在化を目的とし、相乗効果を産むM&Aを志向。スケールではなく、スコープの拡大による業績貢献の拡大を崇光する。なお、Equityによる調達の大半を使用し推進予定、現業への成長投資は継続してDebtを活用予定。 ジョウホウ トウシャ シュウエキ ケンザイカ モクテキ ソウジョウコウカ ウ シコウ カクダイ スコウ チョウタツ タイハン シヨウ スイシン ヨテイ ゲンギョウ セイチョウトウシ ケイゾク カツヨウ ヨテイ
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income statement
04 APPENDIX

42

（単位：百万円 / ％）

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 計画

（単体） （連結） （連結） 前期比 （連結） 前期比

　売上高 2,032 2,790 4,158 +49.0% 5,300 +27.4% 

　　メディア 953 1,351 1,535 +13.6% 2,100 +36.8% 

　　ソリューション 1,078 1,449 2,635 +81.9% 3,200 +21.4% 

　　調整額　※１ － △ 9 △ 11 － － －

　営業利益 256 523 759 +45.1% 1,000 +31.7% 

　　メディア 294 545 530 △2.8% 700 +31.9% 

　　ソリューション 340 409 738 +80.2% 950 +28.7% 

　　調整額　※２ △ 378 △ 432 △ 509 － △ 650 －

　経常利益 208 504 734 +45.6% 900 +22.6% 

　親会社株主に帰属する当期純利益 253 447 564 +26.1% 700 +24.0% 

　EBITDA　※３ 494 861 1,280 +48.6% 1,680 +31.2% 

　※１　セグメント間の内部売上高の振替高

　※２　セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用

　※３　EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額）

　※４　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。

　※５　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、

　　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。

　※６　百万円未満切り捨て


PL,SEG



																				（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン																														（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期  ネン ガツ キ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ										2019年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2020年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク				2021年3月期 実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク				2022年3月期 開示計画 ネン ガツ キ カイジ ケイカク						2019年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結）				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　売上高 ウリアゲ ダカ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,300		+27.4%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%		5,300,000,000		+27.4%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　メディア		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,100		+36.8%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%		2,100,000,000		+36.8%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　ソリューション		989		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,200		+21.4%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%		3,200,000,000		+21.4%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		－		－				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%		(11,478,039)		─%		(21,360,000)		─%				─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(1,200,000)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　営業利益 エイギョウ リエキ		110		256		523		+103.7%		759		+45.1%		1,000		+31.7%				32		+152.7%		116		+259.0%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%		759,502,828		+45.1%		900,203,573		+18.5%		1,000,000,000		+31.7%				12,864,205		32,511,925		+152.7%		116,705,088		+259.0%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　メディア		141		294		545		+85.3%		530		△2.8%		700		+31.9%				97		+39.4%		157		+61.5%				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		△4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%		530,904,014		△2.8%		668,742,341		+26.0%		700,000,000		+31.9%				70,030,880		97,655,531		+39.4%		157,748,068		+61.5%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　ソリューション		237		340		409		+20.2%		738		+80.2%		950		+28.7%				37		+5.1%		69		+84.2%				106		△1.7%		246		+130.8%				186		△1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%		738,039,746		+80.2%		904,874,499		+22.6%		950,000,000		+28.7%				36,122,562		37,947,663		+5.1%		69,911,876		+84.2%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　調整額　※２ チョウセイ ガク		△ 268		△ 378		△ 432		－		△ 509		－		△ 650		－				△ 103		－		△ 110		－				△ 207		－		△ 234		－				△ 316		－		△ 360		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%		(509,440,932)		─%		(673,413,268)		─%		(650,000,000)		─%				(93,289,237)		(103,091,269)		─%		(110,954,856)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　経常利益 ケイジョウ リエキ		71		208		504		+141.9%		734		+45.6%		900		+22.6%				30		+114.8%		106		+253.5%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%		734,276,561		+45.6%		866,873,303		+18.1%		900,000,000		+22.6%				14,037,145		30,148,747		+114.8%		106,563,882		+253.5%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		△ 200		253		447		+76.8%		564		+26.1%		700		+24.0%				19		+128.8%		67		+253.2%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%		564,497,581		+26.1%		697,947,177		+23.6%		700,000,000		+24.0%				8,362,295		19,136,994		+128.8%		67,588,780		+253.2%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　EBITDA　※３		291		494		861		+74.3%		1,280		+48.6%		1,680		+31.2%				102		+60.8%		230		+125.6%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%		1,280,309,122		+48.6%		1,587,583,676		+24.0%		1,680,000,000		+31.2%				63,497,709		102,090,576		+60.8%		230,324,983		+125.6%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%

																																																																								687,380,103

				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ

				　※２　セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用 カン トリヒキ ショウキョ オヨ カク ホウコク ハイブン ゼンシャ ヒヨウ

				　※３　EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額） エイギョウ リエキ ゲンカ ショウキャク ヒ ショウキャク ガク

				　※４　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※５　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※６　百万円未満切り捨て



																				（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン																				（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2020年3月期 Q3				2021年3月期 Q3										2019年3月期実績		2020年3月期実績				2021年3月期 計画				2021年3月期 実績				2022年3月期 計画				2022年3月期 開示計画						2019年3月期 Q1		2020年3月期 Q1				2021年3月期 Q1						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　メディア事業 ジギョウ		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,100		+36.8%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%		2,100,000,000		+36.8%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　広告収入 コウコク シュウニュウ		691		862		1,235		+43.3%		1,335		+8.1%		1,600		+19.8%				273		+40.1%		318		+16.3%				585		+49.1%		574		△1.9%				852		+36.2%		846		△0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'		1,335,429,128		+8.1%		1,711,602,738		+28.2%		1,600,000,000		+19.8%				195,404,657		273,687,144		+40.1%		318,373,600		+16.3%				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　課金収入 カキン シュウニュウ		20		50		75		+47.2%		166		+121.7%		500		+200.6%				15		+28.9%		27		+85.2%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%		166,314,360		+121.7%		551,145,625		+231.4%		500,000,000		+200.6%				11,657,612		15,029,854		+28.9%		27,829,300		+85.2%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　その他 タ		51		40		40		△0.1%		33		△17.4%		0		△100.0%				6		△43.6%		8		+37.0%				28		+31.4%		16		△43.7%				35		+14.7%		23		△34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%		33,277,365		△17.4%		25,200,000		△24.3%				△100.0%				11,024,297		6,218,808		△43.6%		8,521,060		+37.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　ソリューション事業 ジギョウ		917		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,200		+21.4%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%		3,200,000,000		+21.4%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　ストック収入 シュウニュウ		690		782		1,032		+32.1%		1,859		+80.0%		2,300		+23.7%				207		+13.4%		409		+97.8%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%		1,859,705,624		+80.0%		2,309,362,895		+24.2%		2,300,000,000		+23.7%				182,546,795		207,066,074		+13.4%		409,493,944

tc={49F8D6C4-8613-403B-9804-37790B35C232}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+97.8%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　初期・一時売上 ショキ イチジ ウリアゲ		227		296		416		+40.1%		775		+86.4%		900		+16.0%				1		△95.3%		60		+4,193.3%				44		△49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%		775,614,289		+86.4%		946,445,724		+22.0%		900,000,000		+16.0%				29,946,250		1,400,000		△95.3%		60,105,753		+4,193.3%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		0		─%				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%		-11,478,039		─%		-21,360,000		─%				─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-1,200,000		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　合計 ゴウケイ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,300		+27.4%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%		5,300,000,000		+27.4%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ																																																						TRUE		TRUE				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　※２　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※３　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※４　百万円未満切り捨て





BS

																										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2017年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月末 ネン ガツ マツ		2019年3月末 ネン ガツ マツ		2020年3月末 ネン ガツ マツ		2020年9月末 ネン ガツ マツ				2020年12月末 ネン ガツ マツ				2021年3月末 ネン ガツ マツ						2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						（単体）		（連結）		（単体） タンタイ		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ				（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　流動資産 リュウドウ シサン		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		△12.1%		2,310		△15.0%		2,875		+5.8%				1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　うち　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		△13.3%		1,656		△19.8%		1,847		△10.5%				1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　固定資産 コテイ シサン		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%		4,114		+30.6%				1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　資産合計 シサン ゴウケイ		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%		6,989		+19.1%				3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　流動負債 リュウドウ フサイ		1,079		1,256		560		958		768		744		△3.1%		740		△3.7%		1,251		+62.8%				466		△51.3%		520		△45.7%

				　固定負債 コテイ フサイ		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%		1,523		+14.7%				245		△12.8%		184		△34.5%

				　負債合計 フサイ ゴウケイ		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%		2,774		+32.3%				712		△42.6%		704		△43.2%

				　資本金 シホンキン		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%		1,762		+1.1%				1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		△5.6%		3,560		△5.5%		3,565		△5.3%				3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		△ 2,453		△ 2,005		△ 1,874		－		△ 1,823		－		△ 1,441		－				△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　その他 タ		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%		29		－				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%		298		+16.5%

				　純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		775		839		918		2,686		3,770		3,734		△1.0%		3,818		+1.3%		4,215		+11.8%				2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　※１　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※２　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャ カ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※３　百万円未満切り捨て ヒャクマンエン ミマン キ ス









BS-DATA

																																																																						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス



				2020年3月期　単体決算　貸借対照表：千円 タイシャクタイショウヒョウ センエン																																																																																																		（金額単位：円） キンガク タンイ エン

																2017年3月末 ネン ガツ マツ				2018年3月末 ネン ガツ マツ				2019年3月末 ネン ガツ マツ						2019年6月末 ネン ガツ マツ						2019年9月末 ネン ガツ マツ						2019年12月末 ネン ガツ マツ						2020年3月末 ネン ガツ マツ						2020年6月末 ネン ガツ マツ						2020年9月末 ネン ガツ マツ						2020年12月末 ネン ガツ マツ						2021年3月末 ネン ガツ マツ								2017年3月末 ネン ガツ マツ		2017年3月末 ネン ガツ マツ		2018"年"3"月"		2019"年"3"月"		2019"年"6"月"		2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"3"月"		2020"年"6"月"		2020"年"9"月"		2020"年"12"月"		2021"年"3"月"

																前々々期末 ゼンゼン キマツ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末 ゼンゼン マツ		構成比 コウセイヒ		前期末 ゼンキ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末増減 ゼンゼン キ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン				単体 タンタイ		連結 レンケツ		単体（税効果表示改正適用） タンタイ ゼイ コウカ ヒョウジ カイセイ テキヨウ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

						現預金 ゲンヨキン								Cash and cash equivalents		1,267,307		45%		470,422		24%		2,045,173		52%		1,574,751		1,506,700		44%		-538,473		1,311,042		38%		-734,131		1,625,316		31%		-419,857		2,063,777		35%		18,604		1,982,722		33%		-62,451		1,789,910		30%		-273,867		1,656,172		27%		-133,739		1,847,041		26%		190,869		★		1,181,896,525		1,267,307,500		470,422,141		2,045,173,425		1,506,700,653		1,311,042,800		1,625,316,256		2,063,777,116		1,982,722,149		1,789,910,183		1,656,171,620		1,847,041,061

						売掛債権 ウリカケ サイケン								Trade receivables		210,760		7%		297,561		15%		305,040		8%		7,479		220,518		6%		-84,523		302,098		9%		-2,942		435,927		8%		130,887		550,606		9%		245,565		337,148		6%		32,108		441,763		7%		-108,842		466,681		8%		24,917		873,592		12%		406,911		★		249,951,981		210,760,552		297,561,808		305,040,844		220,518,254		302,098,512		435,927,381		550,606,045		337,148,880		441,763,810		466,680,615		873,592,067

						前払金/前払費用 マエバライ キン マエバライ ヒヨウ								Prepaid expenses/interests		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						仮払/未収消費税 カリバライ ミシュウ ショウヒゼイ								Consumption tax receivables		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金資産(短期) クリノ ゼイキン シサン タンキ								Deferred tax asset (short term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		49,582		2%		47,512		2%		45,663		1%		-1,849		68,692		2%		23,029		181,611		5%		135,948		123,882		2%		78,219		102,875		2%		57,212		121,648		2%		75,985		156,129		3%		53,254		187,273		3%		31,143		154,578		2%		-32,695		★		122,161,558		49,582,753		47,512,543		45,663,505		68,692,950		181,611,627		123,882,265		102,875,954		121,648,662		156,129,513		187,272,554		154,577,738

						流動資産 リュウドウ シサン								Current Asset		1,527,650		54%		815,496		41%		2,395,877		61%		1,580,381		1,795,911		53%		-599,966		1,794,752		52%		-601,125		2,185,125		42%		-210,752		2,717,259		46%		321,381		2,441,519		41%		45,642		2,387,803		40%		-329,456		2,310,125		38%		-77,679		2,875,211		41%		565,086				1,554,010,064		1,527,650,805		815,496,492		2,395,877,774		1,795,911,857		1,794,752,939		2,185,125,902		2,717,259,115		2,441,519,691		2,387,803,506		2,310,124,789		2,875,210,866

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン								Tangible fixed asset		35,247		1%		38,406		2%		89,325		2%		50,919		93,058		3%		3,733		94,410		3%		5,085		104,084		2%		14,760		95,846		2%		6,521		96,058		2%		6,733		95,310		2%		-536		84,062		1%		-11,248		70,063		1%		-13,999				11,722,541		35,247,090		38,406,525		89,325,292		93,058,439		94,410,042		104,084,842		95,846,215		96,058,514		95,310,464		84,062,075		70,063,207

								ソフトウェア(含仕掛) シカカリ						Software		533,542		19%		622,304		31%		877,186		22%		254,882		930,841		27%		53,655		995,909		29%		118,723		1,251,267		24%		374,080		1,255,712		21%		378,525		1,329,224		22%		452,037		1,404,167		24%		148,455		1,477,110		24%		72,943		1,545,156		22%		68,046				346,396,506		533,542,910		622,304,863		877,186,968		930,841,709		995,909,959		1,251,267,295		1,255,712,151		1,329,224,046		1,404,167,053		1,477,109,901		1,545,155,542

		 						顧客資産 コキャク シサン						CMient asset		229,872		8%		212,005		11%		194,138		5%		-17,867		189,671		6%		-4,467		185,204		5%		-8,934		180,737		3%		-13,400		513,554		9%		319,416		503,370		8%		309,233		493,187		8%		-20,367		483,004		8%		-10,183		472,820		7%		-10,183				75,207,528		229,872,639		212,005,369		194,138,101		189,671,284		185,204,467		180,737,650		513,554,166		503,370,682		493,187,199		483,003,715		472,820,231

								技術資産 ギジュツ シサン						Technology asset		123,576		4%		112,390		6%		101,204		3%		-11,186		98,408		3%		-2,796		95,611		3%		-5,593		92,815		2%		-8,389		90,018		2%		-11,186		87,222		1%		-13,982		84,425		1%		-5,593		81,630		1%		-2,796		78,833		1%		-2,796				27,938,400		123,576,412		112,390,574		101,204,738		98,408,279		95,611,820		92,815,361		90,018,902		87,222,443		84,425,984		81,629,525		78,833,066

								契約 ケイヤク						Contract asset		12,119		0%		─		0%		8,814		0%		8,814		8,400		0%		-413		7,987		0%		-826		7,574		0%		-1,239		7,161		0%		-1,653		6,748		0%		-2,066		6,335		0%		-826		5,922		0%		-413		5,509		0%		-413						12,119,429				8,814,129		8,400,966		7,987,803		7,574,640		7,161,477		6,748,314		6,335,151		5,921,988		5,508,825

								のれん						Goodwill		72,554		3%		62,744		3%		52,934		1%		-9,810		50,482		1%		-2,452		48,030		1%		-4,905		1,002,026		19%		949,091		835,790		14%		782,855		1,090,278		18%		1,037,344		1,067,631		18%		231,842		1,044,985		17%		-22,647		1,022,338		15%		-22,647				27,742,029		72,554,289		62,744,601		52,934,913		50,482,491		48,030,069		1,002,026,234		835,790,030		1,090,278,792		1,067,631,969		1,044,985,146		1,022,338,322

		 						商標権						Trademarks		5,903		0%		12,928		1%		17,568		0%		4,640		18,784		1%		1,216		21,598		1%		4,030		20,919		0%		3,352		22,787		0%		5,219		22,416		0%		4,849		21,952		0%		-835		24,548		0%		2,596		26,334		0%		1,785				5,011,939		5,903,930		12,928,736		17,568,248		18,784,667		21,598,257		20,919,801		22,787,231		22,416,898		21,952,288		24,548,466		26,333,837

								特許権 トッキョケン								─		0%		─		0%		─		0%		─		672		0%		672		1,088		0%		1,088		1,029		0%		1,029		970		0%		971		911		0%		912		2,594		0%		1,623		2,480		0%		-114		2,367		0%		-114												672,487		1,088,048		1,029,299		970,539		911,790		2,594,015		2,480,288		2,366,546

								その他 タ						Others		72		0%		10,539		1%		72		0%		-10,467		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		73		0%		─		73		0%		─						72,800		10,539,581		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン								Intangible fixed asset		977,642		35%		1,032,913		52%		1,251,919		32%		219,006		1,297,334		38%		45,415		1,355,503		39%		103,583		2,556,443		49%		1,304,523		2,726,067		46%		1,474,147		3,040,245		51%		1,788,326		3,080,366		52%		354,299		3,119,752		51%		39,385		3,153,429		45%		33,677				482,296,402		977,642,409		1,032,913,724		1,251,919,897		1,297,334,683		1,355,503,223		2,556,443,080		2,726,067,296		3,040,245,765		3,080,366,459		3,119,751,829		3,153,429,169

						繰延税金資産(長期) クリノ ゼイキン シサン チョウキ								Deferred tax asset (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						投資等 トウシ ナド								Investment and others		270,044		10%		98,884		5%		189,656		5%		90,772		232,550		7%		42,893		235,683		7%		46,026		375,891		7%		186,235		327,569		6%		137,913		410,227		7%		220,570		411,372		7%		83,803		587,290		10%		175,917		891,052		13%		303,762				474,726,151		270,044,718		98,884,405		189,656,731		232,550,036		235,683,178		375,891,567		327,569,467		410,227,119		411,372,374		587,289,636		891,051,696

						固定資産 コテイ シサン								Fixed Asset		1,282,934		46%		1,170,204		59%		1,530,901		39%		360,697		1,622,943		47%		92,041		1,685,596		48%		154,695		3,036,419		58%		1,505,518		3,149,482		54%		1,618,581		3,546,531		59%		2,015,629		3,587,049		60%		437,566		3,791,104		62%		204,054		4,114,544		59%		323,441				968,745,094		1,282,934,217		1,170,204,654		1,530,901,920		1,622,943,158		1,685,596,443		3,036,419,489		3,149,482,978		3,546,531,398		3,587,049,297		3,791,103,540		4,114,544,072

						繰延資産 クリノベ シサン								Deferred asset		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

				総資産 ソウシサン								Total Assets				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

						買掛債務・未払 カイカケ サイム ミバライ								Trade payable		240,143		9%		170,354		9%		244,427		6%		74,073		156,179		5%		-88,248		222,760		6%		-21,668		323,653		6%		79,226		368,405		6%		123,978		308,448		5%		64,021		371,612		6%		3,206		385,659		6%		14,047		455,740		7%		70,081				273,727,127		240,143,381		170,354,439		244,427,668		156,179,204		222,760,105		323,653,462		368,405,989		308,448,404		371,612,287		385,659,397		455,740,439

						借入金・社債 カリイレ キン シャサイ								Debt（short term/current portion of long term debt）		753,714		27%		337,136		17%		680,982		17%		343,846		277,442		8%		-403,540		260,688		7%		-420,294		386,478		7%		-294,504		333,308		6%		-347,674		418,082		7%		-262,900		289,484		5%		-43,824		273,752		4%		-15,732		718,188		10%		444,436		★（※）		743,242,000		753,714,000		337,136,000		680,982,000		277,442,000		260,688,000		386,478,000		333,308,000		418,082,000		289,484,000		273,752,000		718,188,000

						未払金/未払費用 ミバラ キン ミバラ ヒヨウ								Accrued expenses		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						前受金/前受収益 マエウケキン マエウケ シュウエキ								Deferred revenue		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						未払消費税/未払法人税等 ミバラ ショウヒゼイ ミバラ ホウジンゼイ ナド								Income tax payable		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						引当金 ヒキアテ キン								Provision		187,176		7%		13,257		1%		3,216		0%		-10,041		3,000		0%		-217		3,000		0%		-217		32,114		1%		28,898		20,897		0%		17,681		13,548		0%		10,332		33,123		1%		12,226		23,544		0%		-9,579		16,166		0%		-7,378				28,007,565		187,176,512		13,257,687		3,216,825		3,000,000		3,000,000		32,114,544		20,897,511		13,548,891		33,123,812		23,544,343		16,165,960

						その他 タ								Others		75,563		3%		39,637		2%		29,474		1%		-10,163		29,745		1%		272		33,747		1%		4,273		51,407		1%		21,933		46,025		1%		16,551		47,782		1%		18,309		50,712		1%		4,687		57,385		1%		6,673		61,234		1%		3,849		★		34,989,016		75,563,666		39,637,339		29,474,135		29,745,930		33,747,261		51,407,590		46,025,053		47,782,812		50,712,067		57,384,666		61,234,133

						流動負債 リュウドウ フサイ								Current Liabilities		1,256,597		45%		560,385		28%		958,100		24%		397,715		466,367		14%		-491,733		520,195		15%		-437,905		793,653		15%		-164,447		768,636		13%		-189,464		787,862		13%		-170,239		744,932		12%		-23,704		740,340		12%		-4,592		1,251,329		18%		510,988				1,079,965,708		1,256,597,559		560,385,465		958,100,628		466,367,134		520,195,366		793,653,596		768,636,553		787,862,107		744,932,166		740,340,406		1,251,328,532

						長期借入金・社債 チョウキ カリイレ キン								Long term debt・Bonds		713,554		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,274,207		22%		992,367		1,507,756		25%		1,225,916		1,445,927		24%		171,720		1,494,716		24%		48,789		1,456,019		21%		-38,697		★（※）		666,874,000		713,554,000		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,274,207,000		1,507,756,000		1,445,927,000		1,494,716,000		1,456,019,000

						社債 シャサイ								Bonds		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金負債（長期） ク ノ ゼイキン フサイ チョウキ								Deferred tax liabilities (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		1,398		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		53,700		1%		53,701		52,711		1%		52,712		49,745		1%		-3,955		47,720		1%		-2,026		67,086		1%		19,366						1,398,191												53,700,694		52,711,997		49,745,904		47,719,823		67,085,622

						固定負債 コテイ フサイ								Fixed Liabilities		714,952		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,327,907		23%		1,046,068		1,560,467		26%		1,278,628		1,495,672		25%		167,765		1,542,436		25%		46,763		1,523,105		22%		-19,331				666,874,000		714,952,191		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,327,907,694		1,560,467,997		1,495,672,904		1,542,435,823		1,523,104,622

						総負債 ソウ フサイ								Total Liabilities				70%		1,066,803		54%		1,239,940		32%		173,137		712,105		21%		-527,835		704,831		20%		-535,109		2,181,071		42%		941,131		2,096,544		36%		856,604		2,348,330		39%		1,108,389		2,240,605		38%		144,061		2,282,776		37%		42,171		2,774,433		40%		491,657				1,746,839,708		1,971,549,750		1,066,803,465		1,239,940,628		712,105,134		704,831,366		2,181,071,596		2,096,544,247		2,348,330,104		2,240,605,070		2,282,776,229		2,774,433,154

						少数株主持分 ショウスウ カブヌシ モチブン								Minority Interests				0%				0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						資本金 シホンキン								Capital stock		666,000		24%		801,000		40%		1,558,228		40%		757,228		1,558,728		46%		500		1,558,728		45%		500		1,559,478		30%		1,250		1,742,928		30%		184,700		1,744,178		29%		185,950		1,751,803		29%		8,875		1,757,428		29%		5,625		1,762,268		25%		4,840				666,000,000		666,000,000		801,000,000		1,558,228,000		1,558,728,000		1,558,728,000		1,559,478,000		1,742,928,000		1,744,178,000		1,751,803,000		1,757,428,000		1,762,268,000

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン								Capital surplus		2,650,542		94%		2,824,241		142%		3,581,469		91%		757,228		3,581,969		105%		500		3,581,969		103%		500		3,582,719		69%		1,250		3,766,169		64%		184,700		3,547,508		59%		-33,960		3,555,133		60%		-211,035		3,560,759		58%		5,625		3,565,599		51%		4,840				2,689,241,170		2,650,542,951		2,824,241,170		3,581,469,170		3,581,969,170		3,581,969,170		3,582,719,170		3,766,169,170		3,547,508,770		3,555,133,770		3,560,758,770		3,565,598,770

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								Retained earnings		-2,472,499		-88%		-2,706,246		-136%		-2,453,104		-62%		253,142		-2,433,967		-71%		19,137		-2,365,213		-68%		87,891		-2,312,822		-44%		140,281		-2,005,536		-34%		447,568		-1,937,947		-32%		515,157		-1,874,285		-31%		131,251		-1,823,019		-30%		51,266		-1,441,039		-21%		381,980		★		-2,579,514,708 		-2,472,499,259 		-2,706,246,401 		-2,453,104,403 		-2,433,967,409 		-2,365,213,844 		-2,312,822,952 		-2,005,536,579 		-1,937,947,799 		-1,874,285,545 		-1,823,019,218 		-1,441,038,998 

						その他								Valuation and translation adjustments		-5,008		-0%		-97		-0%		246		0%		343		20		0%		-226		34		0%		-212		48,537		1%		48,291		10,293		0%		10,048		27,604		0%		27,359		27,587		0%		17,293		42,455		1%		14,868		29,915		0%		-12,540				188,988		-5,008,420 		-97,088 		246,299		20,120		34,690		48,537,554		10,293,911		27,604,914		27,587,000		42,455,088		29,914,737

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン								Valuation and translation adjustments		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		162,562		3%		162,562		256,343		4%		256,343		258,377		4%		258,377		274,009		5%		17,666		280,829		5%		6,820		298,579		4%		17,750																162,562,023		256,343,344		258,377,100		274,009,508		280,829,460		298,579,275

						純資産 ジュンシサン								Total Equity		839,035		0		918,897		0		2,686,839		0		1,767,941		2,706,749		0		19,911		2,775,518		0		88,679		3,040,473		0		353,635		3,770,197		0		1,083,359		3,639,720		0		952,882		3,734,247		0		-35,950		3,818,452		0		84,204		4,215,322		0		396,870				775,915,450		839,035,272		918,897,681		2,686,839,066		2,706,749,881		2,775,518,016		3,040,473,795		3,770,197,846		3,639,720,985		3,734,247,733		3,818,452,100		4,215,321,784

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン								Total Liabilities and Equity				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

																																																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						資本金 シホンキン		メディア						media		789,853		28%		435,777		22%		672,066		17%		236,289		746,071		22%		74,004		812,908		23%		140,842		─		ERROR:#DIV/0!		-672,067		797,858		14%		125,792		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						789,853,723		435,777,581		672,066,570		746,071,052		812,908,528				797,858,466

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン		ソリューション						Solution		818,846		29%		809,718		41%		854,187		22%		44,469		772,097		23%		-82,089		962,925		28%		108,738		─		ERROR:#DIV/0!		-854,187		2,928,947		50%		2,074,760		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						818,846,057		809,718,154		854,187,170		772,097,877		962,925,146				2,928,947,665

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		全社（共通） ゼンシャ キョウツウ						etc		1,203,446		43%		735,051		37%		2,400,525		61%		1,665,475		1,900,686		56%		-499,840		1,704,515		49%		-696,010		─		ERROR:#DIV/0!		-2,400,526		2,139,935		36%		-260,590		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		★				1,203,446,921		735,051,146		2,400,525,954		1,900,686,086		1,704,515,708				2,139,935,962

				セグメント資産 シサン								asset				2,812,146		100%		1,980,546		100%		3,926,779		100%		1,946,233		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		─		ERROR:#DIV/0!		-3,926,780		5,866,742		100%		1,939,962		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						2,812,146,701		1,980,546,881		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		0		5,866,742,093

																																																																																						3926779694		3418855015		3480349382				5866742093

																																																																																						0		0		0		0		0

																																																																																		FALSE		FALSE		TRUE		TRUE		TRUE		FALSE		TRUE

																																																																																		1,561,679		-5,154,265 		0		0		0		-5,221,545,391 		0

																																																																																		セグメント資料相違有 シリョウ ソウイ アリ		↑税効果改正分差異 ゼイ コウカ カイセイ ブン サイ









→未了





fixed expenses-Data

																		※MIと同じ集計区分でPTも合算（PTは製造原価への人件費振替は未考慮、ソフトウェア資産化のみ減算） オナ シュウケイ クブン ガッサン セイゾウ ゲンカ ジンケンヒ フリカエ ミ コウリョ シサンカ ゲンサン										※PTは、販売手数料以外を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 ハンバイ テスウリョウ イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

																				（Ａ）		（Ｂ）								（Ｃ）		（Ｄ）

																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン		連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン								連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ		連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ																																		（Ａ）										（Ｂ）																		（Ｃ）												（Ｄ）

								単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク						単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク								単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク

				「固定費増を計画」用 コテイヒ ゾウ ケイカク ヨウ		2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ				2020/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ				2020/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ				2020/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		267,264,937		318,083,636		413,917,355		485,304,306		577,858,886		742,000,814		1,301,153,470		723,294,584		125.2%		577,858,886		645,028,277		732,628,435		(568,525,035)		-43.7%				155,884,610		157,514,377		172,354,074				318,083,636		321,451,358		363,012,498				485,304,306		494,891,313		546,273,772

				オフィス・インフラ・租税公課等 ソゼイ コウカ トウ		25,820,704		39,631,299		51,554,801		79,694,457		87,772,517		118,239,856		84,472,188		178,737,518		260,789,368		176,317,180		208.7%		84,472,188		166,010,727		192,109,167		(68,680,201)		-26.3%				39,631,299		43,494,870		49,376,124				79,694,457		86,423,677		96,465,108				118,239,856		132,953,985		144,409,924

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		17,471,461		18,148,673		24,865,277		26,937,838		31,916,994		36,461,123		50,610,071		18,693,077		58.6%		31,916,994		36,461,123		50,610,071		0		0.0%				9,644,329		12,057,490		15,085,570				18,148,673		21,153,787		26,647,069				26,937,838		29,552,072		39,048,568

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		105,036,699		143,176,409		169,132,283		224,982,746		237,333,234		338,084,470		535,262,562		297,929,328		125.5%		196,817,790		271,969,810		388,508,429		(146,754,133)		-27.4%				59,449,790		76,697,683		77,963,775				122,918,687		157,062,336		175,307,023				194,596,163		243,982,860		279,387,030

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ																								40,515,444		40,515,444		40,515,444								10,128,861		10,128,861		10,128,861				20,257,722		20,257,722		20,257,722				30,386,583		30,386,583		30,386,583

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ																				0		-		0		6,447,552		32,532,381		32,532,381		-						7,641,687		7,258,095						15,896,631

tc={F4984C50-8EB2-4342-A7D0-6DB73BBF5940}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    CF計算書の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		14,516,191						24,093,539

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		23,524,286

				連結子会社（M&A関連償却費） レンケツ コガイシャ カンレン ショウキャク ヒ																										19,151,664		76,606,656										19,151,664		19,151,664						45,062,731

tc={90C5D9B6-C819-42D6-9E5C-5754C77145E2}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2009【組替表完了・貸倒損失調整後】_ver20201026.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		38,303,328						70,973,799

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		57,454,992

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ																				0		-		0		221,701,147		887,364,364		887,364,364		-						173,231,431		191,963,428						374,888,895

tc={75EC80FA-0071-4643-8D5A-19D1C2B69C9E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202009実績.xlsx
固定費データ_RF202009実績.xlsx								

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		437,946,714						602,045,633

tc={7BBF612F-5727-424F-A62F-7708376E34CE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202012実績.xlsx
固定費データ_RF202012実績.xlsx		657,303,184



				合計 ゴウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,407,285,744		2,400,874,948		253,059,477		11.8%				274,738,889		499,918,063		543,281,591				559,103,175		1,042,197,137		1,172,455,652				855,464,746		1,628,879,784		1,777,788,338

				小計(MIのみ) ショウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,159,985,381		1,404,371,547		(743,443,925)		-34.6%				274,738,889		299,893,281		324,908,404				559,103,175		606,348,880		681,689,420				855,464,746		931,766,813		1,039,505,876

				小計(連結子会社のみ) ショウケイ レンケツ コガイシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		228,148,699		919,896,745		919,896,745		-				0		180,873,118		199,221,523				0		390,785,526		452,462,904				0		626,139,172		680,827,470

																														0		919,896,745		919,896,745		-		※2020/3期PT+12カ月間仮定の通期比較 キ ゲツ カン カテイ ツウキ ヒカク

				【グラフ用】 ヨウ

				人件費		135		155		267		318		413		485		577		742		1301						577		645		732										113619895

				オフィス・インフラ・租税公課等		25		39		51		79		87		118		84		178		260						84		166		192										26793351

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		50		69		105		143		169		224		237		338		535						196		271		388

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		6		32

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		221		887

				合計 ゴウケイ		222		274		441		559		695		855		931		1295		2147						931		1407		2400



																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン										連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ

				発生額 ハッセイ ガク				単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ				連結実績 レンケツ ジッセキ										連結実績 レンケツ ジッセキ																																		※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ																								※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ

						2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ				2020/03期 4Q キ										2020/03期 4Q キ																																		※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ																								※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		131,785,975		162,199,026		146,652,418		167,220,670				256,696,508										159,723,971

				オフィス・インフラ費用 ヒヨウ		25,820,704		39,631,299		25,734,097		40,063,158		36,217,716		38,545,399				60,497,662										47,770,871																																		集計方法：（Ａ）、（Ｂ）は、ＰＴ+をMIと同じ固定費集計区分で合算。ただし製造原価内の人件費、オフィス賃料、減価償却費のみを固定費として集計。 シュウケイ ホウホウ コテイヒ セイゾウ ゲンカ ナイ ジンケンヒ チンリョウ ゲンカ ショウキャク ヒ コテイヒ シュウケイ																								集計方法：（Ｃ）、（Ｄ）は、ＰＴ+の販売手数料以外の営業費用を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 シュウケイ ホウホウ ハンバイ テスウリョウ イガイ エイギョウ ヒヨウ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		6,771,458		8,504,344		7,393,816		8,789,165				9,523,285										9,523,285																																		　　　　　また、売上原価で計上される人件費から製造原価へ振替額は考慮外（人件費のみの振替額は事業計画上も集計不能、みんかぶは他勘定振替により ウリアゲ ゲンカ ケイジョウ ジンケンヒ セイゾウ ゲンカ フリカエ ガク コウリョ ガイ ジンケンヒ フリカエ ガク ジギョウ ケイカク ジョウ シュウケイ フノウ タ カンジョウ フリカエ

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		54,403,195		73,597,758		64,095,584		81,806,337				113,101,724										46,987,064																																		　　　　　売上原価へ振り替えられる人件費は控除済による計測上の差異がある）、ソフトウェア資産化額は売上原価の人件費から減算済。 ジンケンヒ コウジョ スミ ケイソク ジョウ サイ ガク ウリアゲ ゲンカ ジンケンヒ スミ

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0				0										6,447,552

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0				0										221,701,147



				計 ケイ		222,633,173		274,738,889		218,694,725		284,364,286		254,359,534		296,361,571				439,819,179										551,820,998

						TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE				TRUE										FALSE



																		メモ

																		ＰＴ+の製造原価へ計上した人件費発生額は集計に含んでおります。

																		逆に、みんかぶの固定費集計では、販管費で計上された人件費のうち、他勘定振替で製造経費へ振り替えられた保守人件費は、戻しておりますが、仕掛品勘定をとおして売上原価となる人件費は戻していない為、

																		（A）（B）はその点が各社の集計としてズレている内容となります。 

																		なお、ＰＴ+の人件費でございますが、前期4Ｑで賞与引当金の調整がはいっているため、発生額が、当期計画よりも少なくなっています。

																		賞与を考慮しない場合の発生額はほぼ同額となります。



減価償却費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	105	143	人件費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	267	318	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	51	79	合計	





2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	441	559	







減価償却費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	169	224	人件費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	413	485	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	87	118	合計	





2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	695	855	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	237	338	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	742	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	178	合計	





2019/03期	2020/03期	931	1295	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	196	271	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	645	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	166	連結子会社（償却費）	

2019/03期	2020/03期	0	6	連結子会社（その他）	

2019/03期	2020/03期	0	221	合計	







2019/03期	2020/03期	2021/03期	931	1407	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	271	388	人件費	

2020/03期	2021/03期	645	732	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	166	192	連結子会社（償却費）	

2020/03期	2021/03期	6	32	連結子会社（その他）	

2020/03期	2021/03期	221	887	合計	





2020/03期	2021/03期	1407	2400	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	237	338	人件費	

2020/03期	2021/03期	742	1301	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	178	260	合計	





2020/03期	2021/03期	1295	2147	





（※１）

（※２）



fixed expenses

				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																										主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																																（単位：百万円 ） タンイ ヒャクマン エン														単位：円 タンイ エン

						2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ		2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ																		2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（単体）		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン				（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン																単体実績 タンタイ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン

				単 体 タン カラダ		899		1,123		1,317		194				265		287		22		540		585		44		828		902		73														単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833

				人件費		577		645		732		87				155		157		1		318		321		3		485		494		9														人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007

				オフィス・インフラ・租税公課等		84		166		192		26				39		43		3		79		86		6		118		132		14														オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129

				減価償却費（原価+販管費）		196		271		352		80				59		76		17		122		157		34		194		243		49				←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429

tc={53BC13C4-5E69-43D3-B675-FD73FBDEECDF}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる										

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等		80,538,619				59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697

				減価償却費（M&A関連償却費）		40		40		40		－				10		10		-		20		20		-		30		30		－														減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0

				連 結 子 会 社 レン ケツ コ カイ シャ		－		247		996		749				-		200		200		-		435		435		－		697		697														子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		－		6		32		26				-		7		7		-		15		15		－		24		24														減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		－		19		76		57				-		19		19		-		45		45		－		70		70														減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799

				その他固定費 タ コテイヒ		－		221		887		665				-		173		173		-		374		374		－		602		602														その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633

				連 結 合 計 レン ケツ ア ケイ		899		1,370		2,314		943				265		487		222		540		1,021		480		828		1,599		770														連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804



				　※１　人件費は、給与（法定福利費含む）、雑給、退職給付費用、福利厚生費、採用手数料、旅費交通費（通勤手当含む）の合計 ジンケンヒ キュウヨ ホウテイ フクリ ヒ フク ザツ タイショク キュウフ ヒヨウ フクリ コウセイヒ リョヒ コウツウヒ ツウキン テアテ フク ゴウケイ																																										※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　※２　減価償却費（M&A関連償却費）は、のれん、顧客関連資産、技術資産の償却合計 コキャク カンレン シサン ギジュツ シサン ショウキャク ゴウケイ

				　※３　2021年３月期連結計画にロボット投信の業績は含めておりません。 ネン ガツキ レンケツ ケイカク トウシン ギョウセキ フク

				　※４　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※５　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。ロボット投信の費用は第２四半期（7～９月）から連結子会社へ含めております。 トウシン ヒヨウ ダイ シハンキ ガツ フク



						チェック

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1209

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		943

						利益増 リエキ ゾウ		267		177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		89

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		7.4%





人件費差異要因（勘定科目ベース）

								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q1実績 ジッセキ		Q1実績 ジッセキ

				7120		給与手当		147,623,431		162,146,591		14,523,160		給与増加（PT+出向含む） キュウヨ ゾウカ シュッコウ フク

				7210		雑給		479,903		887,832		407,929

				7230		法定福利費		19,131,369		20,998,176		1,866,807		給与増加（PT+出向含む）

				7240		福利厚生費		1,281,906		796,877		(485,029)

				7241		採用教育費		1,111,519		1,050,000		(61,519)

				7249		他勘定振替		(23,241,320)		(33,798,464)		(10,557,144)		うちPT+出向負担金増加724万より、資産化/仕掛振替の増加330万 フタンキン シサンカ シカカリ フリカエ ゾウカ マン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		(82,825,339)		(98,129,749)		(15,304,410)

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド		56,153,605		60,670,301		4,516,696

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ		3,430,414		3,660,984		230,570

				7251		退職給付費用		1,589,268		1,675,350		86,082

				7260		旅費交通費		9,121,361		5,061,803		(4,059,558)		コロナ影響による減少 エイキョウ ゲンショウ

				7461		業務委託費		(1,212,827)		(1,303,788)		(90,961)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		15,471,388		18,252,811		2,781,423

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン		(16,684,215)		(19,556,599)		(2,872,384)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

								155,884,610		157,514,377		1,629,767



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0





Ｑ3追加チャート

				【売上高推移】 ウリアゲダカ スイイ

				2018年3月期 ネン ガツキ		1,681

				2019年3月期 ネン ガツキ		2,032

				2020年3月期 ネン ガツキ		2,790

				2021年3月期 ネン ガツキ		5,300

				2022年3月期 ネン ガツキ		5,000

				【主要項目accmQ3・Q4比較】 シュヨウ コウモク ヒカク

						2019年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2020年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2021年３月期 ネン ガツキ

						4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ

				EBITDA		309,555,924		184,721,651		442,957,403		418,463,968		759,300,724		440,699,276

				純利益 ジュンリエキ		111,185,930		141,956,068		140,281,451		307,286,373		182,517,361		317,482,639

				経常利益 ケイジョウリエキ		130,865,229		77,569,024		212,798,855		291,443,304		371,714,033		308,285,967

				営業利益 エイギョウ リエキ		140,423,641		116,520,700		217,974,657		305,362,244		389,863,943		310,136,057

				売上高 ウリアゲダカ		1,419,304,296		613,228,208		1,723,240,049		1,067,580,624		2,754,198,879		1,245,801,121

												861,421,371				1,200,000,000

												447,567,824				500,000,000

												504,242,159				680,000,000

												523,336,901				700,000,000

												2,790,820,673				4,000,000,000

										51%		49%		63%		37%

										31%		69%		37%		63%

										42%		58%		55%		45%

										42%		58%		56%		44%

										62%		38%		69%		31%





				サブスクリプション売上推移 ウリアゲ スイイ

								Quarterly						Accumulated

								ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ		ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ

				2020年３月期 ネン ガツキ		Q１		15,029,854		207,066,074		222,095,928		15,029,854		207,066,074		222,095,928

						Q２		16,661,985		204,994,768		221,656,753		31,691,839		412,060,842		443,752,681

						Q３		19,801,773		214,482,224		234,283,997		51,493,612		626,543,066		678,036,678

						Q４		23,521,894		406,425,543		429,947,437		75,015,506		1,032,968,609		1,107,984,115

				2021年３月期 ネン ガツキ		Q１		27,829,300		409,493,944		437,323,244		27,829,300		409,493,944		437,323,244

						Q２		36,522,387		459,654,171		496,176,558		64,351,687		869,148,115		933,499,802

						Q３		47,641,646		479,420,480		527,062,126		111,993,333		1,348,568,595		1,460,561,928

						Q４







2019年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	309555924	111185930	130865229	140423641	1419304296	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	613228208	











2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	1681	2032	2790	5300	5000	



四半期別サブスクリプション売上推移



ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	207066074	204994768	214482224	406425543	409493944	459654171	479420480	ﾒﾃﾞｨｱ課金	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	15029854	16661985	19801773	23521894	27829300	36522387	47641646	







2020年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	442957403	140281451	212798855	217974657	1723240049	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	1067580624	









2021年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	2754198879	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利	益	営業利益	売上高	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	1245801121	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	309555924	111185930	130865229	140423641	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	



百万





2019年3月期



4月～12月	売上高	1419304296	１月～３月	売上高	613228208	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	442957403	140281451	212798855	217974657	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	



百万円





4月～12月	

売上高	1723240049	１月～３月	

売上高	1067580624	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	



百万円





4月～12月	

売上高	2754198879	１月～３月	

売上高	1245801121	











ENG→





PL,SEG (ENG)



																										（JPY in million）										（JPY in million）														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　SOLUTION		989		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　Operating Profit		110		256		523		+103.7%		700		+33.8%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　MEDIA		141		294		545		+85.3%		545		－				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		-4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　SOLUTION		237		340		409		+20.2%		654		+59.7%				106		-1.7%		246		+130.8%				186		-1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　Adjustment　(2.)		(268)		(378)		(432)		－		(500)		－				(207)		－		(234)		－				(316)		－		(360)		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　Ordinary Profit		71		208		504		+141.9%		680		+34.9%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　Profit attributable to Parent Company		(200)		253		447		+76.8%		500		+11.7%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　EBITDA　(3.)		291		494		861		+74.3%		1,200		+39.3%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%



				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　Elimination of inter-segment and unallocable operating expenses

				　３．　Calculation formula of EBITDA is Operating income+depreciation+amortization of goodwill

				　４．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started 

				　　　　in FY2020Q4.

				　５．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　６．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.





																										（JPY in million）										（JPY in million）

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　Ad revenue		691		862		1,235		+43.3%		1,235		－				585		+49.1%		574		-1.9%				852		+36.2%		846		-0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　Subscription revenue		20		50		75		+47.2%		115		+53.7%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　Others		51		40		40		-0.1%		－		－				28		+31.4%		16		-43.7%				35		+14.7%		23		-34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　SOLUTION		917		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Subscription revenue		690		782		1,032		+32.1%		2,000		+93.6%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115

tc={A087FEC0-65BB-4A02-AA03-1721E4142B5F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　Initial  revenue		227		296		416		+40.1%		648		+55.9%				44		-49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



																																												TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in the 3rd quarter, and the contribution to the P/L started

				　　　　 in FY2020Q4.

				　３．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　４．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.







BS (ENG)

																						（JPY in million）																		（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2019		FY2021 Q2				FY2021 Q3														2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Non-Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes												（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　Current assets		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		-12.1%		2,310		-15.0%												1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　(Cash and deposit)		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		-13.3%		1,656		-19.8%												1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　Non‐current assets		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%												1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　Assets		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%												3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　Current Liabilities		1,079		1,256		560		958		768		744		-3.1%		740		-3.7%												466		△51.3%		520		△45.7%

				　Non-Current Liabilities		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%												245		△12.8%		184		△34.5%

				　Liabilities		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%												712		△42.6%		704		△43.2%

				　Capital stock		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%												1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　Capital surplus		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		-5.6%		3,560		-5.5%												3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　Retained earnings		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		(2,453)		(2,005)		(1,874)		－		(1,823)		－												△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　Others		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%												0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　Non-controlling interests						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%

				　Net assets		775		839		918		2,686		3,770		3,734		-1.0%		3,818		+1.3%												2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　１．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.

				　２．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　３．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.









fixed expenses(ENG)

				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																														主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																				（JPY in million）														（JPY in million）																単位：円 タンイ エン

						Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020		Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q1		FY2021 Q1 						FY2020 Q2		FY2021 Q2				FY2020 Q3		FY2021 Q3																				2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Consolidated		Changes																		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン

				Non-Consolidated		899		1,123		1,317		194				265		287		22				540		585		44		828		902		73																単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833

				Personnel expenses		577		645		732		87				155		157		1				318		321		3		485		494		9																人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007				※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等 キ ゼンキヒ ジンケンヒ シュッコウ サイヨウ ヒ トウ コ マン リョヒ コウツウヒ マン ゲン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シサンカ マン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シュッコウ マン トウ

				Office･Tax and public dues・others		84		166		192		26				39		43		3				79		86		6		118		132		14																オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129

				Depreciation（Cost of Sales + SGA）		196		271		352		80				59		76		17				122		157		34		194		243		49						←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429		80,538,619		←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ		59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697

				Depreciation（Amortization related to M&A）		40		40		40		-				10		10		-				20		20		-		30		30		-																減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0

				Consolidated subsidiary		-		247		996		749				-		200		200				-		435		435		-		697		697																子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971

				Depreciation		-		6		32		26				-		7		7				-		15		15		-		24		24																減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539

				Depreciation（Amortization related to M&A）		-		19		76		57				-		19		19				-		45		45		-		70		70																減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799

				Other fixed costs		-		221		887		665				-		173		173				-		374		374		-		602		602																その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633

				Consolidated total		899		1,370		2,314		943				265		487		222				540		1,021		480		828		1,599		770																連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804



				　１．　Personnel expenses include payroll related expenses including salary, legal welfare expenses, retirement benefit costs, recruiting costs and travel/transportation costs. 

				　２．　Depreciation (Amortization related to M&A) includes depreciation goodwill, customer-related intangible assets and technological assets.

				　３．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.																																														※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　４．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.





						チェック

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1209

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		943

						利益増 リエキ ゾウ		267		177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		89

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		7.4%





Sheet2

				2021年３月期連結開示数値サマリー ネン ガツキ レンケツ カイジ スウチ																																																																																														※単体数値、連結調整はグループ化で非表示 タンタイ スウチ レンケツ チョウセイ カ ヒヒョウジ																																																																																																																								※単体数値、連結調整はグループ化で非表示 タンタイ スウチ レンケツ チョウセイ カ ヒヒョウジ

				単位：円　P/L タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										連結 レンケツ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2,790,820,673		0		4,205,799,114		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1,410,253,183		2		2,306,050,976		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1,380,567,490		(2)		1,899,748,138		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,567,492				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				857,230,589		(2)		1,232,914,888		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				523,336,901		0		666,833,251		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		418,310,262		861,267,665		180,295,746		287,675,652		354,897,718		467,297,093		1,290,166,209		+50%				861,421,371		153,706		1,197,064,129		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		123,418,693		46,475,086		256,238,416		(7,821,933)		861,267,665				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				69,160,038		39,523,000		71,612,707		77,459,702		112,038,167		98,177,784		147,003,074		79,903,032		127,991,612		125,809,584		137,608,114		203,879,395		1,290,166,209

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3,376,633		0		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)				(9,099)		14,999		302,189				2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220										0				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		10,403		816,403		313,503		0		3,376,633																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				22,471,375		0		13,357,589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336				777,120		812,319		649,014				804,437		688,844		912,192				1,394,200		1,302,469		4,234,359				14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000				2,000,000		8,000,000				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		7,442,041		1,343,397		6,273,811		0		22,471,375				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				504,242,159		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		8,722,271		211,217,035		(7,821,933)		504,242,159				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40,770,651		0		0		TRUE																														28,408,686		12,361,965				40,770,651										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				50,885,288		0		0		TRUE																																50,885,288				50,885,288										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				494,127,522		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		37,130,957		172,693,712		(7,821,933)		494,127,522				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				27,738,725		0		259,749,127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641				427,666		427,666		(73,658,876)				(286,140)								28,622,936		28,622,936								(598,071)		(598,071)				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(45,634,011)		0		27,738,725								20,353,645						30,711,813						60,170,960						86,718,942		197,955,360								2,874,318						25,650,551						16,969,935						28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				18,820,973		0		49,228,427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184
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コメント:
    実績差額計上		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,799,510		(332,721)		2,354,184		0		18,820,973																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				親会社株主に帰属する当期純損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				19,136,994		68,753,565		52,390,892		307,286,373		447,567,824		28,458,721		73,575,039		117,671,245		181,006,152		400,711,157		-10%				447,567,824		0		344,498,108		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		62,098,755		37,036,012		215,973,539		(7,821,933)		447,567,824				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				31,848,737		1,561,815		(4,951,831)		27,724,387		51,728,633		(5,877,981)		90,453,338		33,356,814		(6,138,907)		72,547,064		78,343,451		30,115,638		400,711,157



						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		69,578,651		73,597,758		81,806,337		112,948,018		337,930,764		123,164,294		139,098,214		147,045,580		151,696,774		561,004,862		+66%				338,084,470		153,706		530,230,879		FALSE				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				4,725,340		4,724,142		4,778,924						3,585,436		3,585,436		4,046,232						22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		36,661,124		37,225,821		39,061,073		0		337,930,764				32,007,033		32,283,670		32,463,832		37,193,807		37,532,844		37,961,805		38,043,368		40,197,429		40,645,024		40,486,902		40,476,402		42,573,712		451,865,825				4,756,998		4,757,008		3,715,332		3,715,332		3,715,332		3,715,332		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		50,167,327				4,046,255		4,046,245		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		58,971,710				40,810,286		41,086,923		41,267,085		45,997,060		46,336,097		46,765,058		47,429,954		49,584,015		50,031,610		49,873,488		49,862,988		51,960,298		490,782,094

						　PT+のれん償却費（買収前取得分） ショウキャク ヒ バイシュウ マエ シュトク ブン																																																																								2,798,452		2,798,452		2,337,656																																																																																2,337,633		2,337,643		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		17,634,946

						　PT+のれん償却費（PPA前概算） ショウキャク ヒ マエ ガイサン																																																																								6,383,888		6,383,888		6,383,888																																																																																6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888



				2021年３月期セグメント別予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ヨサン スウチ

				単位：円　セグメント タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										連結 レンケツ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

				メディア				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760				108,141,732		110,444,918		132,728,703				102,657,471		97,006,331		93,867,520				115,821,750		100,860,932		194,742,191				1,351,207,354										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

				ソリューション				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813				71,913,312		67,783,168		108,671,288				73,127,696		94,888,148		158,607,882				91,108,607		80,121,184		184,611,840				1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				メディア				137,566,958		157,360,437		137,948,641		159,763,161		592,639,197		145,544,281		156,955,827		163,372,672		171,104,781		636,977,561		+7%				595985499.876806		FALSE		658105398.812		FALSE				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429				592,639,197										0				0		0		0		0				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429		0		592,639,197				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561

				ソリューション				131,977,948		138,513,721		205,629,160		341,493,155		817,613,984		338,802,383		421,661,430		433,449,046		474,981,445		1,668,894,303		+104%				831527620.099992		FALSE		1647945576.764		FALSE				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		53,788,814		52,015,651		61,434,083				643,359,377				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		110,832,764		122,707,856		107,952,535		0		817,613,984				57,941,232		62,340,604		59,734,574		77,998,535		68,671,840		67,050,101		98,766,285		70,462,902		79,299,720		81,367,743		79,807,081		119,525,773		922,966,390				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				119,053,152		126,631,028		93,118,203		146,480,605		137,097,843		138,082,982		167,729,541		138,836,270		126,883,235		149,824,939		148,260,994		176,895,512		1,668,894,303

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				メディア				157,368,848		193,954,916		155,582,681		242,161,712		749,068,157		180,565,088		180,907,132		188,433,242		222,844,731		772,750,193		+3%				763921052.123194		FALSE		744500319.841442		FALSE				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196				56,480,200		47,851,679		48,910,508				68,154,474		50,773,476		132,733,762				753,974,695				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196		0		56,480,200		47,851,679		48,910,508		0		68,154,474		50,773,476		123,233,762				744,474,695				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193

				ソリューション				76,488,126		109,854,047		120,994,566		324,162,596		631,499,335		160,948,442		270,392,661		309,023,683		392,762,771		1,133,127,557		+79%				613974362.733342		FALSE		1155247818.40856		FALSE				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313				26,341,555		34,554,883		62,438,422				37,319,793		28,105,533		123,177,757				500,161,208				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		7,594,445		3,783,335				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313		0		26,341,555		34,554,883		62,438,422		0		100,894,479		40,663,014		182,605,103				635,720,721				39,847,169		32,743,631		31,741,465		52,317,843		43,183,138		51,028,881		92,108,720		55,268,103		64,453,285		71,238,662		65,512,324		125,469,832		724,913,053				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				42,315,618		35,307,316		83,325,508		77,232,954		97,958,132		95,201,575		132,488,967		59,283,839		117,250,877		94,652,208		108,325,932		189,784,631		1,133,127,557

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ												0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0																												0																												0																												0																												0

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,135,903				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,195,416				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				メディア				59,713,317		52,521,104		46,465,746		53,895,263		212,595,430		55,797,537		59,077,388		56,297,995		58,598,595		229,771,515		+8%				207583140.546473		FALSE		229950182		FALSE										59,713,317								52,521,104								46,465,746								53,895,263		212,595,430										0				0		0		0		0				0		0		0		59,713,317		0		0		0		52,521,104		0		0		0		46,465,746								53,895,263		212,595,430				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

tc={CF863674-D8C4-47C7-B3BC-C2F58B9AC11F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    販管費の構成比（過年度）
メディア：ソリューション：全社共通

1703期連結　23.1%　31.9%　44.9%
1803期連結　19.6%　26.4%　54.0%
1903期単体　23.2%　21.6%　55.2%
2003期単体　26.1％　19.6％　54.3％

平均（直近２期）
24.7%	20.6%	54.8%		

tc={49C4360C-8702-4E01-96D6-29A51E2F48AC}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    実績差額計上																																																																																														0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

				ソリューション				38,540,463		41,004,498		41,065,510		91,768,818		212,379,289		108,061,860		116,037,810		111,703,122		114,835,623		450,638,415		+112%				226802727.165203		FALSE		506272311.658889		FALSE										38,540,463								41,004,498								41,065,510								36,135,262		156,745,733				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,140,677		5,500,439				0		0		0		38,540,463		0		0		0		41,004,498		0		0		0		41,065,510								91,768,818		212,379,289				14,492,239		15,626,253		16,751,441		17,586,656		14,951,096		17,087,254		15,583,149		15,105,503		16,601,666		15,687,877		15,276,521		18,258,420		193,008,075				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				35,422,230		35,762,021		36,877,609		39,450,174		35,836,864		40,750,772		36,446,667		35,991,271		39,265,184		36,551,395		37,162,289		41,121,938		450,638,415

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				103,091,269		104,284,077		109,582,544		115,297,983		432,255,873		120,522,681		127,607,157		121,603,670		126,572,965		496,306,473		+15%				425856154.13721		FALSE		496692394		FALSE										103,091,269								104,284,077								109,582,544								115,396,983		432,354,873										0				0		0		(99,000)		(99,000)				0		0		0		103,091,269		0		0		0		104,284,077		0		0		0		109,582,544								115,297,983		432,255,873				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473

				販売費管理費 ハンバイヒカンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				メディア				97,655,531		141,433,812		109,116,935		188,266,449		536,472,728		124,767,551		121,829,744		132,135,247		164,246,136		542,978,678		+1%				556337911.576721		FALSE		514550137.841442		FALSE										97,655,531								141,433,812								109,116,935								197,766,449		545,972,728				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				0		0		0		97,655,531		0		0		0		141,433,812		0		0		0		109,116,935								188,266,449		536,472,728				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678

				ソリューション				37,947,663		68,849,549		79,929,056		232,393,778		419,120,046		52,886,582		154,354,851		197,320,562		277,927,148		682,489,143		+63%				387171635.568138		FALSE		648975506.749671		FALSE										37,947,663								68,849,549								79,929,056								152,467,821		339,194,089				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		5,453,768		(1,717,104)				0		0		0		37,947,663		0		0		0		68,849,549		0		0		0		79,929,056								232,393,778		419,120,046				25,354,930		17,117,378		14,990,024		34,731,187		28,232,042		33,941,627		76,525,571		40,162,600		47,851,619		55,550,785		50,235,803		107,211,412		531,904,978				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				6,893,388		(454,705)		46,447,899		37,782,780		62,121,268		54,450,803		96,042,300		23,292,569		77,985,693		58,100,813		71,163,643		148,662,693		682,489,143

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				(103,091,269)		(104,284,077)		(109,582,544)		(115,297,983)		(432,255,873)		(120,522,681)		(127,607,157)		(121,603,670)		(126,572,965)		(496,306,473)		─'%'				-425856154.13721		FALSE		-496692394		FALSE										(103,091,269)								(104,284,077)								(109,582,544)								(115,396,983)		(432,354,873)				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		(103,091,269)		0		0		0		(104,284,077)		0		0		0		(109,582,544)								(115,297,983)		(432,255,873)				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)

				営業損益 エイギョウ ソンエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(0)		0		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期セグメント別売上予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ウリアゲ ヨサン スウチ												0.8364467085

				単位：千円　セグメント タンイ センエン												2,334,372,766																										ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										ミンカブ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						広告収入 コウコク シュウニュウ		273,687,144		311,929,996		267,207,115		373,564,396		1,226,388,651		292,335,635		299,564,908		309,110,543		345,772,512		1,246,783,598		+2%				1234486703		FALSE		1237954072.9		FALSE				85,352,936		87,475,195		100,859,013				99,630,678		103,051,321		109,247,997				94,708,632		88,482,522		84,015,961				106,926,743		91,390,335		184,747,318				1,235,888,651										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				85,352,936		87,475,195		100,859,013		0		99,630,678		103,051,321		109,247,997		0		94,708,632		88,482,522		84,015,961		0		106,926,743		91,390,335		175,247,318		0		1,226,388,651				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598

						課金収入 カキン シュウニュウ		15,029,854		16,661,985		19,801,773		23,521,894		75,015,506		27,269,234		31,740,051		35,789,371		40,728,000		135,526,656		+81%				74404147		FALSE		136454856.753442		FALSE				4,775,018		5,063,685		5,191,151				5,441,573		5,547,792		5,672,620				6,191,849		6,494,210		7,115,714				7,351,016		7,676,160		8,494,718				75,015,506										0				0		0		0		0				4,775,018		5,063,685		5,191,151		0		5,441,573		5,547,792		5,672,620		0		6,191,849		6,494,210		7,115,714		0		7,351,016		7,676,160		8,494,718		0		75,015,506				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656

						その他 タ		6,218,808		22,723,372		6,522,434		4,838,583		40,303,197		6,504,500		6,558,000		6,906,000		7,449,000		27,417,500		-32%				51015702		FALSE		28196789		FALSE				2,146,444		1,971,768		2,100,596				3,069,481		1,845,805		17,808,086				1,756,990		2,029,599		2,735,845				1,543,991		1,794,437		1,500,155				40,303,197										0				0		0		0		0				2,146,444		1,971,768		2,100,596		0		3,069,481		1,845,805		17,808,086		0		1,756,990		2,029,599		2,735,845		0		1,543,991		1,794,437		1,500,155		0		40,303,197				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				メディア事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		194,742,191		0		1,351,207,354				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

						ストック収入 シュウニュウ		207,066,074		204,994,768		214,482,224		406,425,543		1,032,968,609		428,773,825		488,706,875		548,024,729		585,886,216		2,051,391,645		+99%				1037266445.83333		FALSE		2069276184.17256		FALSE				68,183,778		69,194,483		69,687,813				68,750,312		67,453,168		68,791,288				69,647,696		72,243,646		72,590,882				79,208,607		79,941,184		83,714,340				869,407,197				53,929,999		53,279,052		56,352,361		163,561,412				0		0		0		0				68,183,778		69,194,483		69,687,813		0		68,750,312		67,453,168		68,791,288		0		69,647,696		72,243,646		72,590,882		0		133,138,606		133,220,236		140,066,701		0		1,032,968,609				86,038,401		86,084,235		89,376,039		99,216,378		103,129,978		107,650,978		114,975,005		122,881,005		124,628,005		129,356,405		132,769,405		134,495,605		1,330,601,439				54,525,369		55,234,110		58,115,672		58,655,180		59,857,786		61,396,575		60,893,502		62,498,105		63,349,107		62,297,742		62,933,520		65,233,538		724,990,206				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				140,563,770		141,118,345		147,091,711		157,471,558		162,587,764		168,647,553		175,468,507		184,979,110		187,577,112		191,254,147		195,302,925		199,329,143		2,051,391,645

						スポット（一時）売上 イチジ ウリアゲ		1,400,000		43,373,000		112,141,502		259,230,208		416,144,710		70,977,000		203,347,215		194,448,000		281,858,000		750,630,215		+80%				408235537		FALSE		733917211		FALSE				0		1,400,000		0				3,163,000		330,000		39,880,000				3,480,000		22,644,502		86,017,000				11,900,000		180,000		100,897,500				269,892,002				66,688,637		29,970,634		60,093,437		156,752,708				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				0		1,400,000		0		0		3,163,000		330,000		39,880,000		0		3,480,000		22,644,502		86,017,000		0		78,588,637		30,150,634		150,490,937		0		416,144,710				11,750,000		9,000,000		2,100,000		31,100,000		8,725,000		10,428,004		75,900,000		2,850,000		19,125,000		23,250,000		12,550,000		110,500,000		317,278,004				9,055,000		11,820,000		27,252,000		35,142,000		63,743,211		54,209,000		48,850,000		10,291,000		37,432,000		29,973,000		48,734,000		56,851,000		433,352,211				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,805,000		20,820,000		29,352,000		66,242,000		72,468,211		64,637,004		124,750,000		13,141,000		56,557,000		53,223,000		61,284,000		167,351,000		750,630,215

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ソリューション事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		91,108,607		80,121,184		184,611,840		0		1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				合計 ゴウケイ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(0)		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期会社別サマリー ネン ガツキ カイシャ ベツ

				単位：円　P/L タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ																																														ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ																																														2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		503,401,880		599,683,121		620,155,048		767,266,504		2,490,506,553		610,458,044		698,113,297		812,164,929		936,870,927		3,057,607,197		+23%				2507810165		FALSE		3058356186.65344		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553										0										0																																				0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197																												0																												0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197

						Prop Tech plus								320,314,120		320,314,120		216,002,150		333,003,752		283,313,714		326,022,801		1,158,342,417		+262%				317598369.833333		FALSE		1160642927.17256		FALSE																																				0				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120										0																																				0																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(20,000,000)		(20,000,000)		(600,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(4,200,000)		─'%'				-20000000		TRUE		-13200000		FALSE																																				0										0				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)																																				0																												0																												0				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		269,544,906		295,874,158		343,577,801		327,001,709		1,235,998,574		325,560,691		370,676,303		411,901,579		451,805,378		1,559,943,951		+26%				1254145399		FALSE		1583934610.73617		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574										0										0																																				0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951																												0																												0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951

						Prop Tech plus								188,537,942		188,537,942		153,737,308		202,536,289		179,659,474		189,164,183		725,097,253		+285%				173367720.976798		FALSE		724152364.839835		FALSE																																				0				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942										0																																				0																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,283,335)		(14,283,335)		5,048,665		5,404,665		5,260,665		5,116,665		20,830,660		─'%'				0		FALSE		-2036000		FALSE																																				0										0				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)																																				0																												0																												0				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		233,856,974		303,808,963		276,577,247		440,264,795		1,254,507,979		284,897,353		327,436,994		400,263,350		485,065,549		1,497,663,246		+19%				1253664766		FALSE		1474421575.91728		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246

						Prop Tech plus		0		0		0		131,776,178		131,776,178		62,264,842		130,467,464		103,654,240		136,858,618		433,245,164		+229%				144230648.856536		FALSE		436490562.332726		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(5,716,665)		(5,716,665)		(5,648,665)		(6,604,665)		(6,460,665)		(6,316,665)		(25,030,660)		─'%'				-20000000		FALSE		-11164000		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		201,345,049		197,809,678		197,113,800		205,427,508		801,696,035		223,190,151		236,309,551		225,191,982		234,394,379		919,086,063		+15%				793874102.339588		FALSE		919800727.583333		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035										0										0																																				0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063																												0																												0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063

						Prop Tech plus								50,133,117		50,133,117		53,944,258		57,081,793		55,081,793		56,281,793		222,389,638		+344%				50763275.5092979		FALSE		235613454.075556		FALSE																																				0				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117										0																																				0																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								5,401,439		5,401,439		7,247,669		9,331,011		9,331,011		9,331,011		35,240,702		+552%				15604644		FALSE		77500706		FALSE																																				0										0				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439																																				0																												0																												0				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		32,511,925		105,999,285		79,463,447		234,837,287		452,811,944		61,707,202		91,127,444		175,071,368		250,671,170		578,577,183		+28%				459790663.660412		FALSE		554620848.333942		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183

						Prop Tech plus		0		0		0		81,643,061		81,643,061		8,320,584		73,385,670		48,572,447		80,576,825		210,855,526		+158%				93467373.3472378		FALSE		200877108.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(11,118,104)		(11,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-35604644		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		102,090,576		179,597,043		161,269,784		322,339,795		765,297,198		158,461,736		203,815,899		293,957,188		374,208,185		1,030,443,008		+35%				774619536.660412		FALSE		1006486673.20394		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				0		0		0		0				0		0		0		0				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008

						Prop Tech plus								95,871,467		95,871,467		21,549,923		84,531,667		61,468,443		93,472,821		261,022,853		+172%				107732055.347238		FALSE		251044435.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,725,340		4,724,142		4,778,924		0		14,228,406				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,129,406)		(14,129,406)		(12,945,251)		(11,817,909)		(13,423,909)		(13,279,909)		(51,466,979)		─'%'				-34264682		FALSE		-60466979		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,139,904)		(1,138,706)		(732,692)		0		(3,011,302)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				(4,644,969)		(4,828,979)		(3,471,303)		(3,955,303)		(3,939,303)		(3,923,303)		(4,490,636)		(4,474,636)		(4,458,636)		(4,442,636)		(4,426,636)		(4,410,636)		(51,466,979)

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		404,081,856		847,039,259		167,066,408		276,529,656		342,001,722		454,401,097		1,239,998,882		+46%				848086910.007649		FALSE		1197064129.46111		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		31,935,784		32,501,679		34,282,149		0		323,702,358				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				64,403,040		34,765,992		67,897,375		73,744,370		108,322,835		94,462,451		142,704,409		75,604,367		123,692,946		121,510,918		133,309,449		199,580,730		1,239,998,882

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		405,022		(356,589)		2,187,891		308,089		2,544,413		0		0		0		0		0		─'%'				2242224		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								832,220		832,220		0		0		0		0		0		─'%'				820906		FALSE		0		TRUE																																				0				19,502		801,404		11,314		832,220										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3063130		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		2,768,200		2,238,453		2,405,473		6,931,028		14,343,154		3,553,930		3,379,405		3,154,339		2,902,766		12,990,440		-9%				12940576		FALSE		12990440		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154										0										0																																				0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440																												0																												0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440

						Prop Tech plus								128,221		128,221		108,246		98,383		86,917		73,603		367,149		+186%				126988		FALSE		367149		TRUE																																				0				47,841		40,928		39,452		128,221										0																																				0																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								8,000,000		8,000,000		0		0		0		0		0		─'%'				5550400		FALSE		0		TRUE																																				0										0				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				18617964		FALSE		13357589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		228,214,348		441,013,203		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+28%				449092311.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				502098559.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		218,099,711		430,898,566		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+31%				489862962.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				542869210.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		11,011,753		34,650,678		26,854,973		(72,803,544)		(286,140)		20,353,645		30,711,813		60,170,960		86,718,942		197,955,360		─'%'				28899790.042659		FALSE		189570642		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)										0										0																																				0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360																												0																												0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360

						Prop Tech plus								28,622,936		28,622,936		2,874,318		25,650,551		16,969,935		28,176,128		73,670,932		+157%				24622250		FALSE		70178485		FALSE																																				0				0		0		28,622,936		28,622,936										0																																				0																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(598,071)		(598,071)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(7,920,000)		─'%'				0		FALSE		0		FALSE																																				0										0				0		0		(598,071)		(598,071)																																				0																												0																												0				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				53522040.042659		FALSE		259749127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)				0		0		28,622,936		28,622,936				0		0		(598,071)		(598,071)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		19,136,994		68,753,565		52,390,892		290,903,255		431,184,706		37,799,627		57,036,226		111,746,069		161,049,462		367,631,383		-15%				460963172.617753		FALSE		352059766.333942		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383

						Prop Tech plus		0		0		0		53,724,124		53,724,124		5,338,020		47,636,736		31,515,595		52,327,094		136,817,445		+155%				69539041.3472378		FALSE		130331474.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(37,341,006)		(37,341,006)		(14,678,926)		(31,097,923)		(25,590,419)		(32,370,404)		(103,737,672)		─'%'				-60429818		FALSE		-137893133		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)

				親会社株主に帰属する当期純損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				19,136,994		68,753,565		52,390,892		307,286,373		447,567,824		28,458,721		73,575,039		117,671,245		181,006,152		400,711,157		-10%				470072395.96499		FALSE		344498107.591112		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				31,848,737		1,561,815		(4,951,831)		27,724,387		51,728,633		(5,877,981)		90,453,338		33,356,814		(6,138,907)		72,547,064		78,343,451		30,115,638		400,711,157

								0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0						0				0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(0)		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								0		0		0		(14,228,406)		(14,228,406)		(13,229,338)		(11,145,996)		(12,895,996)		(12,895,996)		(50,167,327)						0				0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(4,756,998)		(4,757,008)		(3,715,332)		(3,715,332)		(3,715,332)		(3,715,332)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(50,167,327)

																																																																																																																																						 







本資料の無断転載・複写を禁じます
Copyright MINKABU THE INFONOID, Inc.

balance sheet items
04 APPENDIX

43

（単位：百万円 / ％）

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末

（単体） （連結） （連結） 前期末比

　流動資産 2,395 2,717 2,875 +5.8% 

　　うち　現金及び預金 2,045 2,063 1,847 △10.5% 

　固定資産 1,530 3,149 4,114 +30.6% 

　資産合計 3,926 5,866 6,989 +19.1% 

　流動負債 958 768 1,251 +62.8% 

　固定負債 281 1,327 1,523 +14.7% 

　負債合計 1,239 2,096 2,774 +32.3% 

　資本金 1,558 1,742 1,762 +1.1% 

　資本剰余金 3,581 3,766 3,565 △5.3% 

　利益剰余金 △ 2,453 △ 2,005 △ 1,441 －

　その他 0 10 29 +190.6% 

　非支配株主持分 － 256 298 +16.5% 

　純資産合計 2,686 3,770 4,215 +11.8% 

　※１　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。

　※２　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、

　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。

　※３　百万円未満切り捨て


PL,SEG



																																																		（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期  ネン ガツ キ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ										2019年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2020年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク				2021年3月期 実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク				2022年3月期 開示計画 ネン ガツ キ カイジ ケイカク						2019年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結）				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　売上高 ウリアゲ ダカ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,300		+27.4%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%		5,300,000,000		+27.4%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　メディア		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,100		+36.8%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%		2,100,000,000		+36.8%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　ソリューション		989		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,200		+21.4%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%		3,200,000,000		+21.4%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		0		─%				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%		(11,478,039)		─%		(21,360,000)		─%				─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(1,200,000)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　営業利益 エイギョウ リエキ		110		256		523		+103.7%		759		+45.1%		1,000		+31.7%				32		+152.7%		116		+259.0%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%		759,502,828		+45.1%		900,203,573		+18.5%		1,000,000,000		+31.7%				12,864,205		32,511,925		+152.7%		116,705,088		+259.0%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　メディア		141		294		545		+85.3%		530		△2.8%		700		+31.9%				97		+39.4%		157		+61.5%				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		△4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%		530,904,014		△2.8%		668,742,341		+26.0%		700,000,000		+31.9%				70,030,880		97,655,531		+39.4%		157,748,068		+61.5%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　ソリューション		237		340		409		+20.2%		738		+80.2%		950		+28.7%				37		+5.1%		69		+84.2%				106		△1.7%		246		+130.8%				186		△1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%		738,039,746		+80.2%		904,874,499		+22.6%		950,000,000		+28.7%				36,122,562		37,947,663		+5.1%		69,911,876		+84.2%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　調整額　※２ チョウセイ ガク		△ 268		△ 378		△ 432		－		△ 509		－		△ 650		─%				△ 103		－		△ 110		－				△ 207		－		△ 234		－				△ 316		－		△ 360		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%		(509,440,932)		─%		(673,413,268)		─%		(650,000,000)		─%				(93,289,237)		(103,091,269)		─%		(110,954,856)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　経常利益 ケイジョウ リエキ		71		208		504		+141.9%		734		+45.6%		900		+22.6%				30		+114.8%		106		+253.5%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%		734,276,561		+45.6%		866,873,303		+18.1%		900,000,000		+22.6%				14,037,145		30,148,747		+114.8%		106,563,882		+253.5%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		△ 200		253		447		+76.8%		564		+26.1%		700		+24.0%				19		+128.8%		67		+253.2%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%		564,497,581		+26.1%		697,947,177		+23.6%		700,000,000		+24.0%				8,362,295		19,136,994		+128.8%		67,588,780		+253.2%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　EBITDA　※３		291		494		861		+74.3%		1,280		+48.6%		1,680		+31.2%				102		+60.8%		230		+125.6%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%		1,280,309,122		+48.6%		1,587,583,676		+24.0%		1,680,000,000		+31.2%				63,497,709		102,090,576		+60.8%		230,324,983		+125.6%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%

																																																																								687,380,103

				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ

				　※２　セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用 カン トリヒキ ショウキョ オヨ カク ホウコク ハイブン ゼンシャ ヒヨウ

				　※３　EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額） エイギョウ リエキ ゲンカ ショウキャク ヒ ショウキャク ガク

				　※４　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※５　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※６　百万円未満切り捨て



																																								（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2020年3月期 Q3				2021年3月期 Q3										2019年3月期実績		2020年3月期実績				2021年3月期 計画				2021年3月期 実績				2022年3月期 計画				2022年3月期 開示計画						2019年3月期 Q1		2020年3月期 Q1				2021年3月期 Q1						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　メディア事業 ジギョウ		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,100		+36.8%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%		2,100,000,000		+36.8%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　広告収入 コウコク シュウニュウ		691		862		1,235		+43.3%		1,335		+8.1%		1,600		+19.8%				273		+40.1%		318		+16.3%				585		+49.1%		574		△1.9%				852		+36.2%		846		△0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'		1,335,429,128		+8.1%		1,711,602,738		+28.2%		1,600,000,000		+19.8%				195,404,657		273,687,144		+40.1%		318,373,600		+16.3%				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　課金収入 カキン シュウニュウ		20		50		75		+47.2%		166		+121.7%		500		+200.6%				15		+28.9%		27		+85.2%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%		166,314,360		+121.7%		551,145,625		+231.4%		500,000,000		+200.6%				11,657,612		15,029,854		+28.9%		27,829,300		+85.2%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　その他 タ		51		40		40		△0.1%		33		△17.4%		0		△100.0%				6		△43.6%		8		+37.0%				28		+31.4%		16		△43.7%				35		+14.7%		23		△34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%		33,277,365		△17.4%		25,200,000		△24.3%				△100.0%				11,024,297		6,218,808		△43.6%		8,521,060		+37.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　ソリューション事業 ジギョウ		917		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,200		+21.4%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%		3,200,000,000		+21.4%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　ストック収入 シュウニュウ		690		782		1,032		+32.1%		1,859		+80.0%		2,300		+23.7%				207		+13.4%		409		+97.8%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%		1,859,705,624		+80.0%		2,309,362,895		+24.2%		2,300,000,000		+23.7%				182,546,795		207,066,074		+13.4%		409,493,944

tc={49F8D6C4-8613-403B-9804-37790B35C232}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+97.8%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　初期・一時売上 ショキ イチジ ウリアゲ		227		296		416		+40.1%		775		+86.4%		900		+16.0%				1		△95.3%		60		+4,193.3%				44		△49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%		775,614,289		+86.4%		946,445,724		+22.0%		900,000,000		+16.0%				29,946,250		1,400,000		△95.3%		60,105,753		+4,193.3%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		0		─%				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%		-11,478,039		─%		-21,360,000		─%				─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-1,200,000		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　合計 ゴウケイ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,300		+27.4%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%		5,300,000,000		+27.4%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ																																																						TRUE		TRUE				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　※２　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※３　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※４　百万円未満切り捨て





BS

																										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2017年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月末 ネン ガツ マツ		2019年3月末 ネン ガツ マツ		2020年3月末 ネン ガツ マツ		2020年9月末 ネン ガツ マツ				2020年12月末 ネン ガツ マツ				2021年3月末 ネン ガツ マツ						2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						（単体）		（連結）		（単体） タンタイ		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ				（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　流動資産 リュウドウ シサン		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		△12.1%		2,310		△15.0%		2,875		+5.8%				1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　うち　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		△13.3%		1,656		△19.8%		1,847		△10.5%				1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　固定資産 コテイ シサン		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%		4,114		+30.6%				1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　資産合計 シサン ゴウケイ		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%		6,989		+19.1%				3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　流動負債 リュウドウ フサイ		1,079		1,256		560		958		768		744		△3.1%		740		△3.7%		1,251		+62.8%				466		△51.3%		520		△45.7%

				　固定負債 コテイ フサイ		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%		1,523		+14.7%				245		△12.8%		184		△34.5%

				　負債合計 フサイ ゴウケイ		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%		2,774		+32.3%				712		△42.6%		704		△43.2%

				　資本金 シホンキン		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%		1,762		+1.1%				1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		△5.6%		3,560		△5.5%		3,565		△5.3%				3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		△ 2,453		△ 2,005		△ 1,874		－		△ 1,823		－		△ 1,441		－				△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　その他 タ		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%		29		+190.6%				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%		298		+16.5%

				　純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		775		839		918		2,686		3,770		3,734		△1.0%		3,818		+1.3%		4,215		+11.8%				2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　※１　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※２　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャ カ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※３　百万円未満切り捨て ヒャクマンエン ミマン キ ス









BS-DATA

																																																																						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス



				2020年3月期　単体決算　貸借対照表：千円 タイシャクタイショウヒョウ センエン																																																																																																		（金額単位：円） キンガク タンイ エン

																2017年3月末 ネン ガツ マツ				2018年3月末 ネン ガツ マツ				2019年3月末 ネン ガツ マツ						2019年6月末 ネン ガツ マツ						2019年9月末 ネン ガツ マツ						2019年12月末 ネン ガツ マツ						2020年3月末 ネン ガツ マツ						2020年6月末 ネン ガツ マツ						2020年9月末 ネン ガツ マツ						2020年12月末 ネン ガツ マツ						2021年3月末 ネン ガツ マツ								2017年3月末 ネン ガツ マツ		2017年3月末 ネン ガツ マツ		2018"年"3"月"		2019"年"3"月"		2019"年"6"月"		2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"3"月"		2020"年"6"月"		2020"年"9"月"		2020"年"12"月"		2021"年"3"月"

																前々々期末 ゼンゼン キマツ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末 ゼンゼン マツ		構成比 コウセイヒ		前期末 ゼンキ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末増減 ゼンゼン キ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン				単体 タンタイ		連結 レンケツ		単体（税効果表示改正適用） タンタイ ゼイ コウカ ヒョウジ カイセイ テキヨウ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

						現預金 ゲンヨキン								Cash and cash equivalents		1,267,307		45%		470,422		24%		2,045,173		52%		1,574,751		1,506,700		44%		-538,473		1,311,042		38%		-734,131		1,625,316		31%		-419,857		2,063,777		35%		18,604		1,982,722		33%		-62,451		1,789,910		30%		-273,867		1,656,172		27%		-133,739		1,847,041		26%		190,869		★		1,181,896,525		1,267,307,500		470,422,141		2,045,173,425		1,506,700,653		1,311,042,800		1,625,316,256		2,063,777,116		1,982,722,149		1,789,910,183		1,656,171,620		1,847,041,061

						売掛債権 ウリカケ サイケン								Trade receivables		210,760		7%		297,561		15%		305,040		8%		7,479		220,518		6%		-84,523		302,098		9%		-2,942		435,927		8%		130,887		550,606		9%		245,565		337,148		6%		32,108		441,763		7%		-108,842		466,681		8%		24,917		873,592		12%		406,911		★		249,951,981		210,760,552		297,561,808		305,040,844		220,518,254		302,098,512		435,927,381		550,606,045		337,148,880		441,763,810		466,680,615		873,592,067

						前払金/前払費用 マエバライ キン マエバライ ヒヨウ								Prepaid expenses/interests		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						仮払/未収消費税 カリバライ ミシュウ ショウヒゼイ								Consumption tax receivables		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金資産(短期) クリノ ゼイキン シサン タンキ								Deferred tax asset (short term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		49,582		2%		47,512		2%		45,663		1%		-1,849		68,692		2%		23,029		181,611		5%		135,948		123,882		2%		78,219		102,875		2%		57,212		121,648		2%		75,985		156,129		3%		53,254		187,273		3%		31,143		154,578		2%		-32,695		★		122,161,558		49,582,753		47,512,543		45,663,505		68,692,950		181,611,627		123,882,265		102,875,954		121,648,662		156,129,513		187,272,554		154,577,738

						流動資産 リュウドウ シサン								Current Asset		1,527,650		54%		815,496		41%		2,395,877		61%		1,580,381		1,795,911		53%		-599,966		1,794,752		52%		-601,125		2,185,125		42%		-210,752		2,717,259		46%		321,381		2,441,519		41%		45,642		2,387,803		40%		-329,456		2,310,125		38%		-77,679		2,875,211		41%		565,086				1,554,010,064		1,527,650,805		815,496,492		2,395,877,774		1,795,911,857		1,794,752,939		2,185,125,902		2,717,259,115		2,441,519,691		2,387,803,506		2,310,124,789		2,875,210,866

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン								Tangible fixed asset		35,247		1%		38,406		2%		89,325		2%		50,919		93,058		3%		3,733		94,410		3%		5,085		104,084		2%		14,760		95,846		2%		6,521		96,058		2%		6,733		95,310		2%		-536		84,062		1%		-11,248		70,063		1%		-13,999				11,722,541		35,247,090		38,406,525		89,325,292		93,058,439		94,410,042		104,084,842		95,846,215		96,058,514		95,310,464		84,062,075		70,063,207

								ソフトウェア(含仕掛) シカカリ						Software		533,542		19%		622,304		31%		877,186		22%		254,882		930,841		27%		53,655		995,909		29%		118,723		1,251,267		24%		374,080		1,255,712		21%		378,525		1,329,224		22%		452,037		1,404,167		24%		148,455		1,477,110		24%		72,943		1,545,156		22%		68,046				346,396,506		533,542,910		622,304,863		877,186,968		930,841,709		995,909,959		1,251,267,295		1,255,712,151		1,329,224,046		1,404,167,053		1,477,109,901		1,545,155,542

		 						顧客資産 コキャク シサン						CMient asset		229,872		8%		212,005		11%		194,138		5%		-17,867		189,671		6%		-4,467		185,204		5%		-8,934		180,737		3%		-13,400		513,554		9%		319,416		503,370		8%		309,233		493,187		8%		-20,367		483,004		8%		-10,183		472,820		7%		-10,183				75,207,528		229,872,639		212,005,369		194,138,101		189,671,284		185,204,467		180,737,650		513,554,166		503,370,682		493,187,199		483,003,715		472,820,231

								技術資産 ギジュツ シサン						Technology asset		123,576		4%		112,390		6%		101,204		3%		-11,186		98,408		3%		-2,796		95,611		3%		-5,593		92,815		2%		-8,389		90,018		2%		-11,186		87,222		1%		-13,982		84,425		1%		-5,593		81,630		1%		-2,796		78,833		1%		-2,796				27,938,400		123,576,412		112,390,574		101,204,738		98,408,279		95,611,820		92,815,361		90,018,902		87,222,443		84,425,984		81,629,525		78,833,066

								契約 ケイヤク						Contract asset		12,119		0%		─		0%		8,814		0%		8,814		8,400		0%		-413		7,987		0%		-826		7,574		0%		-1,239		7,161		0%		-1,653		6,748		0%		-2,066		6,335		0%		-826		5,922		0%		-413		5,509		0%		-413						12,119,429				8,814,129		8,400,966		7,987,803		7,574,640		7,161,477		6,748,314		6,335,151		5,921,988		5,508,825

								のれん						Goodwill		72,554		3%		62,744		3%		52,934		1%		-9,810		50,482		1%		-2,452		48,030		1%		-4,905		1,002,026		19%		949,091		835,790		14%		782,855		1,090,278		18%		1,037,344		1,067,631		18%		231,842		1,044,985		17%		-22,647		1,022,338		15%		-22,647				27,742,029		72,554,289		62,744,601		52,934,913		50,482,491		48,030,069		1,002,026,234		835,790,030		1,090,278,792		1,067,631,969		1,044,985,146		1,022,338,322

		 						商標権						Trademarks		5,903		0%		12,928		1%		17,568		0%		4,640		18,784		1%		1,216		21,598		1%		4,030		20,919		0%		3,352		22,787		0%		5,219		22,416		0%		4,849		21,952		0%		-835		24,548		0%		2,596		26,334		0%		1,785				5,011,939		5,903,930		12,928,736		17,568,248		18,784,667		21,598,257		20,919,801		22,787,231		22,416,898		21,952,288		24,548,466		26,333,837

								特許権 トッキョケン								─		0%		─		0%		─		0%		─		672		0%		672		1,088		0%		1,088		1,029		0%		1,029		970		0%		971		911		0%		912		2,594		0%		1,623		2,480		0%		-114		2,367		0%		-114												672,487		1,088,048		1,029,299		970,539		911,790		2,594,015		2,480,288		2,366,546

								その他 タ						Others		72		0%		10,539		1%		72		0%		-10,467		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		73		0%		─		73		0%		─						72,800		10,539,581		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン								Intangible fixed asset		977,642		35%		1,032,913		52%		1,251,919		32%		219,006		1,297,334		38%		45,415		1,355,503		39%		103,583		2,556,443		49%		1,304,523		2,726,067		46%		1,474,147		3,040,245		51%		1,788,326		3,080,366		52%		354,299		3,119,752		51%		39,385		3,153,429		45%		33,677				482,296,402		977,642,409		1,032,913,724		1,251,919,897		1,297,334,683		1,355,503,223		2,556,443,080		2,726,067,296		3,040,245,765		3,080,366,459		3,119,751,829		3,153,429,169

						繰延税金資産(長期) クリノ ゼイキン シサン チョウキ								Deferred tax asset (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						投資等 トウシ ナド								Investment and others		270,044		10%		98,884		5%		189,656		5%		90,772		232,550		7%		42,893		235,683		7%		46,026		375,891		7%		186,235		327,569		6%		137,913		410,227		7%		220,570		411,372		7%		83,803		587,290		10%		175,917		891,052		13%		303,762				474,726,151		270,044,718		98,884,405		189,656,731		232,550,036		235,683,178		375,891,567		327,569,467		410,227,119		411,372,374		587,289,636		891,051,696

						固定資産 コテイ シサン								Fixed Asset		1,282,934		46%		1,170,204		59%		1,530,901		39%		360,697		1,622,943		47%		92,041		1,685,596		48%		154,695		3,036,419		58%		1,505,518		3,149,482		54%		1,618,581		3,546,531		59%		2,015,629		3,587,049		60%		437,566		3,791,104		62%		204,054		4,114,544		59%		323,441				968,745,094		1,282,934,217		1,170,204,654		1,530,901,920		1,622,943,158		1,685,596,443		3,036,419,489		3,149,482,978		3,546,531,398		3,587,049,297		3,791,103,540		4,114,544,072

						繰延資産 クリノベ シサン								Deferred asset		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

				総資産 ソウシサン								Total Assets				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

						買掛債務・未払 カイカケ サイム ミバライ								Trade payable		240,143		9%		170,354		9%		244,427		6%		74,073		156,179		5%		-88,248		222,760		6%		-21,668		323,653		6%		79,226		368,405		6%		123,978		308,448		5%		64,021		371,612		6%		3,206		385,659		6%		14,047		455,740		7%		70,081				273,727,127		240,143,381		170,354,439		244,427,668		156,179,204		222,760,105		323,653,462		368,405,989		308,448,404		371,612,287		385,659,397		455,740,439

						借入金・社債 カリイレ キン シャサイ								Debt（short term/current portion of long term debt）		753,714		27%		337,136		17%		680,982		17%		343,846		277,442		8%		-403,540		260,688		7%		-420,294		386,478		7%		-294,504		333,308		6%		-347,674		418,082		7%		-262,900		289,484		5%		-43,824		273,752		4%		-15,732		718,188		10%		444,436		★（※）		743,242,000		753,714,000		337,136,000		680,982,000		277,442,000		260,688,000		386,478,000		333,308,000		418,082,000		289,484,000		273,752,000		718,188,000

						未払金/未払費用 ミバラ キン ミバラ ヒヨウ								Accrued expenses		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						前受金/前受収益 マエウケキン マエウケ シュウエキ								Deferred revenue		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						未払消費税/未払法人税等 ミバラ ショウヒゼイ ミバラ ホウジンゼイ ナド								Income tax payable		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						引当金 ヒキアテ キン								Provision		187,176		7%		13,257		1%		3,216		0%		-10,041		3,000		0%		-217		3,000		0%		-217		32,114		1%		28,898		20,897		0%		17,681		13,548		0%		10,332		33,123		1%		12,226		23,544		0%		-9,579		16,166		0%		-7,378				28,007,565		187,176,512		13,257,687		3,216,825		3,000,000		3,000,000		32,114,544		20,897,511		13,548,891		33,123,812		23,544,343		16,165,960

						その他 タ								Others		75,563		3%		39,637		2%		29,474		1%		-10,163		29,745		1%		272		33,747		1%		4,273		51,407		1%		21,933		46,025		1%		16,551		47,782		1%		18,309		50,712		1%		4,687		57,385		1%		6,673		61,234		1%		3,849		★		34,989,016		75,563,666		39,637,339		29,474,135		29,745,930		33,747,261		51,407,590		46,025,053		47,782,812		50,712,067		57,384,666		61,234,133

						流動負債 リュウドウ フサイ								Current Liabilities		1,256,597		45%		560,385		28%		958,100		24%		397,715		466,367		14%		-491,733		520,195		15%		-437,905		793,653		15%		-164,447		768,636		13%		-189,464		787,862		13%		-170,239		744,932		12%		-23,704		740,340		12%		-4,592		1,251,329		18%		510,988				1,079,965,708		1,256,597,559		560,385,465		958,100,628		466,367,134		520,195,366		793,653,596		768,636,553		787,862,107		744,932,166		740,340,406		1,251,328,532

						長期借入金・社債 チョウキ カリイレ キン								Long term debt・Bonds		713,554		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,274,207		22%		992,367		1,507,756		25%		1,225,916		1,445,927		24%		171,720		1,494,716		24%		48,789		1,456,019		21%		-38,697		★（※）		666,874,000		713,554,000		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,274,207,000		1,507,756,000		1,445,927,000		1,494,716,000		1,456,019,000

						社債 シャサイ								Bonds		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金負債（長期） ク ノ ゼイキン フサイ チョウキ								Deferred tax liabilities (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		1,398		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		53,700		1%		53,701		52,711		1%		52,712		49,745		1%		-3,955		47,720		1%		-2,026		67,086		1%		19,366						1,398,191												53,700,694		52,711,997		49,745,904		47,719,823		67,085,622

						固定負債 コテイ フサイ								Fixed Liabilities		714,952		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,327,907		23%		1,046,068		1,560,467		26%		1,278,628		1,495,672		25%		167,765		1,542,436		25%		46,763		1,523,105		22%		-19,331				666,874,000		714,952,191		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,327,907,694		1,560,467,997		1,495,672,904		1,542,435,823		1,523,104,622

						総負債 ソウ フサイ								Total Liabilities				70%		1,066,803		54%		1,239,940		32%		173,137		712,105		21%		-527,835		704,831		20%		-535,109		2,181,071		42%		941,131		2,096,544		36%		856,604		2,348,330		39%		1,108,389		2,240,605		38%		144,061		2,282,776		37%		42,171		2,774,433		40%		491,657				1,746,839,708		1,971,549,750		1,066,803,465		1,239,940,628		712,105,134		704,831,366		2,181,071,596		2,096,544,247		2,348,330,104		2,240,605,070		2,282,776,229		2,774,433,154

						少数株主持分 ショウスウ カブヌシ モチブン								Minority Interests				0%				0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						資本金 シホンキン								Capital stock		666,000		24%		801,000		40%		1,558,228		40%		757,228		1,558,728		46%		500		1,558,728		45%		500		1,559,478		30%		1,250		1,742,928		30%		184,700		1,744,178		29%		185,950		1,751,803		29%		8,875		1,757,428		29%		5,625		1,762,268		25%		4,840				666,000,000		666,000,000		801,000,000		1,558,228,000		1,558,728,000		1,558,728,000		1,559,478,000		1,742,928,000		1,744,178,000		1,751,803,000		1,757,428,000		1,762,268,000

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン								Capital surplus		2,650,542		94%		2,824,241		142%		3,581,469		91%		757,228		3,581,969		105%		500		3,581,969		103%		500		3,582,719		69%		1,250		3,766,169		64%		184,700		3,547,508		59%		-33,960		3,555,133		60%		-211,035		3,560,759		58%		5,625		3,565,599		51%		4,840				2,689,241,170		2,650,542,951		2,824,241,170		3,581,469,170		3,581,969,170		3,581,969,170		3,582,719,170		3,766,169,170		3,547,508,770		3,555,133,770		3,560,758,770		3,565,598,770

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								Retained earnings		-2,472,499		-88%		-2,706,246		-136%		-2,453,104		-62%		253,142		-2,433,967		-71%		19,137		-2,365,213		-68%		87,891		-2,312,822		-44%		140,281		-2,005,536		-34%		447,568		-1,937,947		-32%		515,157		-1,874,285		-31%		131,251		-1,823,019		-30%		51,266		-1,441,039		-21%		381,980		★		-2,579,514,708 		-2,472,499,259 		-2,706,246,401 		-2,453,104,403 		-2,433,967,409 		-2,365,213,844 		-2,312,822,952 		-2,005,536,579 		-1,937,947,799 		-1,874,285,545 		-1,823,019,218 		-1,441,038,998 

						その他								Valuation and translation adjustments		-5,008		-0%		-97		-0%		246		0%		343		20		0%		-226		34		0%		-212		48,537		1%		48,291		10,293		0%		10,048		27,604		0%		27,359		27,587		0%		17,293		42,455		1%		14,868		29,915		0%		-12,540				188,988		-5,008,420 		-97,088 		246,299		20,120		34,690		48,537,554		10,293,911		27,604,914		27,587,000		42,455,088		29,914,737

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン								Valuation and translation adjustments		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		162,562		3%		162,562		256,343		4%		256,343		258,377		4%		258,377		274,009		5%		17,666		280,829		5%		6,820		298,579		4%		17,750																162,562,023		256,343,344		258,377,100		274,009,508		280,829,460		298,579,275

						純資産 ジュンシサン								Total Equity		839,035		0		918,897		0		2,686,839		0		1,767,941		2,706,749		0		19,911		2,775,518		0		88,679		3,040,473		0		353,635		3,770,197		0		1,083,359		3,639,720		0		952,882		3,734,247		0		-35,950		3,818,452		0		84,204		4,215,322		0		396,870				775,915,450		839,035,272		918,897,681		2,686,839,066		2,706,749,881		2,775,518,016		3,040,473,795		3,770,197,846		3,639,720,985		3,734,247,733		3,818,452,100		4,215,321,784

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン								Total Liabilities and Equity				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

																																																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						資本金 シホンキン		メディア						media		789,853		28%		435,777		22%		672,066		17%		236,289		746,071		22%		74,004		812,908		23%		140,842		─		ERROR:#DIV/0!		-672,067		797,858		14%		125,792		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						789,853,723		435,777,581		672,066,570		746,071,052		812,908,528				797,858,466

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン		ソリューション						Solution		818,846		29%		809,718		41%		854,187		22%		44,469		772,097		23%		-82,089		962,925		28%		108,738		─		ERROR:#DIV/0!		-854,187		2,928,947		50%		2,074,760		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						818,846,057		809,718,154		854,187,170		772,097,877		962,925,146				2,928,947,665

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		全社（共通） ゼンシャ キョウツウ						etc		1,203,446		43%		735,051		37%		2,400,525		61%		1,665,475		1,900,686		56%		-499,840		1,704,515		49%		-696,010		─		ERROR:#DIV/0!		-2,400,526		2,139,935		36%		-260,590		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		★				1,203,446,921		735,051,146		2,400,525,954		1,900,686,086		1,704,515,708				2,139,935,962

				セグメント資産 シサン								asset				2,812,146		100%		1,980,546		100%		3,926,779		100%		1,946,233		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		─		ERROR:#DIV/0!		-3,926,780		5,866,742		100%		1,939,962		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						2,812,146,701		1,980,546,881		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		0		5,866,742,093

																																																																																						3926779694		3418855015		3480349382				5866742093

																																																																																						0		0		0		0		0

																																																																																		FALSE		FALSE		TRUE		TRUE		TRUE		FALSE		TRUE

																																																																																		1,561,679		-5,154,265 		0		0		0		-5,221,545,391 		0

																																																																																		セグメント資料相違有 シリョウ ソウイ アリ		↑税効果改正分差異 ゼイ コウカ カイセイ ブン サイ









→未了





fixed expenses-Data

																		※MIと同じ集計区分でPTも合算（PTは製造原価への人件費振替は未考慮、ソフトウェア資産化のみ減算） オナ シュウケイ クブン ガッサン セイゾウ ゲンカ ジンケンヒ フリカエ ミ コウリョ シサンカ ゲンサン										※PTは、販売手数料以外を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 ハンバイ テスウリョウ イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

																				（Ａ）		（Ｂ）								（Ｃ）		（Ｄ）

																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン		連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン								連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ		連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ																																		（Ａ）										（Ｂ）																		（Ｃ）												（Ｄ）

								単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク						単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク								単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク

				「固定費増を計画」用 コテイヒ ゾウ ケイカク ヨウ		2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ				2020/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ				2020/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ				2020/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		267,264,937		318,083,636		413,917,355		485,304,306		577,858,886		742,000,814		1,301,153,470		723,294,584		125.2%		577,858,886		645,028,277		732,628,435		(568,525,035)		-43.7%				155,884,610		157,514,377		172,354,074				318,083,636		321,451,358		363,012,498				485,304,306		494,891,313		546,273,772

				オフィス・インフラ・租税公課等 ソゼイ コウカ トウ		25,820,704		39,631,299		51,554,801		79,694,457		87,772,517		118,239,856		84,472,188		178,737,518		260,789,368		176,317,180		208.7%		84,472,188		166,010,727		192,109,167		(68,680,201)		-26.3%				39,631,299		43,494,870		49,376,124				79,694,457		86,423,677		96,465,108				118,239,856		132,953,985		144,409,924

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		17,471,461		18,148,673		24,865,277		26,937,838		31,916,994		36,461,123		50,610,071		18,693,077		58.6%		31,916,994		36,461,123		50,610,071		0		0.0%				9,644,329		12,057,490		15,085,570				18,148,673		21,153,787		26,647,069				26,937,838		29,552,072		39,048,568

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		105,036,699		143,176,409		169,132,283		224,982,746		237,333,234		338,084,470		535,262,562		297,929,328		125.5%		196,817,790		271,969,810		388,508,429		(146,754,133)		-27.4%				59,449,790		76,697,683		77,963,775				122,918,687		157,062,336		175,307,023				194,596,163		243,982,860		279,387,030

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ																								40,515,444		40,515,444		40,515,444								10,128,861		10,128,861		10,128,861				20,257,722		20,257,722		20,257,722				30,386,583		30,386,583		30,386,583

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ																				0		-		0		6,447,552		32,532,381		32,532,381		-						7,641,687		7,258,095						15,896,631

tc={F4984C50-8EB2-4342-A7D0-6DB73BBF5940}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    CF計算書の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		14,516,191						24,093,539

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		23,524,286

				連結子会社（M&A関連償却費） レンケツ コガイシャ カンレン ショウキャク ヒ																										19,151,664		76,606,656										19,151,664		19,151,664						45,062,731

tc={90C5D9B6-C819-42D6-9E5C-5754C77145E2}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2009【組替表完了・貸倒損失調整後】_ver20201026.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		38,303,328						70,973,799

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		57,454,992

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ																				0		-		0		221,701,147		887,364,364		887,364,364		-						173,231,431		191,963,428						374,888,895

tc={75EC80FA-0071-4643-8D5A-19D1C2B69C9E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202009実績.xlsx
固定費データ_RF202009実績.xlsx								

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		437,946,714						602,045,633

tc={7BBF612F-5727-424F-A62F-7708376E34CE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202012実績.xlsx
固定費データ_RF202012実績.xlsx		657,303,184



				合計 ゴウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,407,285,744		2,400,874,948		253,059,477		11.8%				274,738,889		499,918,063		543,281,591				559,103,175		1,042,197,137		1,172,455,652				855,464,746		1,628,879,784		1,777,788,338

				小計(MIのみ) ショウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,159,985,381		1,404,371,547		(743,443,925)		-34.6%				274,738,889		299,893,281		324,908,404				559,103,175		606,348,880		681,689,420				855,464,746		931,766,813		1,039,505,876

				小計(連結子会社のみ) ショウケイ レンケツ コガイシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		228,148,699		919,896,745		919,896,745		-				0		180,873,118		199,221,523				0		390,785,526		452,462,904				0		626,139,172		680,827,470

																														0		919,896,745		919,896,745		-		※2020/3期PT+12カ月間仮定の通期比較 キ ゲツ カン カテイ ツウキ ヒカク

				【グラフ用】 ヨウ

				人件費		135		155		267		318		413		485		577		742		1301						577		645		732										113619895

				オフィス・インフラ・租税公課等		25		39		51		79		87		118		84		178		260						84		166		192										26793351

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		50		69		105		143		169		224		237		338		535						196		271		388

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		6		32

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		221		887

				合計 ゴウケイ		222		274		441		559		695		855		931		1295		2147						931		1407		2400



																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン										連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ

				発生額 ハッセイ ガク				単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ				連結実績 レンケツ ジッセキ										連結実績 レンケツ ジッセキ																																		※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ																								※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ

						2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ				2020/03期 4Q キ										2020/03期 4Q キ																																		※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ																								※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		131,785,975		162,199,026		146,652,418		167,220,670				256,696,508										159,723,971

				オフィス・インフラ費用 ヒヨウ		25,820,704		39,631,299		25,734,097		40,063,158		36,217,716		38,545,399				60,497,662										47,770,871																																		集計方法：（Ａ）、（Ｂ）は、ＰＴ+をMIと同じ固定費集計区分で合算。ただし製造原価内の人件費、オフィス賃料、減価償却費のみを固定費として集計。 シュウケイ ホウホウ コテイヒ セイゾウ ゲンカ ナイ ジンケンヒ チンリョウ ゲンカ ショウキャク ヒ コテイヒ シュウケイ																								集計方法：（Ｃ）、（Ｄ）は、ＰＴ+の販売手数料以外の営業費用を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 シュウケイ ホウホウ ハンバイ テスウリョウ イガイ エイギョウ ヒヨウ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		6,771,458		8,504,344		7,393,816		8,789,165				9,523,285										9,523,285																																		　　　　　また、売上原価で計上される人件費から製造原価へ振替額は考慮外（人件費のみの振替額は事業計画上も集計不能、みんかぶは他勘定振替により ウリアゲ ゲンカ ケイジョウ ジンケンヒ セイゾウ ゲンカ フリカエ ガク コウリョ ガイ ジンケンヒ フリカエ ガク ジギョウ ケイカク ジョウ シュウケイ フノウ タ カンジョウ フリカエ

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		54,403,195		73,597,758		64,095,584		81,806,337				113,101,724										46,987,064																																		　　　　　売上原価へ振り替えられる人件費は控除済による計測上の差異がある）、ソフトウェア資産化額は売上原価の人件費から減算済。 ジンケンヒ コウジョ スミ ケイソク ジョウ サイ ガク ウリアゲ ゲンカ ジンケンヒ スミ

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0				0										6,447,552

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0				0										221,701,147



				計 ケイ		222,633,173		274,738,889		218,694,725		284,364,286		254,359,534		296,361,571				439,819,179										551,820,998

						TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE				TRUE										FALSE



																		メモ

																		ＰＴ+の製造原価へ計上した人件費発生額は集計に含んでおります。

																		逆に、みんかぶの固定費集計では、販管費で計上された人件費のうち、他勘定振替で製造経費へ振り替えられた保守人件費は、戻しておりますが、仕掛品勘定をとおして売上原価となる人件費は戻していない為、

																		（A）（B）はその点が各社の集計としてズレている内容となります。 

																		なお、ＰＴ+の人件費でございますが、前期4Ｑで賞与引当金の調整がはいっているため、発生額が、当期計画よりも少なくなっています。

																		賞与を考慮しない場合の発生額はほぼ同額となります。



減価償却費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	105	143	人件費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	267	318	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	51	79	合計	





2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	441	559	







減価償却費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	169	224	人件費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	413	485	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	87	118	合計	





2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	695	855	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	237	338	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	742	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	178	合計	





2019/03期	2020/03期	931	1295	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	196	271	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	645	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	166	連結子会社（償却費）	

2019/03期	2020/03期	0	6	連結子会社（その他）	

2019/03期	2020/03期	0	221	合計	







2019/03期	2020/03期	2021/03期	931	1407	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	271	388	人件費	

2020/03期	2021/03期	645	732	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	166	192	連結子会社（償却費）	

2020/03期	2021/03期	6	32	連結子会社（その他）	

2020/03期	2021/03期	221	887	合計	





2020/03期	2021/03期	1407	2400	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	237	338	人件費	

2020/03期	2021/03期	742	1301	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	178	260	合計	





2020/03期	2021/03期	1295	2147	





（※１）

（※２）



fixed expenses

				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																										主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																																（単位：百万円 ） タンイ ヒャクマン エン														単位：円 タンイ エン

						2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ		2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ																		2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（単体）		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン				（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン																単体実績 タンタイ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン

				単 体 タン カラダ		899		1,123		1,317		194				265		287		22		540		585		44		828		902		73														単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833

				人件費		577		645		732		87				155		157		1		318		321		3		485		494		9														人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007

				オフィス・インフラ・租税公課等		84		166		192		26				39		43		3		79		86		6		118		132		14														オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129

				減価償却費（原価+販管費）		196		271		352		80				59		76		17		122		157		34		194		243		49				←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429

tc={53BC13C4-5E69-43D3-B675-FD73FBDEECDF}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる										

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等		80,538,619				59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697

				減価償却費（M&A関連償却費）		40		40		40		－				10		10		-		20		20		-		30		30		－														減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0

				連 結 子 会 社 レン ケツ コ カイ シャ		－		247		996		749				-		200		200		-		435		435		－		697		697														子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		－		6		32		26				-		7		7		-		15		15		－		24		24														減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		－		19		76		57				-		19		19		-		45		45		－		70		70														減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799

				その他固定費 タ コテイヒ		－		221		887		665				-		173		173		-		374		374		－		602		602														その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633

				連 結 合 計 レン ケツ ア ケイ		899		1,370		2,314		943				265		487		222		540		1,021		480		828		1,599		770														連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804



				　※１　人件費は、給与（法定福利費含む）、雑給、退職給付費用、福利厚生費、採用手数料、旅費交通費（通勤手当含む）の合計 ジンケンヒ キュウヨ ホウテイ フクリ ヒ フク ザツ タイショク キュウフ ヒヨウ フクリ コウセイヒ リョヒ コウツウヒ ツウキン テアテ フク ゴウケイ																																										※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　※２　減価償却費（M&A関連償却費）は、のれん、顧客関連資産、技術資産の償却合計 コキャク カンレン シサン ギジュツ シサン ショウキャク ゴウケイ

				　※３　2021年３月期連結計画にロボット投信の業績は含めておりません。 ネン ガツキ レンケツ ケイカク トウシン ギョウセキ フク

				　※４　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※５　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。ロボット投信の費用は第２四半期（7～９月）から連結子会社へ含めております。 トウシン ヒヨウ ダイ シハンキ ガツ フク



						チェック

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1209

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		943

						利益増 リエキ ゾウ		267		177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		89

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		7.4%





人件費差異要因（勘定科目ベース）

								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q1実績 ジッセキ		Q1実績 ジッセキ

				7120		給与手当		147,623,431		162,146,591		14,523,160		給与増加（PT+出向含む） キュウヨ ゾウカ シュッコウ フク

				7210		雑給		479,903		887,832		407,929

				7230		法定福利費		19,131,369		20,998,176		1,866,807		給与増加（PT+出向含む）

				7240		福利厚生費		1,281,906		796,877		(485,029)

				7241		採用教育費		1,111,519		1,050,000		(61,519)

				7249		他勘定振替		(23,241,320)		(33,798,464)		(10,557,144)		うちPT+出向負担金増加724万より、資産化/仕掛振替の増加330万 フタンキン シサンカ シカカリ フリカエ ゾウカ マン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		(82,825,339)		(98,129,749)		(15,304,410)

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド		56,153,605		60,670,301		4,516,696

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ		3,430,414		3,660,984		230,570

				7251		退職給付費用		1,589,268		1,675,350		86,082

				7260		旅費交通費		9,121,361		5,061,803		(4,059,558)		コロナ影響による減少 エイキョウ ゲンショウ

				7461		業務委託費		(1,212,827)		(1,303,788)		(90,961)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		15,471,388		18,252,811		2,781,423

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン		(16,684,215)		(19,556,599)		(2,872,384)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

								155,884,610		157,514,377		1,629,767



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0





Ｑ3追加チャート

				【売上高推移】 ウリアゲダカ スイイ

				2018年3月期 ネン ガツキ		1,681

				2019年3月期 ネン ガツキ		2,032

				2020年3月期 ネン ガツキ		2,790

				2021年3月期 ネン ガツキ		5,300

				2022年3月期 ネン ガツキ		5,000

				【主要項目accmQ3・Q4比較】 シュヨウ コウモク ヒカク

						2019年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2020年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2021年３月期 ネン ガツキ

						4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ

				EBITDA		309,555,924		184,721,651		442,957,403		418,463,968		759,300,724		440,699,276

				純利益 ジュンリエキ		111,185,930		141,956,068		140,281,451		307,286,373		182,517,361		317,482,639

				経常利益 ケイジョウリエキ		130,865,229		77,569,024		212,798,855		291,443,304		371,714,033		308,285,967

				営業利益 エイギョウ リエキ		140,423,641		116,520,700		217,974,657		305,362,244		389,863,943		310,136,057

				売上高 ウリアゲダカ		1,419,304,296		613,228,208		1,723,240,049		1,067,580,624		2,754,198,879		1,245,801,121

												861,421,371				1,200,000,000

												447,567,824				500,000,000

												504,242,159				680,000,000

												523,336,901				700,000,000

												2,790,820,673				4,000,000,000

										51%		49%		63%		37%

										31%		69%		37%		63%

										42%		58%		55%		45%

										42%		58%		56%		44%

										62%		38%		69%		31%





				サブスクリプション売上推移 ウリアゲ スイイ

								Quarterly						Accumulated

								ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ		ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ

				2020年３月期 ネン ガツキ		Q１		15,029,854		207,066,074		222,095,928		15,029,854		207,066,074		222,095,928

						Q２		16,661,985		204,994,768		221,656,753		31,691,839		412,060,842		443,752,681

						Q３		19,801,773		214,482,224		234,283,997		51,493,612		626,543,066		678,036,678

						Q４		23,521,894		406,425,543		429,947,437		75,015,506		1,032,968,609		1,107,984,115

				2021年３月期 ネン ガツキ		Q１		27,829,300		409,493,944		437,323,244		27,829,300		409,493,944		437,323,244

						Q２		36,522,387		459,654,171		496,176,558		64,351,687		869,148,115		933,499,802

						Q３		47,641,646		479,420,480		527,062,126		111,993,333		1,348,568,595		1,460,561,928

						Q４







2019年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	309555924	111185930	130865229	140423641	1419304296	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	613228208	











2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	1681	2032	2790	5300	5000	



四半期別サブスクリプション売上推移



ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	207066074	204994768	214482224	406425543	409493944	459654171	479420480	ﾒﾃﾞｨｱ課金	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	15029854	16661985	19801773	23521894	27829300	36522387	47641646	







2020年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	442957403	140281451	212798855	217974657	1723240049	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	1067580624	









2021年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	2754198879	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利	益	営業利益	売上高	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	1245801121	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	309555924	111185930	130865229	140423641	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	



百万





2019年3月期



4月～12月	売上高	1419304296	１月～３月	売上高	613228208	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	442957403	140281451	212798855	217974657	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	



百万円





4月～12月	

売上高	1723240049	１月～３月	

売上高	1067580624	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	



百万円





4月～12月	

売上高	2754198879	１月～３月	

売上高	1245801121	











ENG→





PL,SEG (ENG)



																										（JPY in million）										（JPY in million）														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　SOLUTION		989		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　Operating Profit		110		256		523		+103.7%		700		+33.8%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　MEDIA		141		294		545		+85.3%		545		－				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		-4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　SOLUTION		237		340		409		+20.2%		654		+59.7%				106		-1.7%		246		+130.8%				186		-1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　Adjustment　(2.)		(268)		(378)		(432)		－		(500)		－				(207)		－		(234)		－				(316)		－		(360)		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　Ordinary Profit		71		208		504		+141.9%		680		+34.9%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　Profit attributable to Parent Company		(200)		253		447		+76.8%		500		+11.7%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　EBITDA　(3.)		291		494		861		+74.3%		1,200		+39.3%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%



				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　Elimination of inter-segment and unallocable operating expenses

				　３．　Calculation formula of EBITDA is Operating income+depreciation+amortization of goodwill

				　４．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started 

				　　　　in FY2020Q4.

				　５．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　６．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.





																										（JPY in million）										（JPY in million）

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　Ad revenue		691		862		1,235		+43.3%		1,235		－				585		+49.1%		574		-1.9%				852		+36.2%		846		-0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　Subscription revenue		20		50		75		+47.2%		115		+53.7%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　Others		51		40		40		-0.1%		－		－				28		+31.4%		16		-43.7%				35		+14.7%		23		-34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　SOLUTION		917		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Subscription revenue		690		782		1,032		+32.1%		2,000		+93.6%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115

tc={A087FEC0-65BB-4A02-AA03-1721E4142B5F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　Initial  revenue		227		296		416		+40.1%		648		+55.9%				44		-49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



																																												TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in the 3rd quarter, and the contribution to the P/L started

				　　　　 in FY2020Q4.

				　３．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　４．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.







BS (ENG)

																						（JPY in million）																		（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2019		FY2021 Q2				FY2021 Q3														2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Non-Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes												（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　Current assets		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		-12.1%		2,310		-15.0%												1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　(Cash and deposit)		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		-13.3%		1,656		-19.8%												1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　Non‐current assets		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%												1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　Assets		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%												3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　Current Liabilities		1,079		1,256		560		958		768		744		-3.1%		740		-3.7%												466		△51.3%		520		△45.7%

				　Non-Current Liabilities		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%												245		△12.8%		184		△34.5%

				　Liabilities		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%												712		△42.6%		704		△43.2%

				　Capital stock		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%												1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　Capital surplus		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		-5.6%		3,560		-5.5%												3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　Retained earnings		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		(2,453)		(2,005)		(1,874)		－		(1,823)		－												△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　Others		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%												0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　Non-controlling interests						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%

				　Net assets		775		839		918		2,686		3,770		3,734		-1.0%		3,818		+1.3%												2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　１．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.

				　２．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　３．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.









fixed expenses(ENG)

				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																														主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																				（JPY in million）														（JPY in million）																単位：円 タンイ エン

						Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020		Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q1		FY2021 Q1 						FY2020 Q2		FY2021 Q2				FY2020 Q3		FY2021 Q3																				2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Consolidated		Changes																		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン

				Non-Consolidated		899		1,123		1,317		194				265		287		22				540		585		44		828		902		73																単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833

				Personnel expenses		577		645		732		87				155		157		1				318		321		3		485		494		9																人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007				※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等 キ ゼンキヒ ジンケンヒ シュッコウ サイヨウ ヒ トウ コ マン リョヒ コウツウヒ マン ゲン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シサンカ マン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シュッコウ マン トウ

				Office･Tax and public dues・others		84		166		192		26				39		43		3				79		86		6		118		132		14																オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129

				Depreciation（Cost of Sales + SGA）		196		271		352		80				59		76		17				122		157		34		194		243		49						←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429		80,538,619		←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ		59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697

				Depreciation（Amortization related to M&A）		40		40		40		-				10		10		-				20		20		-		30		30		-																減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0

				Consolidated subsidiary		-		247		996		749				-		200		200				-		435		435		-		697		697																子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971

				Depreciation		-		6		32		26				-		7		7				-		15		15		-		24		24																減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539

				Depreciation（Amortization related to M&A）		-		19		76		57				-		19		19				-		45		45		-		70		70																減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799

				Other fixed costs		-		221		887		665				-		173		173				-		374		374		-		602		602																その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633

				Consolidated total		899		1,370		2,314		943				265		487		222				540		1,021		480		828		1,599		770																連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804



				　１．　Personnel expenses include payroll related expenses including salary, legal welfare expenses, retirement benefit costs, recruiting costs and travel/transportation costs. 

				　２．　Depreciation (Amortization related to M&A) includes depreciation goodwill, customer-related intangible assets and technological assets.

				　３．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.																																														※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　４．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.





						チェック

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1209

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		943

						利益増 リエキ ゾウ		267		177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		89

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		7.4%





Sheet2

				2021年３月期連結開示数値サマリー ネン ガツキ レンケツ カイジ スウチ																																																																																														※単体数値、連結調整はグループ化で非表示 タンタイ スウチ レンケツ チョウセイ カ ヒヒョウジ																																																																																																																								※単体数値、連結調整はグループ化で非表示 タンタイ スウチ レンケツ チョウセイ カ ヒヒョウジ

				単位：円　P/L タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										連結 レンケツ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク
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				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2,790,820,673		0		4,205,799,114		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1,410,253,183		2		2,306,050,976		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1,380,567,490		(2)		1,899,748,138		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,567,492				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				857,230,589		(2)		1,232,914,888		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				523,336,901		0		666,833,251		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		418,310,262		861,267,665		180,295,746		287,675,652		354,897,718		467,297,093		1,290,166,209		+50%				861,421,371		153,706		1,197,064,129		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		123,418,693		46,475,086		256,238,416		(7,821,933)		861,267,665				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				69,160,038		39,523,000		71,612,707		77,459,702		112,038,167		98,177,784		147,003,074		79,903,032		127,991,612		125,809,584		137,608,114		203,879,395		1,290,166,209

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3,376,633		0		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)				(9,099)		14,999		302,189				2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220										0				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		10,403		816,403		313,503		0		3,376,633																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				22,471,375		0		13,357,589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336				777,120		812,319		649,014				804,437		688,844		912,192				1,394,200		1,302,469		4,234,359				14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000				2,000,000		8,000,000				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		7,442,041		1,343,397		6,273,811		0		22,471,375				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				504,242,159		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		8,722,271		211,217,035		(7,821,933)		504,242,159				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40,770,651		0		0		TRUE																														28,408,686		12,361,965				40,770,651										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				50,885,288		0		0		TRUE																																50,885,288				50,885,288										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				494,127,522		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		37,130,957		172,693,712		(7,821,933)		494,127,522				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				27,738,725		0		259,749,127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641				427,666		427,666		(73,658,876)				(286,140)								28,622,936		28,622,936								(598,071)		(598,071)				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(45,634,011)		0		27,738,725								20,353,645						30,711,813						60,170,960						86,718,942		197,955,360								2,874,318						25,650,551						16,969,935						28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				18,820,973		0		49,228,427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184

tc={49C4360C-8702-4E01-96D6-29A51E2F48AC}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    実績差額計上		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,799,510		(332,721)		2,354,184		0		18,820,973																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				親会社株主に帰属する当期純損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				19,136,994		68,753,565		52,390,892		307,286,373		447,567,824		28,458,721		73,575,039		117,671,245		181,006,152		400,711,157		-10%				447,567,824		0		344,498,108		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		62,098,755		37,036,012		215,973,539		(7,821,933)		447,567,824				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				31,848,737		1,561,815		(4,951,831)		27,724,387		51,728,633		(5,877,981)		90,453,338		33,356,814		(6,138,907)		72,547,064		78,343,451		30,115,638		400,711,157



						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		69,578,651		73,597,758		81,806,337		112,948,018		337,930,764		123,164,294		139,098,214		147,045,580		151,696,774		561,004,862		+66%				338,084,470		153,706		530,230,879		FALSE				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				4,725,340		4,724,142		4,778,924						3,585,436		3,585,436		4,046,232						22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		36,661,124		37,225,821		39,061,073		0		337,930,764				32,007,033		32,283,670		32,463,832		37,193,807		37,532,844		37,961,805		38,043,368		40,197,429		40,645,024		40,486,902		40,476,402		42,573,712		451,865,825				4,756,998		4,757,008		3,715,332		3,715,332		3,715,332		3,715,332		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		50,167,327				4,046,255		4,046,245		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		58,971,710				40,810,286		41,086,923		41,267,085		45,997,060		46,336,097		46,765,058		47,429,954		49,584,015		50,031,610		49,873,488		49,862,988		51,960,298		490,782,094

						　PT+のれん償却費（買収前取得分） ショウキャク ヒ バイシュウ マエ シュトク ブン																																																																								2,798,452		2,798,452		2,337,656																																																																																2,337,633		2,337,643		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		17,634,946

						　PT+のれん償却費（PPA前概算） ショウキャク ヒ マエ ガイサン																																																																								6,383,888		6,383,888		6,383,888																																																																																6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888



				2021年３月期セグメント別予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ヨサン スウチ

				単位：円　セグメント タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										連結 レンケツ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

				メディア				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760				108,141,732		110,444,918		132,728,703				102,657,471		97,006,331		93,867,520				115,821,750		100,860,932		194,742,191				1,351,207,354										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

				ソリューション				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813				71,913,312		67,783,168		108,671,288				73,127,696		94,888,148		158,607,882				91,108,607		80,121,184		184,611,840				1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				メディア				137,566,958		157,360,437		137,948,641		159,763,161		592,639,197		145,544,281		156,955,827		163,372,672		171,104,781		636,977,561		+7%				595985499.876806		FALSE		658105398.812		FALSE				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429				592,639,197										0				0		0		0		0				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429		0		592,639,197				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561

				ソリューション				131,977,948		138,513,721		205,629,160		341,493,155		817,613,984		338,802,383		421,661,430		433,449,046		474,981,445		1,668,894,303		+104%				831527620.099992		FALSE		1647945576.764		FALSE				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		53,788,814		52,015,651		61,434,083				643,359,377				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		110,832,764		122,707,856		107,952,535		0		817,613,984				57,941,232		62,340,604		59,734,574		77,998,535		68,671,840		67,050,101		98,766,285		70,462,902		79,299,720		81,367,743		79,807,081		119,525,773		922,966,390				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				119,053,152		126,631,028		93,118,203		146,480,605		137,097,843		138,082,982		167,729,541		138,836,270		126,883,235		149,824,939		148,260,994		176,895,512		1,668,894,303

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				メディア				157,368,848		193,954,916		155,582,681		242,161,712		749,068,157		180,565,088		180,907,132		188,433,242		222,844,731		772,750,193		+3%				763921052.123194		FALSE		744500319.841442		FALSE				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196				56,480,200		47,851,679		48,910,508				68,154,474		50,773,476		132,733,762				753,974,695				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196		0		56,480,200		47,851,679		48,910,508		0		68,154,474		50,773,476		123,233,762				744,474,695				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193

				ソリューション				76,488,126		109,854,047		120,994,566		324,162,596		631,499,335		160,948,442		270,392,661		309,023,683		392,762,771		1,133,127,557		+79%				613974362.733342		FALSE		1155247818.40856		FALSE				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313				26,341,555		34,554,883		62,438,422				37,319,793		28,105,533		123,177,757				500,161,208				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		7,594,445		3,783,335				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313		0		26,341,555		34,554,883		62,438,422		0		100,894,479		40,663,014		182,605,103				635,720,721				39,847,169		32,743,631		31,741,465		52,317,843		43,183,138		51,028,881		92,108,720		55,268,103		64,453,285		71,238,662		65,512,324		125,469,832		724,913,053				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				42,315,618		35,307,316		83,325,508		77,232,954		97,958,132		95,201,575		132,488,967		59,283,839		117,250,877		94,652,208		108,325,932		189,784,631		1,133,127,557

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ												0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0																												0																												0																												0																												0

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,135,903				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,195,416				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				メディア				59,713,317		52,521,104		46,465,746		53,895,263		212,595,430		55,797,537		59,077,388		56,297,995		58,598,595		229,771,515		+8%				207583140.546473		FALSE		229950182		FALSE										59,713,317								52,521,104								46,465,746								53,895,263		212,595,430										0				0		0		0		0				0		0		0		59,713,317		0		0		0		52,521,104		0		0		0		46,465,746								53,895,263		212,595,430				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

tc={CF863674-D8C4-47C7-B3BC-C2F58B9AC11F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    販管費の構成比（過年度）
メディア：ソリューション：全社共通

1703期連結　23.1%　31.9%　44.9%
1803期連結　19.6%　26.4%　54.0%
1903期単体　23.2%　21.6%　55.2%
2003期単体　26.1％　19.6％　54.3％

平均（直近２期）
24.7%	20.6%	54.8%		

tc={49C4360C-8702-4E01-96D6-29A51E2F48AC}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    実績差額計上																																																																																														0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

				ソリューション				38,540,463		41,004,498		41,065,510		91,768,818		212,379,289		108,061,860		116,037,810		111,703,122		114,835,623		450,638,415		+112%				226802727.165203		FALSE		506272311.658889		FALSE										38,540,463								41,004,498								41,065,510								36,135,262		156,745,733				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,140,677		5,500,439				0		0		0		38,540,463		0		0		0		41,004,498		0		0		0		41,065,510								91,768,818		212,379,289				14,492,239		15,626,253		16,751,441		17,586,656		14,951,096		17,087,254		15,583,149		15,105,503		16,601,666		15,687,877		15,276,521		18,258,420		193,008,075				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				35,422,230		35,762,021		36,877,609		39,450,174		35,836,864		40,750,772		36,446,667		35,991,271		39,265,184		36,551,395		37,162,289		41,121,938		450,638,415

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				103,091,269		104,284,077		109,582,544		115,297,983		432,255,873		120,522,681		127,607,157		121,603,670		126,572,965		496,306,473		+15%				425856154.13721		FALSE		496692394		FALSE										103,091,269								104,284,077								109,582,544								115,396,983		432,354,873										0				0		0		(99,000)		(99,000)				0		0		0		103,091,269		0		0		0		104,284,077		0		0		0		109,582,544								115,297,983		432,255,873				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473

				販売費管理費 ハンバイヒカンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				メディア				97,655,531		141,433,812		109,116,935		188,266,449		536,472,728		124,767,551		121,829,744		132,135,247		164,246,136		542,978,678		+1%				556337911.576721		FALSE		514550137.841442		FALSE										97,655,531								141,433,812								109,116,935								197,766,449		545,972,728				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				0		0		0		97,655,531		0		0		0		141,433,812		0		0		0		109,116,935								188,266,449		536,472,728				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678

				ソリューション				37,947,663		68,849,549		79,929,056		232,393,778		419,120,046		52,886,582		154,354,851		197,320,562		277,927,148		682,489,143		+63%				387171635.568138		FALSE		648975506.749671		FALSE										37,947,663								68,849,549								79,929,056								152,467,821		339,194,089				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		5,453,768		(1,717,104)				0		0		0		37,947,663		0		0		0		68,849,549		0		0		0		79,929,056								232,393,778		419,120,046				25,354,930		17,117,378		14,990,024		34,731,187		28,232,042		33,941,627		76,525,571		40,162,600		47,851,619		55,550,785		50,235,803		107,211,412		531,904,978				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				6,893,388		(454,705)		46,447,899		37,782,780		62,121,268		54,450,803		96,042,300		23,292,569		77,985,693		58,100,813		71,163,643		148,662,693		682,489,143

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				(103,091,269)		(104,284,077)		(109,582,544)		(115,297,983)		(432,255,873)		(120,522,681)		(127,607,157)		(121,603,670)		(126,572,965)		(496,306,473)		─'%'				-425856154.13721		FALSE		-496692394		FALSE										(103,091,269)								(104,284,077)								(109,582,544)								(115,396,983)		(432,354,873)				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		(103,091,269)		0		0		0		(104,284,077)		0		0		0		(109,582,544)								(115,297,983)		(432,255,873)				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)

				営業損益 エイギョウ ソンエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(0)		0		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期セグメント別売上予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ウリアゲ ヨサン スウチ												0.8364467085

				単位：千円　セグメント タンイ センエン												2,334,372,766																										ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										ミンカブ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						広告収入 コウコク シュウニュウ		273,687,144		311,929,996		267,207,115		373,564,396		1,226,388,651		292,335,635		299,564,908		309,110,543		345,772,512		1,246,783,598		+2%				1234486703		FALSE		1237954072.9		FALSE				85,352,936		87,475,195		100,859,013				99,630,678		103,051,321		109,247,997				94,708,632		88,482,522		84,015,961				106,926,743		91,390,335		184,747,318				1,235,888,651										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				85,352,936		87,475,195		100,859,013		0		99,630,678		103,051,321		109,247,997		0		94,708,632		88,482,522		84,015,961		0		106,926,743		91,390,335		175,247,318		0		1,226,388,651				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598

						課金収入 カキン シュウニュウ		15,029,854		16,661,985		19,801,773		23,521,894		75,015,506		27,269,234		31,740,051		35,789,371		40,728,000		135,526,656		+81%				74404147		FALSE		136454856.753442		FALSE				4,775,018		5,063,685		5,191,151				5,441,573		5,547,792		5,672,620				6,191,849		6,494,210		7,115,714				7,351,016		7,676,160		8,494,718				75,015,506										0				0		0		0		0				4,775,018		5,063,685		5,191,151		0		5,441,573		5,547,792		5,672,620		0		6,191,849		6,494,210		7,115,714		0		7,351,016		7,676,160		8,494,718		0		75,015,506				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656

						その他 タ		6,218,808		22,723,372		6,522,434		4,838,583		40,303,197		6,504,500		6,558,000		6,906,000		7,449,000		27,417,500		-32%				51015702		FALSE		28196789		FALSE				2,146,444		1,971,768		2,100,596				3,069,481		1,845,805		17,808,086				1,756,990		2,029,599		2,735,845				1,543,991		1,794,437		1,500,155				40,303,197										0				0		0		0		0				2,146,444		1,971,768		2,100,596		0		3,069,481		1,845,805		17,808,086		0		1,756,990		2,029,599		2,735,845		0		1,543,991		1,794,437		1,500,155		0		40,303,197				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				メディア事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		194,742,191		0		1,351,207,354				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

						ストック収入 シュウニュウ		207,066,074		204,994,768		214,482,224		406,425,543		1,032,968,609		428,773,825		488,706,875		548,024,729		585,886,216		2,051,391,645		+99%				1037266445.83333		FALSE		2069276184.17256		FALSE				68,183,778		69,194,483		69,687,813				68,750,312		67,453,168		68,791,288				69,647,696		72,243,646		72,590,882				79,208,607		79,941,184		83,714,340				869,407,197				53,929,999		53,279,052		56,352,361		163,561,412				0		0		0		0				68,183,778		69,194,483		69,687,813		0		68,750,312		67,453,168		68,791,288		0		69,647,696		72,243,646		72,590,882		0		133,138,606		133,220,236		140,066,701		0		1,032,968,609				86,038,401		86,084,235		89,376,039		99,216,378		103,129,978		107,650,978		114,975,005		122,881,005		124,628,005		129,356,405		132,769,405		134,495,605		1,330,601,439				54,525,369		55,234,110		58,115,672		58,655,180		59,857,786		61,396,575		60,893,502		62,498,105		63,349,107		62,297,742		62,933,520		65,233,538		724,990,206				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				140,563,770		141,118,345		147,091,711		157,471,558		162,587,764		168,647,553		175,468,507		184,979,110		187,577,112		191,254,147		195,302,925		199,329,143		2,051,391,645

						スポット（一時）売上 イチジ ウリアゲ		1,400,000		43,373,000		112,141,502		259,230,208		416,144,710		70,977,000		203,347,215		194,448,000		281,858,000		750,630,215		+80%				408235537		FALSE		733917211		FALSE				0		1,400,000		0				3,163,000		330,000		39,880,000				3,480,000		22,644,502		86,017,000				11,900,000		180,000		100,897,500				269,892,002				66,688,637		29,970,634		60,093,437		156,752,708				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				0		1,400,000		0		0		3,163,000		330,000		39,880,000		0		3,480,000		22,644,502		86,017,000		0		78,588,637		30,150,634		150,490,937		0		416,144,710				11,750,000		9,000,000		2,100,000		31,100,000		8,725,000		10,428,004		75,900,000		2,850,000		19,125,000		23,250,000		12,550,000		110,500,000		317,278,004				9,055,000		11,820,000		27,252,000		35,142,000		63,743,211		54,209,000		48,850,000		10,291,000		37,432,000		29,973,000		48,734,000		56,851,000		433,352,211				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,805,000		20,820,000		29,352,000		66,242,000		72,468,211		64,637,004		124,750,000		13,141,000		56,557,000		53,223,000		61,284,000		167,351,000		750,630,215

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ソリューション事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		91,108,607		80,121,184		184,611,840		0		1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				合計 ゴウケイ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(0)		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期会社別サマリー ネン ガツキ カイシャ ベツ

				単位：円　P/L タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ																																														ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ																																														2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		503,401,880		599,683,121		620,155,048		767,266,504		2,490,506,553		610,458,044		698,113,297		812,164,929		936,870,927		3,057,607,197		+23%				2507810165		FALSE		3058356186.65344		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553										0										0																																				0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197																												0																												0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197

						Prop Tech plus								320,314,120		320,314,120		216,002,150		333,003,752		283,313,714		326,022,801		1,158,342,417		+262%				317598369.833333		FALSE		1160642927.17256		FALSE																																				0				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120										0																																				0																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(20,000,000)		(20,000,000)		(600,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(4,200,000)		─'%'				-20000000		TRUE		-13200000		FALSE																																				0										0				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)																																				0																												0																												0				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		269,544,906		295,874,158		343,577,801		327,001,709		1,235,998,574		325,560,691		370,676,303		411,901,579		451,805,378		1,559,943,951		+26%				1254145399		FALSE		1583934610.73617		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574										0										0																																				0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951																												0																												0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951

						Prop Tech plus								188,537,942		188,537,942		153,737,308		202,536,289		179,659,474		189,164,183		725,097,253		+285%				173367720.976798		FALSE		724152364.839835		FALSE																																				0				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942										0																																				0																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,283,335)		(14,283,335)		5,048,665		5,404,665		5,260,665		5,116,665		20,830,660		─'%'				0		FALSE		-2036000		FALSE																																				0										0				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)																																				0																												0																												0				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		233,856,974		303,808,963		276,577,247		440,264,795		1,254,507,979		284,897,353		327,436,994		400,263,350		485,065,549		1,497,663,246		+19%				1253664766		FALSE		1474421575.91728		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246

						Prop Tech plus		0		0		0		131,776,178		131,776,178		62,264,842		130,467,464		103,654,240		136,858,618		433,245,164		+229%				144230648.856536		FALSE		436490562.332726		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(5,716,665)		(5,716,665)		(5,648,665)		(6,604,665)		(6,460,665)		(6,316,665)		(25,030,660)		─'%'				-20000000		FALSE		-11164000		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		201,345,049		197,809,678		197,113,800		205,427,508		801,696,035		223,190,151		236,309,551		225,191,982		234,394,379		919,086,063		+15%				793874102.339588		FALSE		919800727.583333		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035										0										0																																				0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063																												0																												0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063

						Prop Tech plus								50,133,117		50,133,117		53,944,258		57,081,793		55,081,793		56,281,793		222,389,638		+344%				50763275.5092979		FALSE		235613454.075556		FALSE																																				0				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117										0																																				0																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								5,401,439		5,401,439		7,247,669		9,331,011		9,331,011		9,331,011		35,240,702		+552%				15604644		FALSE		77500706		FALSE																																				0										0				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439																																				0																												0																												0				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		32,511,925		105,999,285		79,463,447		234,837,287		452,811,944		61,707,202		91,127,444		175,071,368		250,671,170		578,577,183		+28%				459790663.660412		FALSE		554620848.333942		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183

						Prop Tech plus		0		0		0		81,643,061		81,643,061		8,320,584		73,385,670		48,572,447		80,576,825		210,855,526		+158%				93467373.3472378		FALSE		200877108.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(11,118,104)		(11,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-35604644		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		102,090,576		179,597,043		161,269,784		322,339,795		765,297,198		158,461,736		203,815,899		293,957,188		374,208,185		1,030,443,008		+35%				774619536.660412		FALSE		1006486673.20394		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				0		0		0		0				0		0		0		0				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008

						Prop Tech plus								95,871,467		95,871,467		21,549,923		84,531,667		61,468,443		93,472,821		261,022,853		+172%				107732055.347238		FALSE		251044435.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,725,340		4,724,142		4,778,924		0		14,228,406				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,129,406)		(14,129,406)		(12,945,251)		(11,817,909)		(13,423,909)		(13,279,909)		(51,466,979)		─'%'				-34264682		FALSE		-60466979		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,139,904)		(1,138,706)		(732,692)		0		(3,011,302)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				(4,644,969)		(4,828,979)		(3,471,303)		(3,955,303)		(3,939,303)		(3,923,303)		(4,490,636)		(4,474,636)		(4,458,636)		(4,442,636)		(4,426,636)		(4,410,636)		(51,466,979)

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		404,081,856		847,039,259		167,066,408		276,529,656		342,001,722		454,401,097		1,239,998,882		+46%				848086910.007649		FALSE		1197064129.46111		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		31,935,784		32,501,679		34,282,149		0		323,702,358				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				64,403,040		34,765,992		67,897,375		73,744,370		108,322,835		94,462,451		142,704,409		75,604,367		123,692,946		121,510,918		133,309,449		199,580,730		1,239,998,882

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		405,022		(356,589)		2,187,891		308,089		2,544,413		0		0		0		0		0		─'%'				2242224		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								832,220		832,220		0		0		0		0		0		─'%'				820906		FALSE		0		TRUE																																				0				19,502		801,404		11,314		832,220										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3063130		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		2,768,200		2,238,453		2,405,473		6,931,028		14,343,154		3,553,930		3,379,405		3,154,339		2,902,766		12,990,440		-9%				12940576		FALSE		12990440		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154										0										0																																				0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440																												0																												0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440

						Prop Tech plus								128,221		128,221		108,246		98,383		86,917		73,603		367,149		+186%				126988		FALSE		367149		TRUE																																				0				47,841		40,928		39,452		128,221										0																																				0																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								8,000,000		8,000,000		0		0		0		0		0		─'%'				5550400		FALSE		0		TRUE																																				0										0				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				18617964		FALSE		13357589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		228,214,348		441,013,203		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+28%				449092311.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				502098559.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		218,099,711		430,898,566		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+31%				489862962.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				542869210.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		11,011,753		34,650,678		26,854,973		(72,803,544)		(286,140)		20,353,645		30,711,813		60,170,960		86,718,942		197,955,360		─'%'				28899790.042659		FALSE		189570642		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)										0										0																																				0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360																												0																												0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360

						Prop Tech plus								28,622,936		28,622,936		2,874,318		25,650,551		16,969,935		28,176,128		73,670,932		+157%				24622250		FALSE		70178485		FALSE																																				0				0		0		28,622,936		28,622,936										0																																				0																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(598,071)		(598,071)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(7,920,000)		─'%'				0		FALSE		0		FALSE																																				0										0				0		0		(598,071)		(598,071)																																				0																												0																												0				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				53522040.042659		FALSE		259749127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)				0		0		28,622,936		28,622,936				0		0		(598,071)		(598,071)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		19,136,994		68,753,565		52,390,892		290,903,255		431,184,706		37,799,627		57,036,226		111,746,069		161,049,462		367,631,383		-15%				460963172.617753		FALSE		352059766.333942		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383

						Prop Tech plus		0		0		0		53,724,124		53,724,124		5,338,020		47,636,736		31,515,595		52,327,094		136,817,445		+155%				69539041.3472378		FALSE		130331474.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(37,341,006)		(37,341,006)		(14,678,926)		(31,097,923)		(25,590,419)		(32,370,404)		(103,737,672)		─'%'				-60429818		FALSE		-137893133		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)

				親会社株主に帰属する当期純損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				19,136,994		68,753,565		52,390,892		307,286,373		447,567,824		28,458,721		73,575,039		117,671,245		181,006,152		400,711,157		-10%				470072395.96499		FALSE		344498107.591112		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				31,848,737		1,561,815		(4,951,831)		27,724,387		51,728,633		(5,877,981)		90,453,338		33,356,814		(6,138,907)		72,547,064		78,343,451		30,115,638		400,711,157

								0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0						0				0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(0)		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								0		0		0		(14,228,406)		(14,228,406)		(13,229,338)		(11,145,996)		(12,895,996)		(12,895,996)		(50,167,327)						0				0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(4,756,998)		(4,757,008)		(3,715,332)		(3,715,332)		(3,715,332)		(3,715,332)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(50,167,327)
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2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 2021年3月期 計画

（単体） （連結） （連結） 前期比 （連結） 前期比

　メディア事業 953 1,351 1,535 +13.6% 2,100 +36.8% 

　　広告収入 862 1,235 1,335 +8.1% 1,600 +19.8% 

　　課金収入 50 75 166 +121.7% 500 +200.6% 

　　その他 40 40 33 △17.4% ー ー

　ソリューション事業 1,078 1,449 2,635 +81.9% 3,200 +21.4% 

　　ストック収入 782 1,032 1,859 +80.0% 2,300 +23.7% 

　　初期・一時売上 296 416 775 +86.4% 900 +16.0% 

調整額　※１ － △ 9 △ 11 － － －

　合計 2,032 2,790 4,158 +49.0% 5,300 +27.4% 

　※１　セグメント間の内部売上高の振替高

　※２　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。

　※３　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。

　※４　百万円未満切り捨て


PL,SEG



																																																		（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期  ネン ガツ キ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ										2019年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2020年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク				2021年3月期 実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク				2022年3月期 開示計画 ネン ガツ キ カイジ ケイカク						2019年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結）				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　売上高 ウリアゲ ダカ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,300		+27.4%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%		5,300,000,000		+27.4%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　メディア		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,100		+36.8%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%		2,100,000,000		+36.8%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　ソリューション		989		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,200		+21.4%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%		3,200,000,000		+21.4%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		0		─%				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%		(11,478,039)		─%		(21,360,000)		─%				─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(1,200,000)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　営業利益 エイギョウ リエキ		110		256		523		+103.7%		759		+45.1%		1,000		+31.7%				32		+152.7%		116		+259.0%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%		759,502,828		+45.1%		900,203,573		+18.5%		1,000,000,000		+31.7%				12,864,205		32,511,925		+152.7%		116,705,088		+259.0%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　メディア		141		294		545		+85.3%		530		△2.8%		700		+31.9%				97		+39.4%		157		+61.5%				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		△4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%		530,904,014		△2.8%		668,742,341		+26.0%		700,000,000		+31.9%				70,030,880		97,655,531		+39.4%		157,748,068		+61.5%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　ソリューション		237		340		409		+20.2%		738		+80.2%		950		+28.7%				37		+5.1%		69		+84.2%				106		△1.7%		246		+130.8%				186		△1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%		738,039,746		+80.2%		904,874,499		+22.6%		950,000,000		+28.7%				36,122,562		37,947,663		+5.1%		69,911,876		+84.2%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　調整額　※２ チョウセイ ガク		△ 268		△ 378		△ 432		－		△ 509		－		△ 650		─%				△ 103		－		△ 110		－				△ 207		－		△ 234		－				△ 316		－		△ 360		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%		(509,440,932)		─%		(673,413,268)		─%		(650,000,000)		─%				(93,289,237)		(103,091,269)		─%		(110,954,856)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　経常利益 ケイジョウ リエキ		71		208		504		+141.9%		734		+45.6%		900		+22.6%				30		+114.8%		106		+253.5%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%		734,276,561		+45.6%		866,873,303		+18.1%		900,000,000		+22.6%				14,037,145		30,148,747		+114.8%		106,563,882		+253.5%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		△ 200		253		447		+76.8%		564		+26.1%		700		+24.0%				19		+128.8%		67		+253.2%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%		564,497,581		+26.1%		697,947,177		+23.6%		700,000,000		+24.0%				8,362,295		19,136,994		+128.8%		67,588,780		+253.2%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　ＥＢＩＴＤＡ　※３		291		494		861		+74.3%		1,280		+48.6%		1,680		+31.2%				102		+60.8%		230		+125.6%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%		1,280,309,122		+48.6%		1,587,583,676		+24.0%		1,680,000,000		+31.2%				63,497,709		102,090,576		+60.8%		230,324,983		+125.6%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%

																																																																								687,380,103

				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ

				　※２　セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用 カン トリヒキ ショウキョ オヨ カク ホウコク ハイブン ゼンシャ ヒヨウ

				　※３　EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額） エイギョウ リエキ ゲンカ ショウキャク ヒ ショウキャク ガク

				　※４　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※５　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※６　百万円未満切り捨て



																																								（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2020年3月期 Q3				2021年3月期 Q3										2019年3月期実績		2020年3月期実績				2021年3月期 計画				2021年3月期 実績				2022年3月期 計画				2022年3月期 開示計画						2019年3月期 Q1		2020年3月期 Q1				2021年3月期 Q1						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　メディア事業 ジギョウ		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,100		+36.8%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%		2,100,000,000		+36.8%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　広告収入 コウコク シュウニュウ		691		862		1,235		+43.3%		1,335		+8.1%		1,600		+19.8%				273		+40.1%		318		+16.3%				585		+49.1%		574		△1.9%				852		+36.2%		846		△0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'		1,335,429,128		+8.1%		1,711,602,738		+28.2%		1,600,000,000		+19.8%				195,404,657		273,687,144		+40.1%		318,373,600		+16.3%				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　課金収入 カキン シュウニュウ		20		50		75		+47.2%		166		+121.7%		500		+200.6%				15		+28.9%		27		+85.2%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%		166,314,360		+121.7%		551,145,625		+231.4%		500,000,000		+200.6%				11,657,612		15,029,854		+28.9%		27,829,300		+85.2%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　その他 タ		51		40		40		△0.1%		33		△17.4%		ー		ー				6		△43.6%		8		+37.0%				28		+31.4%		16		△43.7%				35		+14.7%		23		△34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%		33,277,365		△17.4%		25,200,000		△24.3%				△100.0%				11,024,297		6,218,808		△43.6%		8,521,060		+37.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　ソリューション事業 ジギョウ		917		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,200		+21.4%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%		3,200,000,000		+21.4%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　ストック収入 シュウニュウ		690		782		1,032		+32.1%		1,859		+80.0%		2,300		+23.7%				207		+13.4%		409		+97.8%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%		1,859,705,624		+80.0%		2,309,362,895		+24.2%		2,300,000,000		+23.7%				182,546,795		207,066,074		+13.4%		409,493,944

tc={49F8D6C4-8613-403B-9804-37790B35C232}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+97.8%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　初期・一時売上 ショキ イチジ ウリアゲ		227		296		416		+40.1%		775		+86.4%		900		+16.0%				1		△95.3%		60		+4,193.3%				44		△49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%		775,614,289		+86.4%		946,445,724		+22.0%		900,000,000		+16.0%				29,946,250		1,400,000		△95.3%		60,105,753		+4,193.3%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		－		－				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%		-11,478,039		─%		-21,360,000		─%				─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-1,200,000		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　合計 ゴウケイ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,300		+27.4%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%		5,300,000,000		+27.4%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ																																																						TRUE		TRUE				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　※２　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※３　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※４　百万円未満切り捨て





BS

																										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2017年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月末 ネン ガツ マツ		2019年3月末 ネン ガツ マツ		2020年3月末 ネン ガツ マツ		2020年9月末 ネン ガツ マツ				2020年12月末 ネン ガツ マツ				2021年3月末 ネン ガツ マツ						2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						（単体）		（連結）		（単体） タンタイ		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ				（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　流動資産 リュウドウ シサン		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		△12.1%		2,310		△15.0%		2,875		+5.8%				1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　うち　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		△13.3%		1,656		△19.8%		1,847		△10.5%				1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　固定資産 コテイ シサン		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%		4,114		+30.6%				1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　資産合計 シサン ゴウケイ		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%		6,989		+19.1%				3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　流動負債 リュウドウ フサイ		1,079		1,256		560		958		768		744		△3.1%		740		△3.7%		1,251		+62.8%				466		△51.3%		520		△45.7%

				　固定負債 コテイ フサイ		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%		1,523		+14.7%				245		△12.8%		184		△34.5%

				　負債合計 フサイ ゴウケイ		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%		2,774		+32.3%				712		△42.6%		704		△43.2%

				　資本金 シホンキン		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%		1,762		+1.1%				1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		△5.6%		3,560		△5.5%		3,565		△5.3%				3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		△ 2,453		△ 2,005		△ 1,874		－		△ 1,823		－		△ 1,441		－				△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　その他 タ		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%		29		－				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%		298		+16.5%

				　純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		775		839		918		2,686		3,770		3,734		△1.0%		3,818		+1.3%		4,215		+11.8%				2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　※１　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※２　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャ カ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※３　百万円未満切り捨て ヒャクマンエン ミマン キ ス









BS-DATA

																																																																						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス



				2020年3月期　単体決算　貸借対照表：千円 タイシャクタイショウヒョウ センエン																																																																																																		（金額単位：円） キンガク タンイ エン

																2017年3月末 ネン ガツ マツ				2018年3月末 ネン ガツ マツ				2019年3月末 ネン ガツ マツ						2019年6月末 ネン ガツ マツ						2019年9月末 ネン ガツ マツ						2019年12月末 ネン ガツ マツ						2020年3月末 ネン ガツ マツ						2020年6月末 ネン ガツ マツ						2020年9月末 ネン ガツ マツ						2020年12月末 ネン ガツ マツ						2021年3月末 ネン ガツ マツ								2017年3月末 ネン ガツ マツ		2017年3月末 ネン ガツ マツ		2018"年"3"月"		2019"年"3"月"		2019"年"6"月"		2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"3"月"		2020"年"6"月"		2020"年"9"月"		2020"年"12"月"		2021"年"3"月"

																前々々期末 ゼンゼン キマツ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末 ゼンゼン マツ		構成比 コウセイヒ		前期末 ゼンキ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末増減 ゼンゼン キ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン				単体 タンタイ		連結 レンケツ		単体（税効果表示改正適用） タンタイ ゼイ コウカ ヒョウジ カイセイ テキヨウ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

						現預金 ゲンヨキン								Cash and cash equivalents		1,267,307		45%		470,422		24%		2,045,173		52%		1,574,751		1,506,700		44%		-538,473		1,311,042		38%		-734,131		1,625,316		31%		-419,857		2,063,777		35%		18,604		1,982,722		33%		-62,451		1,789,910		30%		-273,867		1,656,172		27%		-133,739		1,847,041		26%		190,869		★		1,181,896,525		1,267,307,500		470,422,141		2,045,173,425		1,506,700,653		1,311,042,800		1,625,316,256		2,063,777,116		1,982,722,149		1,789,910,183		1,656,171,620		1,847,041,061

						売掛債権 ウリカケ サイケン								Trade receivables		210,760		7%		297,561		15%		305,040		8%		7,479		220,518		6%		-84,523		302,098		9%		-2,942		435,927		8%		130,887		550,606		9%		245,565		337,148		6%		32,108		441,763		7%		-108,842		466,681		8%		24,917		873,592		12%		406,911		★		249,951,981		210,760,552		297,561,808		305,040,844		220,518,254		302,098,512		435,927,381		550,606,045		337,148,880		441,763,810		466,680,615		873,592,067

						前払金/前払費用 マエバライ キン マエバライ ヒヨウ								Prepaid expenses/interests		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						仮払/未収消費税 カリバライ ミシュウ ショウヒゼイ								Consumption tax receivables		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金資産(短期) クリノ ゼイキン シサン タンキ								Deferred tax asset (short term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		49,582		2%		47,512		2%		45,663		1%		-1,849		68,692		2%		23,029		181,611		5%		135,948		123,882		2%		78,219		102,875		2%		57,212		121,648		2%		75,985		156,129		3%		53,254		187,273		3%		31,143		154,578		2%		-32,695		★		122,161,558		49,582,753		47,512,543		45,663,505		68,692,950		181,611,627		123,882,265		102,875,954		121,648,662		156,129,513		187,272,554		154,577,738

						流動資産 リュウドウ シサン								Current Asset		1,527,650		54%		815,496		41%		2,395,877		61%		1,580,381		1,795,911		53%		-599,966		1,794,752		52%		-601,125		2,185,125		42%		-210,752		2,717,259		46%		321,381		2,441,519		41%		45,642		2,387,803		40%		-329,456		2,310,125		38%		-77,679		2,875,211		41%		565,086				1,554,010,064		1,527,650,805		815,496,492		2,395,877,774		1,795,911,857		1,794,752,939		2,185,125,902		2,717,259,115		2,441,519,691		2,387,803,506		2,310,124,789		2,875,210,866

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン								Tangible fixed asset		35,247		1%		38,406		2%		89,325		2%		50,919		93,058		3%		3,733		94,410		3%		5,085		104,084		2%		14,760		95,846		2%		6,521		96,058		2%		6,733		95,310		2%		-536		84,062		1%		-11,248		70,063		1%		-13,999				11,722,541		35,247,090		38,406,525		89,325,292		93,058,439		94,410,042		104,084,842		95,846,215		96,058,514		95,310,464		84,062,075		70,063,207

								ソフトウェア(含仕掛) シカカリ						Software		533,542		19%		622,304		31%		877,186		22%		254,882		930,841		27%		53,655		995,909		29%		118,723		1,251,267		24%		374,080		1,255,712		21%		378,525		1,329,224		22%		452,037		1,404,167		24%		148,455		1,477,110		24%		72,943		1,545,156		22%		68,046				346,396,506		533,542,910		622,304,863		877,186,968		930,841,709		995,909,959		1,251,267,295		1,255,712,151		1,329,224,046		1,404,167,053		1,477,109,901		1,545,155,542

		 						顧客資産 コキャク シサン						CMient asset		229,872		8%		212,005		11%		194,138		5%		-17,867		189,671		6%		-4,467		185,204		5%		-8,934		180,737		3%		-13,400		513,554		9%		319,416		503,370		8%		309,233		493,187		8%		-20,367		483,004		8%		-10,183		472,820		7%		-10,183				75,207,528		229,872,639		212,005,369		194,138,101		189,671,284		185,204,467		180,737,650		513,554,166		503,370,682		493,187,199		483,003,715		472,820,231

								技術資産 ギジュツ シサン						Technology asset		123,576		4%		112,390		6%		101,204		3%		-11,186		98,408		3%		-2,796		95,611		3%		-5,593		92,815		2%		-8,389		90,018		2%		-11,186		87,222		1%		-13,982		84,425		1%		-5,593		81,630		1%		-2,796		78,833		1%		-2,796				27,938,400		123,576,412		112,390,574		101,204,738		98,408,279		95,611,820		92,815,361		90,018,902		87,222,443		84,425,984		81,629,525		78,833,066

								契約 ケイヤク						Contract asset		12,119		0%		─		0%		8,814		0%		8,814		8,400		0%		-413		7,987		0%		-826		7,574		0%		-1,239		7,161		0%		-1,653		6,748		0%		-2,066		6,335		0%		-826		5,922		0%		-413		5,509		0%		-413						12,119,429				8,814,129		8,400,966		7,987,803		7,574,640		7,161,477		6,748,314		6,335,151		5,921,988		5,508,825

								のれん						Goodwill		72,554		3%		62,744		3%		52,934		1%		-9,810		50,482		1%		-2,452		48,030		1%		-4,905		1,002,026		19%		949,091		835,790		14%		782,855		1,090,278		18%		1,037,344		1,067,631		18%		231,842		1,044,985		17%		-22,647		1,022,338		15%		-22,647				27,742,029		72,554,289		62,744,601		52,934,913		50,482,491		48,030,069		1,002,026,234		835,790,030		1,090,278,792		1,067,631,969		1,044,985,146		1,022,338,322

		 						商標権						Trademarks		5,903		0%		12,928		1%		17,568		0%		4,640		18,784		1%		1,216		21,598		1%		4,030		20,919		0%		3,352		22,787		0%		5,219		22,416		0%		4,849		21,952		0%		-835		24,548		0%		2,596		26,334		0%		1,785				5,011,939		5,903,930		12,928,736		17,568,248		18,784,667		21,598,257		20,919,801		22,787,231		22,416,898		21,952,288		24,548,466		26,333,837

								特許権 トッキョケン								─		0%		─		0%		─		0%		─		672		0%		672		1,088		0%		1,088		1,029		0%		1,029		970		0%		971		911		0%		912		2,594		0%		1,623		2,480		0%		-114		2,367		0%		-114												672,487		1,088,048		1,029,299		970,539		911,790		2,594,015		2,480,288		2,366,546

								その他 タ						Others		72		0%		10,539		1%		72		0%		-10,467		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		73		0%		─		73		0%		─						72,800		10,539,581		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン								Intangible fixed asset		977,642		35%		1,032,913		52%		1,251,919		32%		219,006		1,297,334		38%		45,415		1,355,503		39%		103,583		2,556,443		49%		1,304,523		2,726,067		46%		1,474,147		3,040,245		51%		1,788,326		3,080,366		52%		354,299		3,119,752		51%		39,385		3,153,429		45%		33,677				482,296,402		977,642,409		1,032,913,724		1,251,919,897		1,297,334,683		1,355,503,223		2,556,443,080		2,726,067,296		3,040,245,765		3,080,366,459		3,119,751,829		3,153,429,169

						繰延税金資産(長期) クリノ ゼイキン シサン チョウキ								Deferred tax asset (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						投資等 トウシ ナド								Investment and others		270,044		10%		98,884		5%		189,656		5%		90,772		232,550		7%		42,893		235,683		7%		46,026		375,891		7%		186,235		327,569		6%		137,913		410,227		7%		220,570		411,372		7%		83,803		587,290		10%		175,917		891,052		13%		303,762				474,726,151		270,044,718		98,884,405		189,656,731		232,550,036		235,683,178		375,891,567		327,569,467		410,227,119		411,372,374		587,289,636		891,051,696

						固定資産 コテイ シサン								Fixed Asset		1,282,934		46%		1,170,204		59%		1,530,901		39%		360,697		1,622,943		47%		92,041		1,685,596		48%		154,695		3,036,419		58%		1,505,518		3,149,482		54%		1,618,581		3,546,531		59%		2,015,629		3,587,049		60%		437,566		3,791,104		62%		204,054		4,114,544		59%		323,441				968,745,094		1,282,934,217		1,170,204,654		1,530,901,920		1,622,943,158		1,685,596,443		3,036,419,489		3,149,482,978		3,546,531,398		3,587,049,297		3,791,103,540		4,114,544,072

						繰延資産 クリノベ シサン								Deferred asset		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

				総資産 ソウシサン								Total Assets				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

						買掛債務・未払 カイカケ サイム ミバライ								Trade payable		240,143		9%		170,354		9%		244,427		6%		74,073		156,179		5%		-88,248		222,760		6%		-21,668		323,653		6%		79,226		368,405		6%		123,978		308,448		5%		64,021		371,612		6%		3,206		385,659		6%		14,047		455,740		7%		70,081				273,727,127		240,143,381		170,354,439		244,427,668		156,179,204		222,760,105		323,653,462		368,405,989		308,448,404		371,612,287		385,659,397		455,740,439

						借入金・社債 カリイレ キン シャサイ								Debt（short term/current portion of long term debt）		753,714		27%		337,136		17%		680,982		17%		343,846		277,442		8%		-403,540		260,688		7%		-420,294		386,478		7%		-294,504		333,308		6%		-347,674		418,082		7%		-262,900		289,484		5%		-43,824		273,752		4%		-15,732		718,188		10%		444,436		★（※）		743,242,000		753,714,000		337,136,000		680,982,000		277,442,000		260,688,000		386,478,000		333,308,000		418,082,000		289,484,000		273,752,000		718,188,000

						未払金/未払費用 ミバラ キン ミバラ ヒヨウ								Accrued expenses		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						前受金/前受収益 マエウケキン マエウケ シュウエキ								Deferred revenue		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						未払消費税/未払法人税等 ミバラ ショウヒゼイ ミバラ ホウジンゼイ ナド								Income tax payable		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						引当金 ヒキアテ キン								Provision		187,176		7%		13,257		1%		3,216		0%		-10,041		3,000		0%		-217		3,000		0%		-217		32,114		1%		28,898		20,897		0%		17,681		13,548		0%		10,332		33,123		1%		12,226		23,544		0%		-9,579		16,166		0%		-7,378				28,007,565		187,176,512		13,257,687		3,216,825		3,000,000		3,000,000		32,114,544		20,897,511		13,548,891		33,123,812		23,544,343		16,165,960

						その他 タ								Others		75,563		3%		39,637		2%		29,474		1%		-10,163		29,745		1%		272		33,747		1%		4,273		51,407		1%		21,933		46,025		1%		16,551		47,782		1%		18,309		50,712		1%		4,687		57,385		1%		6,673		61,234		1%		3,849		★		34,989,016		75,563,666		39,637,339		29,474,135		29,745,930		33,747,261		51,407,590		46,025,053		47,782,812		50,712,067		57,384,666		61,234,133

						流動負債 リュウドウ フサイ								Current Liabilities		1,256,597		45%		560,385		28%		958,100		24%		397,715		466,367		14%		-491,733		520,195		15%		-437,905		793,653		15%		-164,447		768,636		13%		-189,464		787,862		13%		-170,239		744,932		12%		-23,704		740,340		12%		-4,592		1,251,329		18%		510,988				1,079,965,708		1,256,597,559		560,385,465		958,100,628		466,367,134		520,195,366		793,653,596		768,636,553		787,862,107		744,932,166		740,340,406		1,251,328,532

						長期借入金・社債 チョウキ カリイレ キン								Long term debt・Bonds		713,554		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,274,207		22%		992,367		1,507,756		25%		1,225,916		1,445,927		24%		171,720		1,494,716		24%		48,789		1,456,019		21%		-38,697		★（※）		666,874,000		713,554,000		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,274,207,000		1,507,756,000		1,445,927,000		1,494,716,000		1,456,019,000

						社債 シャサイ								Bonds		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金負債（長期） ク ノ ゼイキン フサイ チョウキ								Deferred tax liabilities (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		1,398		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		53,700		1%		53,701		52,711		1%		52,712		49,745		1%		-3,955		47,720		1%		-2,026		67,086		1%		19,366						1,398,191												53,700,694		52,711,997		49,745,904		47,719,823		67,085,622

						固定負債 コテイ フサイ								Fixed Liabilities		714,952		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,327,907		23%		1,046,068		1,560,467		26%		1,278,628		1,495,672		25%		167,765		1,542,436		25%		46,763		1,523,105		22%		-19,331				666,874,000		714,952,191		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,327,907,694		1,560,467,997		1,495,672,904		1,542,435,823		1,523,104,622

						総負債 ソウ フサイ								Total Liabilities				70%		1,066,803		54%		1,239,940		32%		173,137		712,105		21%		-527,835		704,831		20%		-535,109		2,181,071		42%		941,131		2,096,544		36%		856,604		2,348,330		39%		1,108,389		2,240,605		38%		144,061		2,282,776		37%		42,171		2,774,433		40%		491,657				1,746,839,708		1,971,549,750		1,066,803,465		1,239,940,628		712,105,134		704,831,366		2,181,071,596		2,096,544,247		2,348,330,104		2,240,605,070		2,282,776,229		2,774,433,154

						少数株主持分 ショウスウ カブヌシ モチブン								Minority Interests				0%				0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						資本金 シホンキン								Capital stock		666,000		24%		801,000		40%		1,558,228		40%		757,228		1,558,728		46%		500		1,558,728		45%		500		1,559,478		30%		1,250		1,742,928		30%		184,700		1,744,178		29%		185,950		1,751,803		29%		8,875		1,757,428		29%		5,625		1,762,268		25%		4,840				666,000,000		666,000,000		801,000,000		1,558,228,000		1,558,728,000		1,558,728,000		1,559,478,000		1,742,928,000		1,744,178,000		1,751,803,000		1,757,428,000		1,762,268,000

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン								Capital surplus		2,650,542		94%		2,824,241		142%		3,581,469		91%		757,228		3,581,969		105%		500		3,581,969		103%		500		3,582,719		69%		1,250		3,766,169		64%		184,700		3,547,508		59%		-33,960		3,555,133		60%		-211,035		3,560,759		58%		5,625		3,565,599		51%		4,840				2,689,241,170		2,650,542,951		2,824,241,170		3,581,469,170		3,581,969,170		3,581,969,170		3,582,719,170		3,766,169,170		3,547,508,770		3,555,133,770		3,560,758,770		3,565,598,770

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								Retained earnings		-2,472,499		-88%		-2,706,246		-136%		-2,453,104		-62%		253,142		-2,433,967		-71%		19,137		-2,365,213		-68%		87,891		-2,312,822		-44%		140,281		-2,005,536		-34%		447,568		-1,937,947		-32%		515,157		-1,874,285		-31%		131,251		-1,823,019		-30%		51,266		-1,441,039		-21%		381,980		★		-2,579,514,708 		-2,472,499,259 		-2,706,246,401 		-2,453,104,403 		-2,433,967,409 		-2,365,213,844 		-2,312,822,952 		-2,005,536,579 		-1,937,947,799 		-1,874,285,545 		-1,823,019,218 		-1,441,038,998 

						その他								Valuation and translation adjustments		-5,008		-0%		-97		-0%		246		0%		343		20		0%		-226		34		0%		-212		48,537		1%		48,291		10,293		0%		10,048		27,604		0%		27,359		27,587		0%		17,293		42,455		1%		14,868		29,915		0%		-12,540				188,988		-5,008,420 		-97,088 		246,299		20,120		34,690		48,537,554		10,293,911		27,604,914		27,587,000		42,455,088		29,914,737

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン								Valuation and translation adjustments		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		162,562		3%		162,562		256,343		4%		256,343		258,377		4%		258,377		274,009		5%		17,666		280,829		5%		6,820		298,579		4%		17,750																162,562,023		256,343,344		258,377,100		274,009,508		280,829,460		298,579,275

						純資産 ジュンシサン								Total Equity		839,035		0		918,897		0		2,686,839		0		1,767,941		2,706,749		0		19,911		2,775,518		0		88,679		3,040,473		0		353,635		3,770,197		0		1,083,359		3,639,720		0		952,882		3,734,247		0		-35,950		3,818,452		0		84,204		4,215,322		0		396,870				775,915,450		839,035,272		918,897,681		2,686,839,066		2,706,749,881		2,775,518,016		3,040,473,795		3,770,197,846		3,639,720,985		3,734,247,733		3,818,452,100		4,215,321,784

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン								Total Liabilities and Equity				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

																																																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						資本金 シホンキン		メディア						media		789,853		28%		435,777		22%		672,066		17%		236,289		746,071		22%		74,004		812,908		23%		140,842		─		ERROR:#DIV/0!		-672,067		797,858		14%		125,792		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						789,853,723		435,777,581		672,066,570		746,071,052		812,908,528				797,858,466

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン		ソリューション						Solution		818,846		29%		809,718		41%		854,187		22%		44,469		772,097		23%		-82,089		962,925		28%		108,738		─		ERROR:#DIV/0!		-854,187		2,928,947		50%		2,074,760		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						818,846,057		809,718,154		854,187,170		772,097,877		962,925,146				2,928,947,665

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		全社（共通） ゼンシャ キョウツウ						etc		1,203,446		43%		735,051		37%		2,400,525		61%		1,665,475		1,900,686		56%		-499,840		1,704,515		49%		-696,010		─		ERROR:#DIV/0!		-2,400,526		2,139,935		36%		-260,590		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		★				1,203,446,921		735,051,146		2,400,525,954		1,900,686,086		1,704,515,708				2,139,935,962

				セグメント資産 シサン								asset				2,812,146		100%		1,980,546		100%		3,926,779		100%		1,946,233		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		─		ERROR:#DIV/0!		-3,926,780		5,866,742		100%		1,939,962		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						2,812,146,701		1,980,546,881		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		0		5,866,742,093

																																																																																						3926779694		3418855015		3480349382				5866742093

																																																																																						0		0		0		0		0

																																																																																		FALSE		FALSE		TRUE		TRUE		TRUE		FALSE		TRUE

																																																																																		1,561,679		-5,154,265 		0		0		0		-5,221,545,391 		0

																																																																																		セグメント資料相違有 シリョウ ソウイ アリ		↑税効果改正分差異 ゼイ コウカ カイセイ ブン サイ









→未了





fixed expenses-Data

																		※MIと同じ集計区分でPTも合算（PTは製造原価への人件費振替は未考慮、ソフトウェア資産化のみ減算） オナ シュウケイ クブン ガッサン セイゾウ ゲンカ ジンケンヒ フリカエ ミ コウリョ シサンカ ゲンサン										※PTは、販売手数料以外を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 ハンバイ テスウリョウ イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

																				（Ａ）		（Ｂ）								（Ｃ）		（Ｄ）

																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン		連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン								連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ		連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ																																		（Ａ）										（Ｂ）																		（Ｃ）												（Ｄ）

								単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク						単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク								単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク

				「固定費増を計画」用 コテイヒ ゾウ ケイカク ヨウ		2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ				2020/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ				2020/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ				2020/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		267,264,937		318,083,636		413,917,355		485,304,306		577,858,886		742,000,814		1,301,153,470		723,294,584		125.2%		577,858,886		645,028,277		732,628,435		(568,525,035)		-43.7%				155,884,610		157,514,377		172,354,074				318,083,636		321,451,358		363,012,498				485,304,306		494,891,313		546,273,772

				オフィス・インフラ・租税公課等 ソゼイ コウカ トウ		25,820,704		39,631,299		51,554,801		79,694,457		87,772,517		118,239,856		84,472,188		178,737,518		260,789,368		176,317,180		208.7%		84,472,188		166,010,727		192,109,167		(68,680,201)		-26.3%				39,631,299		43,494,870		49,376,124				79,694,457		86,423,677		96,465,108				118,239,856		132,953,985		144,409,924

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		17,471,461		18,148,673		24,865,277		26,937,838		31,916,994		36,461,123		50,610,071		18,693,077		58.6%		31,916,994		36,461,123		50,610,071		0		0.0%				9,644,329		12,057,490		15,085,570				18,148,673		21,153,787		26,647,069				26,937,838		29,552,072		39,048,568

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		105,036,699		143,176,409		169,132,283		224,982,746		237,333,234		338,084,470		535,262,562		297,929,328		125.5%		196,817,790		271,969,810		388,508,429		(146,754,133)		-27.4%				59,449,790		76,697,683		77,963,775				122,918,687		157,062,336		175,307,023				194,596,163		243,982,860		279,387,030

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ																								40,515,444		40,515,444		40,515,444								10,128,861		10,128,861		10,128,861				20,257,722		20,257,722		20,257,722				30,386,583		30,386,583		30,386,583

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ																				0		-		0		6,447,552		32,532,381		32,532,381		-						7,641,687		7,258,095						15,896,631

tc={F4984C50-8EB2-4342-A7D0-6DB73BBF5940}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    CF計算書の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		14,516,191						24,093,539

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		23,524,286

				連結子会社（M&A関連償却費） レンケツ コガイシャ カンレン ショウキャク ヒ																										19,151,664		76,606,656										19,151,664		19,151,664						45,062,731

tc={90C5D9B6-C819-42D6-9E5C-5754C77145E2}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2009【組替表完了・貸倒損失調整後】_ver20201026.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		38,303,328						70,973,799

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		57,454,992

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ																				0		-		0		221,701,147		887,364,364		887,364,364		-						173,231,431		191,963,428						374,888,895

tc={75EC80FA-0071-4643-8D5A-19D1C2B69C9E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202009実績.xlsx
固定費データ_RF202009実績.xlsx								

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		437,946,714						602,045,633

tc={7BBF612F-5727-424F-A62F-7708376E34CE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202012実績.xlsx
固定費データ_RF202012実績.xlsx		657,303,184



				合計 ゴウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,407,285,744		2,400,874,948		253,059,477		11.8%				274,738,889		499,918,063		543,281,591				559,103,175		1,042,197,137		1,172,455,652				855,464,746		1,628,879,784		1,777,788,338

				小計(MIのみ) ショウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,159,985,381		1,404,371,547		(743,443,925)		-34.6%				274,738,889		299,893,281		324,908,404				559,103,175		606,348,880		681,689,420				855,464,746		931,766,813		1,039,505,876

				小計(連結子会社のみ) ショウケイ レンケツ コガイシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		228,148,699		919,896,745		919,896,745		-				0		180,873,118		199,221,523				0		390,785,526		452,462,904				0		626,139,172		680,827,470

																														0		919,896,745		919,896,745		-		※2020/3期PT+12カ月間仮定の通期比較 キ ゲツ カン カテイ ツウキ ヒカク

				【グラフ用】 ヨウ

				人件費		135		155		267		318		413		485		577		742		1301						577		645		732										113619895

				オフィス・インフラ・租税公課等		25		39		51		79		87		118		84		178		260						84		166		192										26793351

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		50		69		105		143		169		224		237		338		535						196		271		388

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		6		32

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		221		887

				合計 ゴウケイ		222		274		441		559		695		855		931		1295		2147						931		1407		2400



																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン										連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ

				発生額 ハッセイ ガク				単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ				連結実績 レンケツ ジッセキ										連結実績 レンケツ ジッセキ																																		※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ																								※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ

						2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ				2020/03期 4Q キ										2020/03期 4Q キ																																		※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ																								※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		131,785,975		162,199,026		146,652,418		167,220,670				256,696,508										159,723,971

				オフィス・インフラ費用 ヒヨウ		25,820,704		39,631,299		25,734,097		40,063,158		36,217,716		38,545,399				60,497,662										47,770,871																																		集計方法：（Ａ）、（Ｂ）は、ＰＴ+をMIと同じ固定費集計区分で合算。ただし製造原価内の人件費、オフィス賃料、減価償却費のみを固定費として集計。 シュウケイ ホウホウ コテイヒ セイゾウ ゲンカ ナイ ジンケンヒ チンリョウ ゲンカ ショウキャク ヒ コテイヒ シュウケイ																								集計方法：（Ｃ）、（Ｄ）は、ＰＴ+の販売手数料以外の営業費用を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 シュウケイ ホウホウ ハンバイ テスウリョウ イガイ エイギョウ ヒヨウ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		6,771,458		8,504,344		7,393,816		8,789,165				9,523,285										9,523,285																																		　　　　　また、売上原価で計上される人件費から製造原価へ振替額は考慮外（人件費のみの振替額は事業計画上も集計不能、みんかぶは他勘定振替により ウリアゲ ゲンカ ケイジョウ ジンケンヒ セイゾウ ゲンカ フリカエ ガク コウリョ ガイ ジンケンヒ フリカエ ガク ジギョウ ケイカク ジョウ シュウケイ フノウ タ カンジョウ フリカエ

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		54,403,195		73,597,758		64,095,584		81,806,337				113,101,724										46,987,064																																		　　　　　売上原価へ振り替えられる人件費は控除済による計測上の差異がある）、ソフトウェア資産化額は売上原価の人件費から減算済。 ジンケンヒ コウジョ スミ ケイソク ジョウ サイ ガク ウリアゲ ゲンカ ジンケンヒ スミ

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0				0										6,447,552

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0				0										221,701,147



				計 ケイ		222,633,173		274,738,889		218,694,725		284,364,286		254,359,534		296,361,571				439,819,179										551,820,998

						TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE				TRUE										FALSE



																		メモ

																		ＰＴ+の製造原価へ計上した人件費発生額は集計に含んでおります。

																		逆に、みんかぶの固定費集計では、販管費で計上された人件費のうち、他勘定振替で製造経費へ振り替えられた保守人件費は、戻しておりますが、仕掛品勘定をとおして売上原価となる人件費は戻していない為、

																		（A）（B）はその点が各社の集計としてズレている内容となります。 

																		なお、ＰＴ+の人件費でございますが、前期4Ｑで賞与引当金の調整がはいっているため、発生額が、当期計画よりも少なくなっています。

																		賞与を考慮しない場合の発生額はほぼ同額となります。



減価償却費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	105	143	人件費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	267	318	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	51	79	合計	





2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	441	559	







減価償却費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	169	224	人件費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	413	485	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	87	118	合計	





2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	695	855	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	237	338	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	742	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	178	合計	





2019/03期	2020/03期	931	1295	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	196	271	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	645	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	166	連結子会社（償却費）	

2019/03期	2020/03期	0	6	連結子会社（その他）	

2019/03期	2020/03期	0	221	合計	







2019/03期	2020/03期	2021/03期	931	1407	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	271	388	人件費	

2020/03期	2021/03期	645	732	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	166	192	連結子会社（償却費）	

2020/03期	2021/03期	6	32	連結子会社（その他）	

2020/03期	2021/03期	221	887	合計	





2020/03期	2021/03期	1407	2400	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	237	338	人件費	

2020/03期	2021/03期	742	1301	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	178	260	合計	





2020/03期	2021/03期	1295	2147	





（※１）

（※２）



fixed expenses

				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																										主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																																（単位：百万円 ） タンイ ヒャクマン エン														単位：円 タンイ エン

						2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ		2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ																		2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（単体）		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン				（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン																単体実績 タンタイ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン

				単 体 タン カラダ		899		1,123		1,317		194				265		287		22		540		585		44		828		902		73														単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833

				人件費		577		645		732		87				155		157		1		318		321		3		485		494		9														人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007

				オフィス・インフラ・租税公課等		84		166		192		26				39		43		3		79		86		6		118		132		14														オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129

				減価償却費（原価+販管費）		196		271		352		80				59		76		17		122		157		34		194		243		49				←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429

tc={53BC13C4-5E69-43D3-B675-FD73FBDEECDF}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる										

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等		80,538,619				59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697

				減価償却費（M&A関連償却費）		40		40		40		－				10		10		-		20		20		-		30		30		－														減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0

				連 結 子 会 社 レン ケツ コ カイ シャ		－		247		996		749				-		200		200		-		435		435		－		697		697														子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		－		6		32		26				-		7		7		-		15		15		－		24		24														減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		－		19		76		57				-		19		19		-		45		45		－		70		70														減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799

				その他固定費 タ コテイヒ		－		221		887		665				-		173		173		-		374		374		－		602		602														その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633

				連 結 合 計 レン ケツ ア ケイ		899		1,370		2,314		943				265		487		222		540		1,021		480		828		1,599		770														連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804



				　※１　人件費は、給与（法定福利費含む）、雑給、退職給付費用、福利厚生費、採用手数料、旅費交通費（通勤手当含む）の合計 ジンケンヒ キュウヨ ホウテイ フクリ ヒ フク ザツ タイショク キュウフ ヒヨウ フクリ コウセイヒ リョヒ コウツウヒ ツウキン テアテ フク ゴウケイ																																										※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　※２　減価償却費（M&A関連償却費）は、のれん、顧客関連資産、技術資産の償却合計 コキャク カンレン シサン ギジュツ シサン ショウキャク ゴウケイ

				　※３　2021年３月期連結計画にロボット投信の業績は含めておりません。 ネン ガツキ レンケツ ケイカク トウシン ギョウセキ フク

				　※４　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※５　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。ロボット投信の費用は第２四半期（7～９月）から連結子会社へ含めております。 トウシン ヒヨウ ダイ シハンキ ガツ フク



						チェック

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1209

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		943

						利益増 リエキ ゾウ		267		177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		89

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		7.4%





人件費差異要因（勘定科目ベース）

								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q1実績 ジッセキ		Q1実績 ジッセキ

				7120		給与手当		147,623,431		162,146,591		14,523,160		給与増加（PT+出向含む） キュウヨ ゾウカ シュッコウ フク

				7210		雑給		479,903		887,832		407,929

				7230		法定福利費		19,131,369		20,998,176		1,866,807		給与増加（PT+出向含む）

				7240		福利厚生費		1,281,906		796,877		(485,029)

				7241		採用教育費		1,111,519		1,050,000		(61,519)

				7249		他勘定振替		(23,241,320)		(33,798,464)		(10,557,144)		うちPT+出向負担金増加724万より、資産化/仕掛振替の増加330万 フタンキン シサンカ シカカリ フリカエ ゾウカ マン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		(82,825,339)		(98,129,749)		(15,304,410)

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド		56,153,605		60,670,301		4,516,696

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ		3,430,414		3,660,984		230,570

				7251		退職給付費用		1,589,268		1,675,350		86,082

				7260		旅費交通費		9,121,361		5,061,803		(4,059,558)		コロナ影響による減少 エイキョウ ゲンショウ

				7461		業務委託費		(1,212,827)		(1,303,788)		(90,961)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		15,471,388		18,252,811		2,781,423

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン		(16,684,215)		(19,556,599)		(2,872,384)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

								155,884,610		157,514,377		1,629,767



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0





Ｑ3追加チャート

				【売上高推移】 ウリアゲダカ スイイ

				2018年3月期 ネン ガツキ		1,681

				2019年3月期 ネン ガツキ		2,032

				2020年3月期 ネン ガツキ		2,790

				2021年3月期 ネン ガツキ		5,300

				2022年3月期 ネン ガツキ		5,000

				【主要項目accmQ3・Q4比較】 シュヨウ コウモク ヒカク

						2019年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2020年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2021年３月期 ネン ガツキ

						4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ

				EBITDA		309,555,924		184,721,651		442,957,403		418,463,968		759,300,724		440,699,276

				純利益 ジュンリエキ		111,185,930		141,956,068		140,281,451		307,286,373		182,517,361		317,482,639

				経常利益 ケイジョウリエキ		130,865,229		77,569,024		212,798,855		291,443,304		371,714,033		308,285,967

				営業利益 エイギョウ リエキ		140,423,641		116,520,700		217,974,657		305,362,244		389,863,943		310,136,057

				売上高 ウリアゲダカ		1,419,304,296		613,228,208		1,723,240,049		1,067,580,624		2,754,198,879		1,245,801,121

												861,421,371				1,200,000,000

												447,567,824				500,000,000

												504,242,159				680,000,000

												523,336,901				700,000,000

												2,790,820,673				4,000,000,000

										51%		49%		63%		37%

										31%		69%		37%		63%

										42%		58%		55%		45%

										42%		58%		56%		44%

										62%		38%		69%		31%





				サブスクリプション売上推移 ウリアゲ スイイ

								Quarterly						Accumulated

								ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ		ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ

				2020年３月期 ネン ガツキ		Q１		15,029,854		207,066,074		222,095,928		15,029,854		207,066,074		222,095,928

						Q２		16,661,985		204,994,768		221,656,753		31,691,839		412,060,842		443,752,681

						Q３		19,801,773		214,482,224		234,283,997		51,493,612		626,543,066		678,036,678

						Q４		23,521,894		406,425,543		429,947,437		75,015,506		1,032,968,609		1,107,984,115

				2021年３月期 ネン ガツキ		Q１		27,829,300		409,493,944		437,323,244		27,829,300		409,493,944		437,323,244

						Q２		36,522,387		459,654,171		496,176,558		64,351,687		869,148,115		933,499,802

						Q３		47,641,646		479,420,480		527,062,126		111,993,333		1,348,568,595		1,460,561,928

						Q４







2019年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	309555924	111185930	130865229	140423641	1419304296	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	613228208	











2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	1681	2032	2790	5300	5000	



四半期別サブスクリプション売上推移



ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	207066074	204994768	214482224	406425543	409493944	459654171	479420480	ﾒﾃﾞｨｱ課金	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	15029854	16661985	19801773	23521894	27829300	36522387	47641646	







2020年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	442957403	140281451	212798855	217974657	1723240049	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	1067580624	









2021年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	2754198879	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利	益	営業利益	売上高	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	1245801121	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	309555924	111185930	130865229	140423641	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	



百万





2019年3月期



4月～12月	売上高	1419304296	１月～３月	売上高	613228208	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	442957403	140281451	212798855	217974657	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	



百万円





4月～12月	

売上高	1723240049	１月～３月	

売上高	1067580624	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	



百万円





4月～12月	

売上高	2754198879	１月～３月	

売上高	1245801121	











ENG→





PL,SEG (ENG)



																										（JPY in million）										（JPY in million）														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　SOLUTION		989		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　Operating Profit		110		256		523		+103.7%		700		+33.8%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　MEDIA		141		294		545		+85.3%		545		－				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		-4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　SOLUTION		237		340		409		+20.2%		654		+59.7%				106		-1.7%		246		+130.8%				186		-1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　Adjustment　(2.)		(268)		(378)		(432)		－		(500)		－				(207)		－		(234)		－				(316)		－		(360)		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　Ordinary Profit		71		208		504		+141.9%		680		+34.9%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　Profit attributable to Parent Company		(200)		253		447		+76.8%		500		+11.7%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　EBITDA　(3.)		291		494		861		+74.3%		1,200		+39.3%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%



				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　Elimination of inter-segment and unallocable operating expenses

				　３．　Calculation formula of EBITDA is Operating income+depreciation+amortization of goodwill

				　４．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started 

				　　　　in FY2020Q4.

				　５．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　６．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.





																										（JPY in million）										（JPY in million）

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　Ad revenue		691		862		1,235		+43.3%		1,235		－				585		+49.1%		574		-1.9%				852		+36.2%		846		-0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　Subscription revenue		20		50		75		+47.2%		115		+53.7%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　Others		51		40		40		-0.1%		－		－				28		+31.4%		16		-43.7%				35		+14.7%		23		-34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　SOLUTION		917		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Subscription revenue		690		782		1,032		+32.1%		2,000		+93.6%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115

tc={A087FEC0-65BB-4A02-AA03-1721E4142B5F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　Initial  revenue		227		296		416		+40.1%		648		+55.9%				44		-49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



																																												TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in the 3rd quarter, and the contribution to the P/L started

				　　　　 in FY2020Q4.

				　３．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　４．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.







BS (ENG)

																						（JPY in million）																		（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2019		FY2021 Q2				FY2021 Q3														2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Non-Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes												（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　Current assets		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		-12.1%		2,310		-15.0%												1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　(Cash and deposit)		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		-13.3%		1,656		-19.8%												1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　Non‐current assets		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%												1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　Assets		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%												3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　Current Liabilities		1,079		1,256		560		958		768		744		-3.1%		740		-3.7%												466		△51.3%		520		△45.7%

				　Non-Current Liabilities		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%												245		△12.8%		184		△34.5%

				　Liabilities		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%												712		△42.6%		704		△43.2%

				　Capital stock		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%												1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　Capital surplus		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		-5.6%		3,560		-5.5%												3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　Retained earnings		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		(2,453)		(2,005)		(1,874)		－		(1,823)		－												△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　Others		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%												0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　Non-controlling interests						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%

				　Net assets		775		839		918		2,686		3,770		3,734		-1.0%		3,818		+1.3%												2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　１．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.

				　２．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　３．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.









fixed expenses(ENG)

				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																														主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																				（JPY in million）														（JPY in million）																単位：円 タンイ エン

						Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020		Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q1		FY2021 Q1 						FY2020 Q2		FY2021 Q2				FY2020 Q3		FY2021 Q3																				2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Consolidated		Changes																		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン

				Non-Consolidated		899		1,123		1,317		194				265		287		22				540		585		44		828		902		73																単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833

				Personnel expenses		577		645		732		87				155		157		1				318		321		3		485		494		9																人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007				※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等 キ ゼンキヒ ジンケンヒ シュッコウ サイヨウ ヒ トウ コ マン リョヒ コウツウヒ マン ゲン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シサンカ マン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シュッコウ マン トウ

				Office･Tax and public dues・others		84		166		192		26				39		43		3				79		86		6		118		132		14																オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129

				Depreciation（Cost of Sales + SGA）		196		271		352		80				59		76		17				122		157		34		194		243		49						←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429		80,538,619		←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ		59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697

				Depreciation（Amortization related to M&A）		40		40		40		-				10		10		-				20		20		-		30		30		-																減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0

				Consolidated subsidiary		-		247		996		749				-		200		200				-		435		435		-		697		697																子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971

				Depreciation		-		6		32		26				-		7		7				-		15		15		-		24		24																減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539

				Depreciation（Amortization related to M&A）		-		19		76		57				-		19		19				-		45		45		-		70		70																減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799

				Other fixed costs		-		221		887		665				-		173		173				-		374		374		-		602		602																その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633

				Consolidated total		899		1,370		2,314		943				265		487		222				540		1,021		480		828		1,599		770																連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804



				　１．　Personnel expenses include payroll related expenses including salary, legal welfare expenses, retirement benefit costs, recruiting costs and travel/transportation costs. 

				　２．　Depreciation (Amortization related to M&A) includes depreciation goodwill, customer-related intangible assets and technological assets.

				　３．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.																																														※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　４．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.





						チェック

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1209

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		943

						利益増 リエキ ゾウ		267		177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		89

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		7.4%
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								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2,790,820,673		0		4,205,799,114		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1,410,253,183		2		2,306,050,976		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1,380,567,490		(2)		1,899,748,138		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,567,492				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				857,230,589		(2)		1,232,914,888		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				523,336,901		0		666,833,251		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		418,310,262		861,267,665		180,295,746		287,675,652		354,897,718		467,297,093		1,290,166,209		+50%				861,421,371		153,706		1,197,064,129		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		123,418,693		46,475,086		256,238,416		(7,821,933)		861,267,665				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				69,160,038		39,523,000		71,612,707		77,459,702		112,038,167		98,177,784		147,003,074		79,903,032		127,991,612		125,809,584		137,608,114		203,879,395		1,290,166,209

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3,376,633		0		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)				(9,099)		14,999		302,189				2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220										0				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		10,403		816,403		313,503		0		3,376,633																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				22,471,375		0		13,357,589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336				777,120		812,319		649,014				804,437		688,844		912,192				1,394,200		1,302,469		4,234,359				14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000				2,000,000		8,000,000				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		7,442,041		1,343,397		6,273,811		0		22,471,375				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				504,242,159		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		8,722,271		211,217,035		(7,821,933)		504,242,159				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40,770,651		0		0		TRUE																														28,408,686		12,361,965				40,770,651										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				50,885,288		0		0		TRUE																																50,885,288				50,885,288										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				494,127,522		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		37,130,957		172,693,712		(7,821,933)		494,127,522				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				27,738,725		0		259,749,127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641				427,666		427,666		(73,658,876)				(286,140)								28,622,936		28,622,936								(598,071)		(598,071)				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(45,634,011)		0		27,738,725								20,353,645						30,711,813						60,170,960						86,718,942		197,955,360								2,874,318						25,650,551						16,969,935						28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				18,820,973		0		49,228,427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184

tc={49C4360C-8702-4E01-96D6-29A51E2F48AC}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    実績差額計上		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,799,510		(332,721)		2,354,184		0		18,820,973																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				親会社株主に帰属する当期純損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				19,136,994		68,753,565		52,390,892		307,286,373		447,567,824		28,458,721		73,575,039		117,671,245		181,006,152		400,711,157		-10%				447,567,824		0		344,498,108		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		62,098,755		37,036,012		215,973,539		(7,821,933)		447,567,824				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				31,848,737		1,561,815		(4,951,831)		27,724,387		51,728,633		(5,877,981)		90,453,338		33,356,814		(6,138,907)		72,547,064		78,343,451		30,115,638		400,711,157



						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		69,578,651		73,597,758		81,806,337		112,948,018		337,930,764		123,164,294		139,098,214		147,045,580		151,696,774		561,004,862		+66%				338,084,470		153,706		530,230,879		FALSE				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				4,725,340		4,724,142		4,778,924						3,585,436		3,585,436		4,046,232						22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		36,661,124		37,225,821		39,061,073		0		337,930,764				32,007,033		32,283,670		32,463,832		37,193,807		37,532,844		37,961,805		38,043,368		40,197,429		40,645,024		40,486,902		40,476,402		42,573,712		451,865,825				4,756,998		4,757,008		3,715,332		3,715,332		3,715,332		3,715,332		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		50,167,327				4,046,255		4,046,245		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		58,971,710				40,810,286		41,086,923		41,267,085		45,997,060		46,336,097		46,765,058		47,429,954		49,584,015		50,031,610		49,873,488		49,862,988		51,960,298		490,782,094

						　PT+のれん償却費（買収前取得分） ショウキャク ヒ バイシュウ マエ シュトク ブン																																																																								2,798,452		2,798,452		2,337,656																																																																																2,337,633		2,337,643		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		17,634,946

						　PT+のれん償却費（PPA前概算） ショウキャク ヒ マエ ガイサン																																																																								6,383,888		6,383,888		6,383,888																																																																																6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888



				2021年３月期セグメント別予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ヨサン スウチ

				単位：円　セグメント タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										連結 レンケツ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

				メディア				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760				108,141,732		110,444,918		132,728,703				102,657,471		97,006,331		93,867,520				115,821,750		100,860,932		194,742,191				1,351,207,354										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

				ソリューション				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813				71,913,312		67,783,168		108,671,288				73,127,696		94,888,148		158,607,882				91,108,607		80,121,184		184,611,840				1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				メディア				137,566,958		157,360,437		137,948,641		159,763,161		592,639,197		145,544,281		156,955,827		163,372,672		171,104,781		636,977,561		+7%				595985499.876806		FALSE		658105398.812		FALSE				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429				592,639,197										0				0		0		0		0				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429		0		592,639,197				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561

				ソリューション				131,977,948		138,513,721		205,629,160		341,493,155		817,613,984		338,802,383		421,661,430		433,449,046		474,981,445		1,668,894,303		+104%				831527620.099992		FALSE		1647945576.764		FALSE				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		53,788,814		52,015,651		61,434,083				643,359,377				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		110,832,764		122,707,856		107,952,535		0		817,613,984				57,941,232		62,340,604		59,734,574		77,998,535		68,671,840		67,050,101		98,766,285		70,462,902		79,299,720		81,367,743		79,807,081		119,525,773		922,966,390				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				119,053,152		126,631,028		93,118,203		146,480,605		137,097,843		138,082,982		167,729,541		138,836,270		126,883,235		149,824,939		148,260,994		176,895,512		1,668,894,303

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				メディア				157,368,848		193,954,916		155,582,681		242,161,712		749,068,157		180,565,088		180,907,132		188,433,242		222,844,731		772,750,193		+3%				763921052.123194		FALSE		744500319.841442		FALSE				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196				56,480,200		47,851,679		48,910,508				68,154,474		50,773,476		132,733,762				753,974,695				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196		0		56,480,200		47,851,679		48,910,508		0		68,154,474		50,773,476		123,233,762				744,474,695				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193

				ソリューション				76,488,126		109,854,047		120,994,566		324,162,596		631,499,335		160,948,442		270,392,661		309,023,683		392,762,771		1,133,127,557		+79%				613974362.733342		FALSE		1155247818.40856		FALSE				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313				26,341,555		34,554,883		62,438,422				37,319,793		28,105,533		123,177,757				500,161,208				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		7,594,445		3,783,335				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313		0		26,341,555		34,554,883		62,438,422		0		100,894,479		40,663,014		182,605,103				635,720,721				39,847,169		32,743,631		31,741,465		52,317,843		43,183,138		51,028,881		92,108,720		55,268,103		64,453,285		71,238,662		65,512,324		125,469,832		724,913,053				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				42,315,618		35,307,316		83,325,508		77,232,954		97,958,132		95,201,575		132,488,967		59,283,839		117,250,877		94,652,208		108,325,932		189,784,631		1,133,127,557

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ												0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0																												0																												0																												0																												0

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,135,903				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,195,416				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				メディア				59,713,317		52,521,104		46,465,746		53,895,263		212,595,430		55,797,537		59,077,388		56,297,995		58,598,595		229,771,515		+8%				207583140.546473		FALSE		229950182		FALSE										59,713,317								52,521,104								46,465,746								53,895,263		212,595,430										0				0		0		0		0				0		0		0		59,713,317		0		0		0		52,521,104		0		0		0		46,465,746								53,895,263		212,595,430				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

tc={CF863674-D8C4-47C7-B3BC-C2F58B9AC11F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    販管費の構成比（過年度）
メディア：ソリューション：全社共通

1703期連結　23.1%　31.9%　44.9%
1803期連結　19.6%　26.4%　54.0%
1903期単体　23.2%　21.6%　55.2%
2003期単体　26.1％　19.6％　54.3％

平均（直近２期）
24.7%	20.6%	54.8%		

tc={49C4360C-8702-4E01-96D6-29A51E2F48AC}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    実績差額計上																																																																																														0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

				ソリューション				38,540,463		41,004,498		41,065,510		91,768,818		212,379,289		108,061,860		116,037,810		111,703,122		114,835,623		450,638,415		+112%				226802727.165203		FALSE		506272311.658889		FALSE										38,540,463								41,004,498								41,065,510								36,135,262		156,745,733				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,140,677		5,500,439				0		0		0		38,540,463		0		0		0		41,004,498		0		0		0		41,065,510								91,768,818		212,379,289				14,492,239		15,626,253		16,751,441		17,586,656		14,951,096		17,087,254		15,583,149		15,105,503		16,601,666		15,687,877		15,276,521		18,258,420		193,008,075				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				35,422,230		35,762,021		36,877,609		39,450,174		35,836,864		40,750,772		36,446,667		35,991,271		39,265,184		36,551,395		37,162,289		41,121,938		450,638,415

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				103,091,269		104,284,077		109,582,544		115,297,983		432,255,873		120,522,681		127,607,157		121,603,670		126,572,965		496,306,473		+15%				425856154.13721		FALSE		496692394		FALSE										103,091,269								104,284,077								109,582,544								115,396,983		432,354,873										0				0		0		(99,000)		(99,000)				0		0		0		103,091,269		0		0		0		104,284,077		0		0		0		109,582,544								115,297,983		432,255,873				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473

				販売費管理費 ハンバイヒカンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				メディア				97,655,531		141,433,812		109,116,935		188,266,449		536,472,728		124,767,551		121,829,744		132,135,247		164,246,136		542,978,678		+1%				556337911.576721		FALSE		514550137.841442		FALSE										97,655,531								141,433,812								109,116,935								197,766,449		545,972,728				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				0		0		0		97,655,531		0		0		0		141,433,812		0		0		0		109,116,935								188,266,449		536,472,728				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678

				ソリューション				37,947,663		68,849,549		79,929,056		232,393,778		419,120,046		52,886,582		154,354,851		197,320,562		277,927,148		682,489,143		+63%				387171635.568138		FALSE		648975506.749671		FALSE										37,947,663								68,849,549								79,929,056								152,467,821		339,194,089				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		5,453,768		(1,717,104)				0		0		0		37,947,663		0		0		0		68,849,549		0		0		0		79,929,056								232,393,778		419,120,046				25,354,930		17,117,378		14,990,024		34,731,187		28,232,042		33,941,627		76,525,571		40,162,600		47,851,619		55,550,785		50,235,803		107,211,412		531,904,978				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				6,893,388		(454,705)		46,447,899		37,782,780		62,121,268		54,450,803		96,042,300		23,292,569		77,985,693		58,100,813		71,163,643		148,662,693		682,489,143

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				(103,091,269)		(104,284,077)		(109,582,544)		(115,297,983)		(432,255,873)		(120,522,681)		(127,607,157)		(121,603,670)		(126,572,965)		(496,306,473)		─'%'				-425856154.13721		FALSE		-496692394		FALSE										(103,091,269)								(104,284,077)								(109,582,544)								(115,396,983)		(432,354,873)				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		(103,091,269)		0		0		0		(104,284,077)		0		0		0		(109,582,544)								(115,297,983)		(432,255,873)				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)

				営業損益 エイギョウ ソンエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(0)		0		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期セグメント別売上予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ウリアゲ ヨサン スウチ												0.8364467085

				単位：千円　セグメント タンイ センエン												2,334,372,766																										ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										ミンカブ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						広告収入 コウコク シュウニュウ		273,687,144		311,929,996		267,207,115		373,564,396		1,226,388,651		292,335,635		299,564,908		309,110,543		345,772,512		1,246,783,598		+2%				1234486703		FALSE		1237954072.9		FALSE				85,352,936		87,475,195		100,859,013				99,630,678		103,051,321		109,247,997				94,708,632		88,482,522		84,015,961				106,926,743		91,390,335		184,747,318				1,235,888,651										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				85,352,936		87,475,195		100,859,013		0		99,630,678		103,051,321		109,247,997		0		94,708,632		88,482,522		84,015,961		0		106,926,743		91,390,335		175,247,318		0		1,226,388,651				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598

						課金収入 カキン シュウニュウ		15,029,854		16,661,985		19,801,773		23,521,894		75,015,506		27,269,234		31,740,051		35,789,371		40,728,000		135,526,656		+81%				74404147		FALSE		136454856.753442		FALSE				4,775,018		5,063,685		5,191,151				5,441,573		5,547,792		5,672,620				6,191,849		6,494,210		7,115,714				7,351,016		7,676,160		8,494,718				75,015,506										0				0		0		0		0				4,775,018		5,063,685		5,191,151		0		5,441,573		5,547,792		5,672,620		0		6,191,849		6,494,210		7,115,714		0		7,351,016		7,676,160		8,494,718		0		75,015,506				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656

						その他 タ		6,218,808		22,723,372		6,522,434		4,838,583		40,303,197		6,504,500		6,558,000		6,906,000		7,449,000		27,417,500		-32%				51015702		FALSE		28196789		FALSE				2,146,444		1,971,768		2,100,596				3,069,481		1,845,805		17,808,086				1,756,990		2,029,599		2,735,845				1,543,991		1,794,437		1,500,155				40,303,197										0				0		0		0		0				2,146,444		1,971,768		2,100,596		0		3,069,481		1,845,805		17,808,086		0		1,756,990		2,029,599		2,735,845		0		1,543,991		1,794,437		1,500,155		0		40,303,197				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				メディア事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		194,742,191		0		1,351,207,354				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

						ストック収入 シュウニュウ		207,066,074		204,994,768		214,482,224		406,425,543		1,032,968,609		428,773,825		488,706,875		548,024,729		585,886,216		2,051,391,645		+99%				1037266445.83333		FALSE		2069276184.17256		FALSE				68,183,778		69,194,483		69,687,813				68,750,312		67,453,168		68,791,288				69,647,696		72,243,646		72,590,882				79,208,607		79,941,184		83,714,340				869,407,197				53,929,999		53,279,052		56,352,361		163,561,412				0		0		0		0				68,183,778		69,194,483		69,687,813		0		68,750,312		67,453,168		68,791,288		0		69,647,696		72,243,646		72,590,882		0		133,138,606		133,220,236		140,066,701		0		1,032,968,609				86,038,401		86,084,235		89,376,039		99,216,378		103,129,978		107,650,978		114,975,005		122,881,005		124,628,005		129,356,405		132,769,405		134,495,605		1,330,601,439				54,525,369		55,234,110		58,115,672		58,655,180		59,857,786		61,396,575		60,893,502		62,498,105		63,349,107		62,297,742		62,933,520		65,233,538		724,990,206				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				140,563,770		141,118,345		147,091,711		157,471,558		162,587,764		168,647,553		175,468,507		184,979,110		187,577,112		191,254,147		195,302,925		199,329,143		2,051,391,645

						スポット（一時）売上 イチジ ウリアゲ		1,400,000		43,373,000		112,141,502		259,230,208		416,144,710		70,977,000		203,347,215		194,448,000		281,858,000		750,630,215		+80%				408235537		FALSE		733917211		FALSE				0		1,400,000		0				3,163,000		330,000		39,880,000				3,480,000		22,644,502		86,017,000				11,900,000		180,000		100,897,500				269,892,002				66,688,637		29,970,634		60,093,437		156,752,708				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				0		1,400,000		0		0		3,163,000		330,000		39,880,000		0		3,480,000		22,644,502		86,017,000		0		78,588,637		30,150,634		150,490,937		0		416,144,710				11,750,000		9,000,000		2,100,000		31,100,000		8,725,000		10,428,004		75,900,000		2,850,000		19,125,000		23,250,000		12,550,000		110,500,000		317,278,004				9,055,000		11,820,000		27,252,000		35,142,000		63,743,211		54,209,000		48,850,000		10,291,000		37,432,000		29,973,000		48,734,000		56,851,000		433,352,211				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,805,000		20,820,000		29,352,000		66,242,000		72,468,211		64,637,004		124,750,000		13,141,000		56,557,000		53,223,000		61,284,000		167,351,000		750,630,215

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ソリューション事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		91,108,607		80,121,184		184,611,840		0		1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				合計 ゴウケイ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(0)		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期会社別サマリー ネン ガツキ カイシャ ベツ

				単位：円　P/L タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ																																														ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ																																														2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		503,401,880		599,683,121		620,155,048		767,266,504		2,490,506,553		610,458,044		698,113,297		812,164,929		936,870,927		3,057,607,197		+23%				2507810165		FALSE		3058356186.65344		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553										0										0																																				0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197																												0																												0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197

						Prop Tech plus								320,314,120		320,314,120		216,002,150		333,003,752		283,313,714		326,022,801		1,158,342,417		+262%				317598369.833333		FALSE		1160642927.17256		FALSE																																				0				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120										0																																				0																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(20,000,000)		(20,000,000)		(600,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(4,200,000)		─'%'				-20000000		TRUE		-13200000		FALSE																																				0										0				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)																																				0																												0																												0				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		269,544,906		295,874,158		343,577,801		327,001,709		1,235,998,574		325,560,691		370,676,303		411,901,579		451,805,378		1,559,943,951		+26%				1254145399		FALSE		1583934610.73617		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574										0										0																																				0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951																												0																												0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951

						Prop Tech plus								188,537,942		188,537,942		153,737,308		202,536,289		179,659,474		189,164,183		725,097,253		+285%				173367720.976798		FALSE		724152364.839835		FALSE																																				0				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942										0																																				0																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,283,335)		(14,283,335)		5,048,665		5,404,665		5,260,665		5,116,665		20,830,660		─'%'				0		FALSE		-2036000		FALSE																																				0										0				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)																																				0																												0																												0				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		233,856,974		303,808,963		276,577,247		440,264,795		1,254,507,979		284,897,353		327,436,994		400,263,350		485,065,549		1,497,663,246		+19%				1253664766		FALSE		1474421575.91728		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246

						Prop Tech plus		0		0		0		131,776,178		131,776,178		62,264,842		130,467,464		103,654,240		136,858,618		433,245,164		+229%				144230648.856536		FALSE		436490562.332726		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(5,716,665)		(5,716,665)		(5,648,665)		(6,604,665)		(6,460,665)		(6,316,665)		(25,030,660)		─'%'				-20000000		FALSE		-11164000		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		201,345,049		197,809,678		197,113,800		205,427,508		801,696,035		223,190,151		236,309,551		225,191,982		234,394,379		919,086,063		+15%				793874102.339588		FALSE		919800727.583333		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035										0										0																																				0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063																												0																												0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063

						Prop Tech plus								50,133,117		50,133,117		53,944,258		57,081,793		55,081,793		56,281,793		222,389,638		+344%				50763275.5092979		FALSE		235613454.075556		FALSE																																				0				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117										0																																				0																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								5,401,439		5,401,439		7,247,669		9,331,011		9,331,011		9,331,011		35,240,702		+552%				15604644		FALSE		77500706		FALSE																																				0										0				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439																																				0																												0																												0				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		32,511,925		105,999,285		79,463,447		234,837,287		452,811,944		61,707,202		91,127,444		175,071,368		250,671,170		578,577,183		+28%				459790663.660412		FALSE		554620848.333942		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183

						Prop Tech plus		0		0		0		81,643,061		81,643,061		8,320,584		73,385,670		48,572,447		80,576,825		210,855,526		+158%				93467373.3472378		FALSE		200877108.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(11,118,104)		(11,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-35604644		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		102,090,576		179,597,043		161,269,784		322,339,795		765,297,198		158,461,736		203,815,899		293,957,188		374,208,185		1,030,443,008		+35%				774619536.660412		FALSE		1006486673.20394		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				0		0		0		0				0		0		0		0				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008

						Prop Tech plus								95,871,467		95,871,467		21,549,923		84,531,667		61,468,443		93,472,821		261,022,853		+172%				107732055.347238		FALSE		251044435.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,725,340		4,724,142		4,778,924		0		14,228,406				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,129,406)		(14,129,406)		(12,945,251)		(11,817,909)		(13,423,909)		(13,279,909)		(51,466,979)		─'%'				-34264682		FALSE		-60466979		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,139,904)		(1,138,706)		(732,692)		0		(3,011,302)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				(4,644,969)		(4,828,979)		(3,471,303)		(3,955,303)		(3,939,303)		(3,923,303)		(4,490,636)		(4,474,636)		(4,458,636)		(4,442,636)		(4,426,636)		(4,410,636)		(51,466,979)

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		404,081,856		847,039,259		167,066,408		276,529,656		342,001,722		454,401,097		1,239,998,882		+46%				848086910.007649		FALSE		1197064129.46111		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		31,935,784		32,501,679		34,282,149		0		323,702,358				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				64,403,040		34,765,992		67,897,375		73,744,370		108,322,835		94,462,451		142,704,409		75,604,367		123,692,946		121,510,918		133,309,449		199,580,730		1,239,998,882

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		405,022		(356,589)		2,187,891		308,089		2,544,413		0		0		0		0		0		─'%'				2242224		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								832,220		832,220		0		0		0		0		0		─'%'				820906		FALSE		0		TRUE																																				0				19,502		801,404		11,314		832,220										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3063130		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		2,768,200		2,238,453		2,405,473		6,931,028		14,343,154		3,553,930		3,379,405		3,154,339		2,902,766		12,990,440		-9%				12940576		FALSE		12990440		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154										0										0																																				0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440																												0																												0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440

						Prop Tech plus								128,221		128,221		108,246		98,383		86,917		73,603		367,149		+186%				126988		FALSE		367149		TRUE																																				0				47,841		40,928		39,452		128,221										0																																				0																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								8,000,000		8,000,000		0		0		0		0		0		─'%'				5550400		FALSE		0		TRUE																																				0										0				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				18617964		FALSE		13357589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		228,214,348		441,013,203		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+28%				449092311.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				502098559.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		218,099,711		430,898,566		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+31%				489862962.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				542869210.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		11,011,753		34,650,678		26,854,973		(72,803,544)		(286,140)		20,353,645		30,711,813		60,170,960		86,718,942		197,955,360		─'%'				28899790.042659		FALSE		189570642		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)										0										0																																				0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360																												0																												0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360

						Prop Tech plus								28,622,936		28,622,936		2,874,318		25,650,551		16,969,935		28,176,128		73,670,932		+157%				24622250		FALSE		70178485		FALSE																																				0				0		0		28,622,936		28,622,936										0																																				0																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(598,071)		(598,071)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(7,920,000)		─'%'				0		FALSE		0		FALSE																																				0										0				0		0		(598,071)		(598,071)																																				0																												0																												0				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				53522040.042659		FALSE		259749127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)				0		0		28,622,936		28,622,936				0		0		(598,071)		(598,071)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		19,136,994		68,753,565		52,390,892		290,903,255		431,184,706		37,799,627		57,036,226		111,746,069		161,049,462		367,631,383		-15%				460963172.617753		FALSE		352059766.333942		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383

						Prop Tech plus		0		0		0		53,724,124		53,724,124		5,338,020		47,636,736		31,515,595		52,327,094		136,817,445		+155%				69539041.3472378		FALSE		130331474.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(37,341,006)		(37,341,006)		(14,678,926)		(31,097,923)		(25,590,419)		(32,370,404)		(103,737,672)		─'%'				-60429818		FALSE		-137893133		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)

				親会社株主に帰属する当期純損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				19,136,994		68,753,565		52,390,892		307,286,373		447,567,824		28,458,721		73,575,039		117,671,245		181,006,152		400,711,157		-10%				470072395.96499		FALSE		344498107.591112		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				31,848,737		1,561,815		(4,951,831)		27,724,387		51,728,633		(5,877,981)		90,453,338		33,356,814		(6,138,907)		72,547,064		78,343,451		30,115,638		400,711,157

								0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0						0				0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(0)		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								0		0		0		(14,228,406)		(14,228,406)		(13,229,338)		(11,145,996)		(12,895,996)		(12,895,996)		(50,167,327)						0				0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(4,756,998)		(4,757,008)		(3,715,332)		(3,715,332)		(3,715,332)		(3,715,332)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(4,298,665)		(50,167,327)
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fixed expenses
04 APPENDIX

45

（単位：百万円）

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 計画

（単体） （連結） （連結） 増減 （連結） 増減

単 体 899 1,123 1,236 112 1,572 336

人件費 577 645 666 21 881 215

オフィス・インフラ・租税公課等 84 166 177 11 187 9

減価償却費（原価+販管費） 196 271 351 79 462 111

減価償却費（M&A関連償却費） 40 40 40 － 40 －

連 結 子 会 社 － 247 954 707 1,150 195

減価償却費 － 6 32 25 73 41

減価償却費（M&A関連償却費） － 19 96 77 103 6

その他固定費 － 221 825 603 973 147

連 結 合 計 899 1,370 2,190 819 2,722 531

　※１　人件費は、給与（法定福利費含む）、雑給、退職給付費用、福利厚生費、採用手数料、旅費交通費（通勤手当含む）の合計

　※２　減価償却費（M&A関連償却費）は、のれん、顧客関連資産、技術資産の償却合計

　※３　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。

　※４　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、

　　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。ロボット投信の費用は2021年3月期第2四半期（7月～9月）から連結子会社へ含めております。
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																																																		（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期  ネン ガツ キ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ										2019年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2020年3月期実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク				2021年3月期 実績 ネン ガツ キ ジッセキ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結）		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　売上高 ウリアゲ ダカ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,522		+32.8%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　メディア		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,287		+49.0%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　ソリューション		989		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,255		+23.5%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		△ 21		－				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%		(11,478,039)		─%		(21,360,000)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(1,200,000)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　営業利益 エイギョウ リエキ		110		256		523		+103.7%		759		+45.1%		900		+18.5%				32		+152.7%		116		+259.0%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%		759,502,828		+45.1%		900,203,573		+18.5%				12,864,205		32,511,925		+152.7%		116,705,088		+259.0%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　メディア		141		294		545		+85.3%		530		△2.8%		668		+26.0%				97		+39.4%		157		+61.5%				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		△4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%		530,904,014		△2.8%		668,742,341		+26.0%				70,030,880		97,655,531		+39.4%		157,748,068		+61.5%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　ソリューション		237		340		409		+20.2%		738		+80.2%		904		+22.6%				37		+5.1%		69		+84.2%				106		△1.7%		246		+130.8%				186		△1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%		738,039,746		+80.2%		904,874,499		+22.6%				36,122,562		37,947,663		+5.1%		69,911,876		+84.2%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　調整額　※２ チョウセイ ガク		△ 268		△ 378		△ 432		－		△ 509		－		△ 673		－				△ 103		－		△ 110		－				△ 207		－		△ 234		－				△ 316		－		△ 360		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%		(509,440,932)		─%		(673,413,268)		─%				(93,289,237)		(103,091,269)		─%		(110,954,856)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　経常利益 ケイジョウ リエキ		71		208		504		+141.9%		734		+45.6%		866		+18.1%				30		+114.8%		106		+253.5%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%		734,276,561		+45.6%		866,873,303		+18.1%				14,037,145		30,148,747		+114.8%		106,563,882		+253.5%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		△ 200		253		447		+76.8%		564		+26.1%		697		+23.6%				19		+128.8%		67		+253.2%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%		564,497,581		+26.1%		697,947,177		+23.6%				8,362,295		19,136,994		+128.8%		67,588,780		+253.2%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　ＥＢＩＴＤＡ　※３		291		494		861		+74.3%		1,280		+48.6%		1,587		+24.0%				102		+60.8%		230		+125.6%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%		1,280,309,122		+48.6%		1,587,583,676		+24.0%				63,497,709		102,090,576		+60.8%		230,324,983		+125.6%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%



				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ

				　※２　セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用 カン トリヒキ ショウキョ オヨ カク ホウコク ハイブン ゼンシャ ヒヨウ

				　※３　EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額） エイギョウ リエキ ゲンカ ショウキャク ヒ ショウキャク ガク

				　※４　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※５　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※６　百万円未満切り捨て



																																								（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2020年3月期 Q3				2021年3月期 Q3										2019年3月期実績		2020年3月期実績				2021年3月期 計画				2021年3月期 実績				2022年3月期 計画						2019年3月期 Q1		2020年3月期 Q1				2021年3月期 Q1						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						（連結）		（単体）		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（単体） タンタイ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ				（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ		（連結） レンケツ		前期比 ゼンキ ヒ								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結） レンケツ						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　メディア事業 ジギョウ		763		953		1,351		+41.7%		1,535		+13.6%		2,287		+49.0%				294		+35.2%		354		+20.3%				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'		1,535,020,853		+13.6%		2,287,948,363		+49.0%				218,086,566		294,935,806		+35.2%		354,723,960		+20.3%				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　広告収入 コウコク シュウニュウ		691		862		1,235		+43.3%		1,335		+8.1%		1,711		+28.2%				273		+40.1%		318		+16.3%				585		+49.1%		574		△1.9%				852		+36.2%		846		△0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'		1,335,429,128		+8.1%		1,711,602,738		+28.2%				195,404,657		273,687,144		+40.1%		318,373,600		+16.3%				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　課金収入 カキン シュウニュウ		20		50		75		+47.2%		166		+121.7%		551		+231.4%				15		+28.9%		27		+85.2%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%		166,314,360		+121.7%		551,145,625		+231.4%				11,657,612		15,029,854		+28.9%		27,829,300		+85.2%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　その他 タ		51		40		40		△0.1%		33		△17.4%		25		△24.3%				6		△43.6%		8		+37.0%				28		+31.4%		16		△43.7%				35		+14.7%		23		△34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%		33,277,365		△17.4%		25,200,000		△24.3%				11,024,297		6,218,808		△43.6%		8,521,060		+37.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　ソリューション事業 ジギョウ		917		1,078		1,449		+34.3%		2,635		+81.9%		3,255		+23.5%				208		△1.9%		469		+125.3%				456		△1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%		2,635,319,913		+81.9%		3,255,808,619		+23.5%				212,493,045		208,466,074		△1.9%		469,599,697		+125.3%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　ストック収入 シュウニュウ		690		782		1,032		+32.1%		1,859		+80.0%		2,309		+24.2%				207		+13.4%		409		+97.8%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%		1,859,705,624		+80.0%		2,309,362,895		+24.2%				182,546,795		207,066,074		+13.4%		409,493,944

tc={49F8D6C4-8613-403B-9804-37790B35C232}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+97.8%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　初期・一時売上 ショキ イチジ ウリアゲ		227		296		416		+40.1%		775		+86.4%		946		+22.0%				1		△95.3%		60		+4,193.3%				44		△49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%		775,614,289		+86.4%		946,445,724		+22.0%				29,946,250		1,400,000		△95.3%		60,105,753		+4,193.3%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				調整額　※１ チョウセイ ガク		△ 72		－		△ 9		－		△ 11		－		△ 21		－				－		－		△ 1		－				－		－		△ 3		－				－		－		△ 8		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%		-11,478,039		─%		-21,360,000		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-1,200,000		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　合計 ゴウケイ		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,158		+49.0%		5,522		+32.8%				503		+16.9%		823		+63.5%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%		4,158,862,727		+49.0%		5,522,396,982		+32.8%				430,579,611		503,401,880		+16.9%		823,123,657		+63.5%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



				　※１　セグメント間の内部売上高の振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ フリカエ ダカ																																																						TRUE		TRUE				TRUE				TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　※２　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※３　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅケ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャカ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※４　百万円未満切り捨て





BS

																										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン										（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						2017年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月末 ネン ガツ マツ		2019年3月末 ネン ガツ マツ		2020年3月末 ネン ガツ マツ		2020年9月末 ネン ガツ マツ				2020年12月末 ネン ガツ マツ				2021年3月末 ネン ガツ マツ						2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						（単体）		（連結）		（単体） タンタイ		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		（連結） レンケツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ				（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　流動資産 リュウドウ シサン		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		△12.1%		2,310		△15.0%		2,875		+5.8%				1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　うち　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		△13.3%		1,656		△19.8%		1,847		△10.5%				1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　固定資産 コテイ シサン		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%		4,114		+30.6%				1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　資産合計 シサン ゴウケイ		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%		6,989		+19.1%				3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　流動負債 リュウドウ フサイ		1,079		1,256		560		958		768		744		△3.1%		740		△3.7%		1,251		+62.8%				466		△51.3%		520		△45.7%

				　固定負債 コテイ フサイ		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%		1,523		+14.7%				245		△12.8%		184		△34.5%

				　負債合計 フサイ ゴウケイ		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%		2,774		+32.3%				712		△42.6%		704		△43.2%

				　資本金 シホンキン		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%		1,762		+1.1%				1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　資本剰余金 シホン ジョウヨキン		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		△5.6%		3,560		△5.5%		3,565		△5.3%				3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		△ 2,453		△ 2,005		△ 1,874		－		△ 1,823		－		△ 1,441		－				△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　その他 タ		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%		29		－				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%		298		+16.5%

				　純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		775		839		918		2,686		3,770		3,734		△1.0%		3,818		+1.3%		4,215		+11.8%				2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　※１　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ

				　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※２　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、 トウシャ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ ヅ トウシン カブシキ カイシャ カブシキ シュトク ドウシャ レンケツ コガイシャ カ ドウシャ カブシキ シュトク ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ

				　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ ソンエキ ケイサンショ レンケツ

				　※３　百万円未満切り捨て ヒャクマンエン ミマン キ ス









BS-DATA

																																																																						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス						（金額単位：千円、単位未満切捨） キンガク タンイ センエン キリス



				2020年3月期　単体決算　貸借対照表：千円 タイシャクタイショウヒョウ センエン																																																																																																		（金額単位：円） キンガク タンイ エン

																2017年3月末 ネン ガツ マツ				2018年3月末 ネン ガツ マツ				2019年3月末 ネン ガツ マツ						2019年6月末 ネン ガツ マツ						2019年9月末 ネン ガツ マツ						2019年12月末 ネン ガツ マツ						2020年3月末 ネン ガツ マツ						2020年6月末 ネン ガツ マツ						2020年9月末 ネン ガツ マツ						2020年12月末 ネン ガツ マツ						2021年3月末 ネン ガツ マツ								2017年3月末 ネン ガツ マツ		2017年3月末 ネン ガツ マツ		2018"年"3"月"		2019"年"3"月"		2019"年"6"月"		2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"3"月"		2020"年"6"月"		2020"年"9"月"		2020"年"12"月"		2021"年"3"月"

																前々々期末 ゼンゼン キマツ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末 ゼンゼン マツ		構成比 コウセイヒ		前期末 ゼンキ マツ		構成比 コウセイヒ		前々期末増減 ゼンゼン キ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン		当期末 トウキ マツ		構成比 コウセイヒ		前期末増減 ゼンキマツ マツ ゾウゲン				単体 タンタイ		連結 レンケツ		単体（税効果表示改正適用） タンタイ ゼイ コウカ ヒョウジ カイセイ テキヨウ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		単体 タンタイ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ		連結 レンケツ

						現預金 ゲンヨキン								Cash and cash equivalents		1,267,307		45%		470,422		24%		2,045,173		52%		1,574,751		1,506,700		44%		-538,473		1,311,042		38%		-734,131		1,625,316		31%		-419,857		2,063,777		35%		18,604		1,982,722		33%		-62,451		1,789,910		30%		-273,867		1,656,172		27%		-133,739		1,847,041		26%		190,869		★		1,181,896,525		1,267,307,500		470,422,141		2,045,173,425		1,506,700,653		1,311,042,800		1,625,316,256		2,063,777,116		1,982,722,149		1,789,910,183		1,656,171,620		1,847,041,061

						売掛債権 ウリカケ サイケン								Trade receivables		210,760		7%		297,561		15%		305,040		8%		7,479		220,518		6%		-84,523		302,098		9%		-2,942		435,927		8%		130,887		550,606		9%		245,565		337,148		6%		32,108		441,763		7%		-108,842		466,681		8%		24,917		873,592		12%		406,911		★		249,951,981		210,760,552		297,561,808		305,040,844		220,518,254		302,098,512		435,927,381		550,606,045		337,148,880		441,763,810		466,680,615		873,592,067

						前払金/前払費用 マエバライ キン マエバライ ヒヨウ								Prepaid expenses/interests		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						仮払/未収消費税 カリバライ ミシュウ ショウヒゼイ								Consumption tax receivables		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金資産(短期) クリノ ゼイキン シサン タンキ								Deferred tax asset (short term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		49,582		2%		47,512		2%		45,663		1%		-1,849		68,692		2%		23,029		181,611		5%		135,948		123,882		2%		78,219		102,875		2%		57,212		121,648		2%		75,985		156,129		3%		53,254		187,273		3%		31,143		154,578		2%		-32,695		★		122,161,558		49,582,753		47,512,543		45,663,505		68,692,950		181,611,627		123,882,265		102,875,954		121,648,662		156,129,513		187,272,554		154,577,738

						流動資産 リュウドウ シサン								Current Asset		1,527,650		54%		815,496		41%		2,395,877		61%		1,580,381		1,795,911		53%		-599,966		1,794,752		52%		-601,125		2,185,125		42%		-210,752		2,717,259		46%		321,381		2,441,519		41%		45,642		2,387,803		40%		-329,456		2,310,125		38%		-77,679		2,875,211		41%		565,086				1,554,010,064		1,527,650,805		815,496,492		2,395,877,774		1,795,911,857		1,794,752,939		2,185,125,902		2,717,259,115		2,441,519,691		2,387,803,506		2,310,124,789		2,875,210,866

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン								Tangible fixed asset		35,247		1%		38,406		2%		89,325		2%		50,919		93,058		3%		3,733		94,410		3%		5,085		104,084		2%		14,760		95,846		2%		6,521		96,058		2%		6,733		95,310		2%		-536		84,062		1%		-11,248		70,063		1%		-13,999				11,722,541		35,247,090		38,406,525		89,325,292		93,058,439		94,410,042		104,084,842		95,846,215		96,058,514		95,310,464		84,062,075		70,063,207

								ソフトウェア(含仕掛) シカカリ						Software		533,542		19%		622,304		31%		877,186		22%		254,882		930,841		27%		53,655		995,909		29%		118,723		1,251,267		24%		374,080		1,255,712		21%		378,525		1,329,224		22%		452,037		1,404,167		24%		148,455		1,477,110		24%		72,943		1,545,156		22%		68,046				346,396,506		533,542,910		622,304,863		877,186,968		930,841,709		995,909,959		1,251,267,295		1,255,712,151		1,329,224,046		1,404,167,053		1,477,109,901		1,545,155,542

		 						顧客資産 コキャク シサン						CMient asset		229,872		8%		212,005		11%		194,138		5%		-17,867		189,671		6%		-4,467		185,204		5%		-8,934		180,737		3%		-13,400		513,554		9%		319,416		503,370		8%		309,233		493,187		8%		-20,367		483,004		8%		-10,183		472,820		7%		-10,183				75,207,528		229,872,639		212,005,369		194,138,101		189,671,284		185,204,467		180,737,650		513,554,166		503,370,682		493,187,199		483,003,715		472,820,231

								技術資産 ギジュツ シサン						Technology asset		123,576		4%		112,390		6%		101,204		3%		-11,186		98,408		3%		-2,796		95,611		3%		-5,593		92,815		2%		-8,389		90,018		2%		-11,186		87,222		1%		-13,982		84,425		1%		-5,593		81,630		1%		-2,796		78,833		1%		-2,796				27,938,400		123,576,412		112,390,574		101,204,738		98,408,279		95,611,820		92,815,361		90,018,902		87,222,443		84,425,984		81,629,525		78,833,066

								契約 ケイヤク						Contract asset		12,119		0%		─		0%		8,814		0%		8,814		8,400		0%		-413		7,987		0%		-826		7,574		0%		-1,239		7,161		0%		-1,653		6,748		0%		-2,066		6,335		0%		-826		5,922		0%		-413		5,509		0%		-413						12,119,429				8,814,129		8,400,966		7,987,803		7,574,640		7,161,477		6,748,314		6,335,151		5,921,988		5,508,825

								のれん						Goodwill		72,554		3%		62,744		3%		52,934		1%		-9,810		50,482		1%		-2,452		48,030		1%		-4,905		1,002,026		19%		949,091		835,790		14%		782,855		1,090,278		18%		1,037,344		1,067,631		18%		231,842		1,044,985		17%		-22,647		1,022,338		15%		-22,647				27,742,029		72,554,289		62,744,601		52,934,913		50,482,491		48,030,069		1,002,026,234		835,790,030		1,090,278,792		1,067,631,969		1,044,985,146		1,022,338,322

		 						商標権						Trademarks		5,903		0%		12,928		1%		17,568		0%		4,640		18,784		1%		1,216		21,598		1%		4,030		20,919		0%		3,352		22,787		0%		5,219		22,416		0%		4,849		21,952		0%		-835		24,548		0%		2,596		26,334		0%		1,785				5,011,939		5,903,930		12,928,736		17,568,248		18,784,667		21,598,257		20,919,801		22,787,231		22,416,898		21,952,288		24,548,466		26,333,837

								特許権 トッキョケン								─		0%		─		0%		─		0%		─		672		0%		672		1,088		0%		1,088		1,029		0%		1,029		970		0%		971		911		0%		912		2,594		0%		1,623		2,480		0%		-114		2,367		0%		-114												672,487		1,088,048		1,029,299		970,539		911,790		2,594,015		2,480,288		2,366,546

								その他 タ						Others		72		0%		10,539		1%		72		0%		-10,467		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		72		0%		─		73		0%		─		73		0%		─						72,800		10,539,581		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800		72,800

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン								Intangible fixed asset		977,642		35%		1,032,913		52%		1,251,919		32%		219,006		1,297,334		38%		45,415		1,355,503		39%		103,583		2,556,443		49%		1,304,523		2,726,067		46%		1,474,147		3,040,245		51%		1,788,326		3,080,366		52%		354,299		3,119,752		51%		39,385		3,153,429		45%		33,677				482,296,402		977,642,409		1,032,913,724		1,251,919,897		1,297,334,683		1,355,503,223		2,556,443,080		2,726,067,296		3,040,245,765		3,080,366,459		3,119,751,829		3,153,429,169

						繰延税金資産(長期) クリノ ゼイキン シサン チョウキ								Deferred tax asset (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						投資等 トウシ ナド								Investment and others		270,044		10%		98,884		5%		189,656		5%		90,772		232,550		7%		42,893		235,683		7%		46,026		375,891		7%		186,235		327,569		6%		137,913		410,227		7%		220,570		411,372		7%		83,803		587,290		10%		175,917		891,052		13%		303,762				474,726,151		270,044,718		98,884,405		189,656,731		232,550,036		235,683,178		375,891,567		327,569,467		410,227,119		411,372,374		587,289,636		891,051,696

						固定資産 コテイ シサン								Fixed Asset		1,282,934		46%		1,170,204		59%		1,530,901		39%		360,697		1,622,943		47%		92,041		1,685,596		48%		154,695		3,036,419		58%		1,505,518		3,149,482		54%		1,618,581		3,546,531		59%		2,015,629		3,587,049		60%		437,566		3,791,104		62%		204,054		4,114,544		59%		323,441				968,745,094		1,282,934,217		1,170,204,654		1,530,901,920		1,622,943,158		1,685,596,443		3,036,419,489		3,149,482,978		3,546,531,398		3,587,049,297		3,791,103,540		4,114,544,072

						繰延資産 クリノベ シサン								Deferred asset		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

				総資産 ソウシサン								Total Assets				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

						買掛債務・未払 カイカケ サイム ミバライ								Trade payable		240,143		9%		170,354		9%		244,427		6%		74,073		156,179		5%		-88,248		222,760		6%		-21,668		323,653		6%		79,226		368,405		6%		123,978		308,448		5%		64,021		371,612		6%		3,206		385,659		6%		14,047		455,740		7%		70,081				273,727,127		240,143,381		170,354,439		244,427,668		156,179,204		222,760,105		323,653,462		368,405,989		308,448,404		371,612,287		385,659,397		455,740,439

						借入金・社債 カリイレ キン シャサイ								Debt（short term/current portion of long term debt）		753,714		27%		337,136		17%		680,982		17%		343,846		277,442		8%		-403,540		260,688		7%		-420,294		386,478		7%		-294,504		333,308		6%		-347,674		418,082		7%		-262,900		289,484		5%		-43,824		273,752		4%		-15,732		718,188		10%		444,436		★（※）		743,242,000		753,714,000		337,136,000		680,982,000		277,442,000		260,688,000		386,478,000		333,308,000		418,082,000		289,484,000		273,752,000		718,188,000

						未払金/未払費用 ミバラ キン ミバラ ヒヨウ								Accrued expenses		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						前受金/前受収益 マエウケキン マエウケ シュウエキ								Deferred revenue		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						未払消費税/未払法人税等 ミバラ ショウヒゼイ ミバラ ホウジンゼイ ナド								Income tax payable		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						引当金 ヒキアテ キン								Provision		187,176		7%		13,257		1%		3,216		0%		-10,041		3,000		0%		-217		3,000		0%		-217		32,114		1%		28,898		20,897		0%		17,681		13,548		0%		10,332		33,123		1%		12,226		23,544		0%		-9,579		16,166		0%		-7,378				28,007,565		187,176,512		13,257,687		3,216,825		3,000,000		3,000,000		32,114,544		20,897,511		13,548,891		33,123,812		23,544,343		16,165,960

						その他 タ								Others		75,563		3%		39,637		2%		29,474		1%		-10,163		29,745		1%		272		33,747		1%		4,273		51,407		1%		21,933		46,025		1%		16,551		47,782		1%		18,309		50,712		1%		4,687		57,385		1%		6,673		61,234		1%		3,849		★		34,989,016		75,563,666		39,637,339		29,474,135		29,745,930		33,747,261		51,407,590		46,025,053		47,782,812		50,712,067		57,384,666		61,234,133

						流動負債 リュウドウ フサイ								Current Liabilities		1,256,597		45%		560,385		28%		958,100		24%		397,715		466,367		14%		-491,733		520,195		15%		-437,905		793,653		15%		-164,447		768,636		13%		-189,464		787,862		13%		-170,239		744,932		12%		-23,704		740,340		12%		-4,592		1,251,329		18%		510,988				1,079,965,708		1,256,597,559		560,385,465		958,100,628		466,367,134		520,195,366		793,653,596		768,636,553		787,862,107		744,932,166		740,340,406		1,251,328,532

						長期借入金・社債 チョウキ カリイレ キン								Long term debt・Bonds		713,554		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,274,207		22%		992,367		1,507,756		25%		1,225,916		1,445,927		24%		171,720		1,494,716		24%		48,789		1,456,019		21%		-38,697		★（※）		666,874,000		713,554,000		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,274,207,000		1,507,756,000		1,445,927,000		1,494,716,000		1,456,019,000

						社債 シャサイ								Bonds		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						繰延税金負債（長期） ク ノ ゼイキン フサイ チョウキ								Deferred tax liabilities (long term)		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						その他 タ								Others		1,398		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		53,700		1%		53,701		52,711		1%		52,712		49,745		1%		-3,955		47,720		1%		-2,026		67,086		1%		19,366						1,398,191												53,700,694		52,711,997		49,745,904		47,719,823		67,085,622

						固定負債 コテイ フサイ								Fixed Liabilities		714,952		25%		506,418		26%		281,840		7%		-224,578		245,738		7%		-36,102		184,636		5%		-97,204		1,387,418		27%		1,105,578		1,327,907		23%		1,046,068		1,560,467		26%		1,278,628		1,495,672		25%		167,765		1,542,436		25%		46,763		1,523,105		22%		-19,331				666,874,000		714,952,191		506,418,000		281,840,000		245,738,000		184,636,000		1,387,418,000		1,327,907,694		1,560,467,997		1,495,672,904		1,542,435,823		1,523,104,622

						総負債 ソウ フサイ								Total Liabilities				70%		1,066,803		54%		1,239,940		32%		173,137		712,105		21%		-527,835		704,831		20%		-535,109		2,181,071		42%		941,131		2,096,544		36%		856,604		2,348,330		39%		1,108,389		2,240,605		38%		144,061		2,282,776		37%		42,171		2,774,433		40%		491,657				1,746,839,708		1,971,549,750		1,066,803,465		1,239,940,628		712,105,134		704,831,366		2,181,071,596		2,096,544,247		2,348,330,104		2,240,605,070		2,282,776,229		2,774,433,154

						少数株主持分 ショウスウ カブヌシ モチブン								Minority Interests				0%				0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─

						資本金 シホンキン								Capital stock		666,000		24%		801,000		40%		1,558,228		40%		757,228		1,558,728		46%		500		1,558,728		45%		500		1,559,478		30%		1,250		1,742,928		30%		184,700		1,744,178		29%		185,950		1,751,803		29%		8,875		1,757,428		29%		5,625		1,762,268		25%		4,840				666,000,000		666,000,000		801,000,000		1,558,228,000		1,558,728,000		1,558,728,000		1,559,478,000		1,742,928,000		1,744,178,000		1,751,803,000		1,757,428,000		1,762,268,000

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン								Capital surplus		2,650,542		94%		2,824,241		142%		3,581,469		91%		757,228		3,581,969		105%		500		3,581,969		103%		500		3,582,719		69%		1,250		3,766,169		64%		184,700		3,547,508		59%		-33,960		3,555,133		60%		-211,035		3,560,759		58%		5,625		3,565,599		51%		4,840				2,689,241,170		2,650,542,951		2,824,241,170		3,581,469,170		3,581,969,170		3,581,969,170		3,582,719,170		3,766,169,170		3,547,508,770		3,555,133,770		3,560,758,770		3,565,598,770

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								Retained earnings		-2,472,499		-88%		-2,706,246		-136%		-2,453,104		-62%		253,142		-2,433,967		-71%		19,137		-2,365,213		-68%		87,891		-2,312,822		-44%		140,281		-2,005,536		-34%		447,568		-1,937,947		-32%		515,157		-1,874,285		-31%		131,251		-1,823,019		-30%		51,266		-1,441,039		-21%		381,980		★		-2,579,514,708 		-2,472,499,259 		-2,706,246,401 		-2,453,104,403 		-2,433,967,409 		-2,365,213,844 		-2,312,822,952 		-2,005,536,579 		-1,937,947,799 		-1,874,285,545 		-1,823,019,218 		-1,441,038,998 

						その他								Valuation and translation adjustments		-5,008		-0%		-97		-0%		246		0%		343		20		0%		-226		34		0%		-212		48,537		1%		48,291		10,293		0%		10,048		27,604		0%		27,359		27,587		0%		17,293		42,455		1%		14,868		29,915		0%		-12,540				188,988		-5,008,420 		-97,088 		246,299		20,120		34,690		48,537,554		10,293,911		27,604,914		27,587,000		42,455,088		29,914,737

						非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン								Valuation and translation adjustments		─		0%		─		0%		─		0%		─		─		0%		─		─		0%		─		162,562		3%		162,562		256,343		4%		256,343		258,377		4%		258,377		274,009		5%		17,666		280,829		5%		6,820		298,579		4%		17,750																162,562,023		256,343,344		258,377,100		274,009,508		280,829,460		298,579,275

						純資産 ジュンシサン								Total Equity		839,035		0		918,897		0		2,686,839		0		1,767,941		2,706,749		0		19,911		2,775,518		0		88,679		3,040,473		0		353,635		3,770,197		0		1,083,359		3,639,720		0		952,882		3,734,247		0		-35,950		3,818,452		0		84,204		4,215,322		0		396,870				775,915,450		839,035,272		918,897,681		2,686,839,066		2,706,749,881		2,775,518,016		3,040,473,795		3,770,197,846		3,639,720,985		3,734,247,733		3,818,452,100		4,215,321,784

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン								Total Liabilities and Equity				2,810,585		100%		1,985,701		100%		3,926,779		100%		1,941,079		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		5,221,545		100%		1,294,766		5,866,742		100%		1,939,962		5,988,051		100%		2,061,271		5,974,852		100%		108,111		6,101,228		100%		126,376		6,989,755		100%		888,527				2,522,755,158		2,810,585,022		1,985,701,146		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		5,221,545,391		5,866,742,093		5,988,051,089		5,974,852,803		6,101,228,329		6,989,754,938

																																																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						資本金 シホンキン		メディア						media		789,853		28%		435,777		22%		672,066		17%		236,289		746,071		22%		74,004		812,908		23%		140,842		─		ERROR:#DIV/0!		-672,067		797,858		14%		125,792		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						789,853,723		435,777,581		672,066,570		746,071,052		812,908,528				797,858,466

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン		ソリューション						Solution		818,846		29%		809,718		41%		854,187		22%		44,469		772,097		23%		-82,089		962,925		28%		108,738		─		ERROR:#DIV/0!		-854,187		2,928,947		50%		2,074,760		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						818,846,057		809,718,154		854,187,170		772,097,877		962,925,146				2,928,947,665

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン		全社（共通） ゼンシャ キョウツウ						etc		1,203,446		43%		735,051		37%		2,400,525		61%		1,665,475		1,900,686		56%		-499,840		1,704,515		49%		-696,010		─		ERROR:#DIV/0!		-2,400,526		2,139,935		36%		-260,590		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		★				1,203,446,921		735,051,146		2,400,525,954		1,900,686,086		1,704,515,708				2,139,935,962

				セグメント資産 シサン								asset				2,812,146		100%		1,980,546		100%		3,926,779		100%		1,946,233		3,418,855		100%		-507,925		3,480,349		100%		-446,430		─		ERROR:#DIV/0!		-3,926,780		5,866,742		100%		1,939,962		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─		─		ERROR:#DIV/0!		─						2,812,146,701		1,980,546,881		3,926,779,694		3,418,855,015		3,480,349,382		0		5,866,742,093

																																																																																						3926779694		3418855015		3480349382				5866742093

																																																																																						0		0		0		0		0

																																																																																		FALSE		FALSE		TRUE		TRUE		TRUE		FALSE		TRUE

																																																																																		1,561,679		-5,154,265 		0		0		0		-5,221,545,391 		0

																																																																																		セグメント資料相違有 シリョウ ソウイ アリ		↑税効果改正分差異 ゼイ コウカ カイセイ ブン サイ









fixed expenses



				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																														主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン																				（単位：百万円 ） タンイ ヒャクマン エン														単位：円 タンイ エン

						2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ		2021年3月期  ネン ガツ キ				2022年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ				2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ																		2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ						2020年3月期 ネン ガツ キ		2021年3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 開示 ネン ガツ キ カイジ

						（単体）		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン				（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（単体） タンタイ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		増減 ゾウゲン																単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン

				単 体 タン カラダ		899		1,123		1,236		112		1,572		336				265		287		22		540		585		44		828		902		73														単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833				1,123,524,258		1,236,319,175		112,794,917		1,579,998,689		343,679,514		1,572,618,586		336,299,411

				人件費		577		645		666		21		881		215				155		157		1		318		321		3		485		494		9														人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007				645,028,277		666,631,941		21,603,664		881,918,790		215,286,849		881,918,790		215,286,849

				オフィス・インフラ・租税公課等		84		166		177		11		187		9				39		43		3		79		86		6		118		132		14														オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129				166,010,727		177,994,188		11,983,461		187,710,632		9,716,444		187,710,632		9,716,444

				減価償却費（原価+販管費）		196		271		351		79		462		111				59		76		17		122		157		34		194		243		49				←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429

tc={53BC13C4-5E69-43D3-B675-FD73FBDEECDF}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる										

tc={EDDB4085-D09B-437B-A283-EEA26322763D}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    ※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等		80,538,619				59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697				271,969,810		351,177,602		79,207,792		469,853,823		118,676,221		462,473,720		111,296,118

				減価償却費（M&A関連償却費）		40		40		40		－		40		－				10		10		-		20		20		-		30		30		－														減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0				40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0		40,515,444		0

				連 結 子 会 社 レン ケツ コ カイ シャ		－		247		954		707		1,150		195				-		200		200		-		435		435		－		697		697														子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971				247,300,363		954,365,191		707,064,828		1,150,064,040		195,698,849		1,150,064,040		195,698,849

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		－		6		32		25		73		41				-		7		7		-		15		15		－		24		24														減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539				6,447,552		32,228,380		25,780,828		88,918,164		56,689,784		73,525,968		41,297,588

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		－		19		96		77		103		6				-		19		19		-		45		45		－		70		70														減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799				19,151,664		96,884,868		77,733,204		88,092,672		(8,792,196)		103,484,868		6,600,000

				その他固定費 タ コテイヒ		－		221		825		603		973		147				-		173		173		-		374		374		－		602		602														その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633				221,701,147		825,251,943		603,550,796		973,053,204		147,801,261		973,053,204		147,801,261

				連 結 合 計 レン ケツ ア ケイ		899		1,370		2,190		819		2,722		531				265		487		222		540		1,021		480		828		1,599		770														連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804				1,370,824,621		2,190,684,366		819,859,745		2,730,062,729		539,378,363		2,722,682,626		531,998,260



				　※１　人件費は、給与（法定福利費含む）、雑給、退職給付費用、福利厚生費、採用手数料、旅費交通費（通勤手当含む）の合計 ジンケンヒ キュウヨ ホウテイ フクリ ヒ フク ザツ タイショク キュウフ ヒヨウ フクリ コウセイヒ リョヒ コウツウヒ ツウキン テアテ フク ゴウケイ																																														※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　※２　減価償却費（M&A関連償却費）は、のれん、顧客関連資産、技術資産の償却合計 コキャク カンレン シサン ギジュツ シサン ショウキャク ゴウケイ

				　※３　当社は2020年3月期第3四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第3四半期末より連結会社となっております。 トウシャシュトクレンケツコガイシャカネンガツキスウチカブシキカイシャトウキョウショウケントリヒキショユウカショウケンジョウジョウキテイモトカンサホウジンシハンキウネンガツキダイシハンキシハンキザイムショヒョウモトサンコウジョウホウキサイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ レンケツ カイシャ																																																																																														(7,380,103)

				　　　　なお、みなし取得日を2020年3月期第3四半期末としているため、2020年3月期第3四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第4四半期より損益計算書を連結しております。 ダイ シハンキ

				　※４　当社は2021年3月期第1四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年3月期第1四半期末であることから、																																																																																												6,600,000

				　　　　2021年3月期第1四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第2四半期より損益計算書を連結しております。ロボット投信の費用は2021年3月期第2四半期（7月～9月）から連結子会社へ含めております。 トウシン ヒヨウ ネン ガツ キ ダイ シハンキ ガツ  ガツ フク

																																								4150		5,522		5,300

																																								3400		4,622		4,300		64%		59%		63%

						チェック																																		750		900		1,000

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1368				1209																												1,587		1,680

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		820				531																												687		680

						利益増 リエキ ゾウ		267		236				177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		312				501

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		22.8%				41.4%





fixed expenses-Data

																		※MIと同じ集計区分でPTも合算（PTは製造原価への人件費振替は未考慮、ソフトウェア資産化のみ減算） オナ シュウケイ クブン ガッサン セイゾウ ゲンカ ジンケンヒ フリカエ ミ コウリョ シサンカ ゲンサン										※PTは、販売手数料以外を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 ハンバイ テスウリョウ イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

																				（Ａ）		（Ｂ）								（Ｃ）		（Ｄ）

																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン		連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン								連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ		連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ																																										（Ａ）										（Ｂ）																		（Ｃ）												（Ｄ）

								単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク						単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク								単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク

				「固定費増を計画」用 コテイヒ ゾウ ケイカク ヨウ		2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ		2019/03期 キ		2020/03期 キ		2021/03期 キ		増減額 ゾウゲンガク		対前期比 タイ ゼンキ ヒ				2020/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ		2021/03期Q1 キ				2020/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ		2021/03期Q2 キ				2020/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ		2021/03期Q3 キ				2020/03期 キ		2021/03期 キ		2022/03期 キ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		267,264,937		318,083,636		413,917,355		485,304,306		577,858,886		742,000,814		1,301,153,470		723,294,584		125.2%		577,858,886		645,028,277		732,628,435		(568,525,035)		-43.7%				155,884,610		157,514,377		172,354,074				318,083,636		321,451,358		363,012,498				485,304,306		494,891,313		546,273,772				645,028,277		666,631,941		881,918,790

				オフィス・インフラ・租税公課等 ソゼイ コウカ トウ		25,820,704		39,631,299		51,554,801		79,694,457		87,772,517		118,239,856		84,472,188		178,737,518		260,789,368		176,317,180		208.7%		84,472,188		166,010,727		192,109,167		(68,680,201)		-26.3%				39,631,299		43,494,870		49,376,124				79,694,457		86,423,677		96,465,108				118,239,856		132,953,985		144,409,924				166,010,727		177,994,188		187,710,632

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		17,471,461		18,148,673		24,865,277		26,937,838		31,916,994		36,461,123		50,610,071		18,693,077		58.6%		31,916,994		36,461,123		50,610,071		0		0.0%				9,644,329		12,057,490		15,085,570				18,148,673		21,153,787		26,647,069				26,937,838		29,552,072		39,048,568				36,461,123		39,417,605		46,665,894

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		105,036,699		143,176,409		169,132,283		224,982,746		237,333,234		338,084,470		535,262,562		297,929,328		125.5%		196,817,790		271,969,810		388,508,429		(146,754,133)		-27.4%				59,449,790		76,697,683		77,963,775				122,918,687		157,062,336		175,307,023				194,596,163		243,982,860		279,387,030				271,969,810		351,177,602		469,853,823

				減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ																								40,515,444		40,515,444		40,515,444								10,128,861		10,128,861		10,128,861				20,257,722		20,257,722		20,257,722				30,386,583		30,386,583		30,386,583				40,515,444		40,515,444		40,515,444

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ																				0		-		0		6,447,552		32,532,381		32,532,381		-						7,641,687		7,258,095						15,896,631

tc={F4984C50-8EB2-4342-A7D0-6DB73BBF5940}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    CF計算書の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		14,516,191						24,093,539

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		23,524,286				6,447,552		32,228,380

tc={0D18FE3E-AD7F-495D-BA69-A7A5786D6D7F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		88,918,164

				連結子会社（M&A関連償却費） レンケツ コガイシャ カンレン ショウキャク ヒ																										19,151,664		76,606,656										19,151,664		19,151,664						45,062,731

tc={90C5D9B6-C819-42D6-9E5C-5754C77145E2}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2009【組替表完了・貸倒損失調整後】_ver20201026.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		38,303,328						70,973,799

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		57,454,992				19,151,664		96,884,868

tc={39E86FB4-00E7-4029-A3A0-9071EA1FC6E8}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    連結精算表_2103_ver20210510【PT+連結上修正版_組替表完成】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		88,092,672

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ																				0		-		0		221,701,147		887,364,364		887,364,364		-						173,231,431		191,963,428						374,888,895

tc={75EC80FA-0071-4643-8D5A-19D1C2B69C9E}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202009実績.xlsx
固定費データ_RF202009実績.xlsx								

tc={F52F9BC3-10C6-455A-AC97-1AB720E68417}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		

tc={15021549-6D86-4585-80DB-3E327A252E1A}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
連結精算表_2012_ver20210118R【組替表完了】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		437,946,714						602,045,633

tc={7BBF612F-5727-424F-A62F-7708376E34CE}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202012実績.xlsx
固定費データ_RF202012実績.xlsx								

tc={0D18FE3E-AD7F-495D-BA69-A7A5786D6D7F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    セグメント資料の総償却費から、他項目償却費を控除した残額		

tc={39E86FB4-00E7-4029-A3A0-9071EA1FC6E8}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    連結精算表_2103_ver20210510【PT+連結上修正版_組替表完成】.xlsx

上記内、RT+,RFの連結上の暖簾及び顧客資産償却費合計		657,303,184				221,701,147		825,251,943

tc={FBF1F978-3C07-4EE1-8433-C37A6F754658}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    転記元
固定費データ_PT202012実績.xlsx
固定費データ_RF202012実績.xlsx		973,053,204



				合計 ゴウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,407,285,744		2,400,874,948		253,059,477		11.8%				274,738,889		499,918,063		543,281,591				559,103,175		1,042,197,137		1,172,455,652				855,464,746		1,628,879,784		1,777,788,338				1,407,285,744		2,230,101,971		2,776,728,623

				小計(MIのみ) ショウケイ		222,633,173		274,738,889		441,327,898		559,103,175		695,687,432		855,464,746		931,581,302		1,295,283,925		2,147,815,472		1,216,234,170		130.6%		931,581,302		1,159,985,381		1,404,371,547		(743,443,925)		-34.6%				274,738,889		299,893,281		324,908,404				559,103,175		606,348,880		681,689,420				855,464,746		931,766,813		1,039,505,876				1,159,985,381		1,275,736,780		1,626,664,583

				小計(連結子会社のみ) ショウケイ レンケツ コガイシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		228,148,699		919,896,745		919,896,745		-				0		180,873,118		199,221,523				0		390,785,526		452,462,904				0		626,139,172		680,827,470				228,148,699		857,480,323		1,061,971,368

																														0		919,896,745		919,896,745		-		※2020/3期PT+12カ月間仮定の通期比較 キ ゲツ カン カテイ ツウキ ヒカク																										0

				【グラフ用】 ヨウ

				人件費		135		155		267		318		413		485		577		742		1301						577		645		732										113619895																						645		666		881

				オフィス・インフラ・租税公課等		25		39		51		79		87		118		84		178		260						84		166		192										26793351																						166		177		187

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		50		69		105		143		169		224		237		338		535						196		271		388																																271		351		469

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		6		32																																6		32		88

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		221		887																																221		825		973

				合計 ゴウケイ		222		274		441		559		695		855		931		1295		2147						931		1407		2400																																1407		2230		2776



																				連結子会社合算 レンケツ コガイシャ ガッサン										連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ																																		連結子会社増加分割 レンケツ コガイシャ ゾウカ ブンカツ

				発生額 ハッセイ ガク				単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ		単体実績 タンタイ ジッセキ				連結実績 レンケツ ジッセキ										連結実績 レンケツ ジッセキ																																		連結実績 レンケツ ジッセキ								※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ																								※1 2019/03期の人件費にはスポット収入に対応する内部人件費（原価）を含んで表示しております。 キ ジンケンヒ シュウニュウ タイオウ ナイブ ジンケンヒ ゲンカ フク ヒョウジ

						2019/03期 1Q キ		2020/03期 1Q キ		2019/03期 2Q キ		2020/03期 2Q キ		2019/03期 3Q キ		2020/03期 3Q キ				2020/03期 4Q キ										2020/03期 4Q キ																																		2020/03期 4Q キ								※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ																								※2 2019/03期のオフィス・インフラ・租税公課等には、事業税、租税公課、支払手数料等の費用を含めず表示しております。 キ ソゼイ コウカ トウ ジギョウゼイ ソゼイ コウカ シハライ テスウリョウナド ヒヨウ フク ヒョウジ

				人件費 ジンケンヒ		135,478,962		155,884,610		131,785,975		162,199,026		146,652,418		167,220,670				256,696,508										159,723,971																																		323,576,919

				オフィス・インフラ費用 ヒヨウ		25,820,704		39,631,299		25,734,097		40,063,158		36,217,716		38,545,399				60,497,662										47,770,871																																		79,587,050								集計方法：（Ａ）、（Ｂ）は、ＰＴ+をMIと同じ固定費集計区分で合算。ただし製造原価内の人件費、オフィス賃料、減価償却費のみを固定費として集計。 シュウケイ ホウホウ コテイヒ セイゾウ ゲンカ ナイ ジンケンヒ チンリョウ ゲンカ ショウキャク ヒ コテイヒ シュウケイ																								集計方法：（Ｃ）、（Ｄ）は、ＰＴ+の販売手数料以外の営業費用を固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 シュウケイ ホウホウ ハンバイ テスウリョウ イガイ エイギョウ ヒヨウ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				上場維持関連費用		10,700,003		9,644,329		6,771,458		8,504,344		7,393,816		8,789,165				9,523,285										9,523,285																																		15,307,336								　　　　　また、売上原価で計上される人件費から製造原価へ振替額は考慮外（人件費のみの振替額は事業計画上も集計不能、みんかぶは他勘定振替により ウリアゲ ゲンカ ケイジョウ ジンケンヒ セイゾウ ゲンカ フリカエ ガク コウリョ ガイ ジンケンヒ フリカエ ガク ジギョウ ケイカク ジョウ シュウケイ フノウ タ カンジョウ フリカエ

				減価償却費（原価+販管費） ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンカ ハンカンヒ		50,633,504		69,578,651		54,403,195		73,597,758		64,095,584		81,806,337				113,101,724										46,987,064																																		114,907,474								　　　　　売上原価へ振り替えられる人件費は控除済による計測上の差異がある）、ソフトウェア資産化額は売上原価の人件費から減算済。 ジンケンヒ コウジョ スミ ケイソク ジョウ サイ ガク ウリアゲ ゲンカ ジンケンヒ スミ

				連結子会社（償却費） レンケツ コガイシャ ショウキャク ヒ		0		0		0		0		0		0				0										6,447,552																																		(9,449,079)

				連結子会社（その他） レンケツ コガイシャ タ		0		0		0		0		0		0				0										221,701,147																																		(153,187,748)



				計 ケイ		222,633,173		274,738,889		218,694,725		284,364,286		254,359,534		296,361,571				439,819,179										551,820,998																																		365,088,607

						TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE				TRUE										FALSE																																		FALSE



																		メモ

																		ＰＴ+の製造原価へ計上した人件費発生額は集計に含んでおります。

																		逆に、みんかぶの固定費集計では、販管費で計上された人件費のうち、他勘定振替で製造経費へ振り替えられた保守人件費は、戻しておりますが、仕掛品勘定をとおして売上原価となる人件費は戻していない為、

																		（A）（B）はその点が各社の集計としてズレている内容となります。 

																		なお、ＰＴ+の人件費でございますが、前期4Ｑで賞与引当金の調整がはいっているため、発生額が、当期計画よりも少なくなっています。

																		賞与を考慮しない場合の発生額はほぼ同額となります。



減価償却費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	105	143	人件費	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	267	318	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	51	79	合計	





2019/03期 2Q	2020/03期 2Q	441	559	







減価償却費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	169	224	人件費	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	413	485	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	87	118	合計	





2019/03期 3Q	2020/03期 3Q	695	855	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	237	338	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	742	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	178	合計	





2019/03期	2020/03期	931	1295	





減価償却費	

2019/03期	2020/03期	196	271	人件費	

2019/03期	2020/03期	577	645	オフィス・インフラ・租税公課等	

2019/03期	2020/03期	84	166	連結子会社（償却費）	

2019/03期	2020/03期	0	6	連結子会社（その他）	

2019/03期	2020/03期	0	221	合計	







2019/03期	2020/03期	2021/03期	931	1407	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	271	388	人件費	

2020/03期	2021/03期	645	732	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	166	192	連結子会社（償却費）	

2020/03期	2021/03期	6	32	連結子会社（その他）	

2020/03期	2021/03期	221	887	合計	





2020/03期	2021/03期	1407	2400	





減価償却費	

2020/03期	2021/03期	237	338	人件費	

2020/03期	2021/03期	742	1301	オフィス・インフラ・租税公課等	

2020/03期	2021/03期	178	260	合計	





2020/03期	2021/03期	1295	2147	





（※１）

（※２）



→その他





人件費差異要因（勘定科目ベース）

								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q1実績 ジッセキ		Q1実績 ジッセキ

				7120		給与手当		147,623,431		162,146,591		14,523,160		給与増加（PT+出向含む） キュウヨ ゾウカ シュッコウ フク

				7210		雑給		479,903		887,832		407,929

				7230		法定福利費		19,131,369		20,998,176		1,866,807		給与増加（PT+出向含む）

				7240		福利厚生費		1,281,906		796,877		(485,029)

				7241		採用教育費		1,111,519		1,050,000		(61,519)

				7249		他勘定振替		(23,241,320)		(33,798,464)		(10,557,144)		うちPT+出向負担金増加724万より、資産化/仕掛振替の増加330万 フタンキン シサンカ シカカリ フリカエ ゾウカ マン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		(82,825,339)		(98,129,749)		(15,304,410)

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド		56,153,605		60,670,301		4,516,696

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ		3,430,414		3,660,984		230,570

				7251		退職給付費用		1,589,268		1,675,350		86,082

				7260		旅費交通費		9,121,361		5,061,803		(4,059,558)		コロナ影響による減少 エイキョウ ゲンショウ

				7461		業務委託費		(1,212,827)		(1,303,788)		(90,961)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

						発生総額 ハッセイ ソウガク		15,471,388		18,252,811		2,781,423

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン		(16,684,215)		(19,556,599)		(2,872,384)		前期集計時調整ミス　上場関連費内の支払手数料額の戻し忘れ分 ゼンキ シュウケイ ジ チョウセイ ジョウジョウ カンレン ヒ ナイ シハライ テスウリョウ ガク モド ワス ブン

								155,884,610		157,514,377		1,629,767



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0



								2020年 ネン		2021年 ネン

								3月期 ガツ キ		3月期 ガツキ		差異 サイ		要因 ヨウイン

								Q2実績 ジッセキ		Q2実績 ジッセキ

				7120		給与手当						0

				7210		雑給						0

				7230		法定福利費						0

				7240		福利厚生費						0

				7241		採用教育費						0

				7249		他勘定振替		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						内部工数：開発保守戻し ナイブ コウスウ カイハツ ホシュ モド						0

						外注工数：他勘定振替分を取消 ガイチュウ コウスウ タ カンジョウ フリカエ ブン トリケシ						0

				7251		退職給付費用						0

				7260		旅費交通費						0

				7461		業務委託費		0		0		0

						発生総額 ハッセイ ソウガク						0

						上場関連減算 ジョウジョウ カンレン ゲンサン						0

								0		0		0





Ｑ3追加チャート

				【売上高推移】 ウリアゲダカ スイイ

				2018年3月期 ネン ガツキ		1,681

				2019年3月期 ネン ガツキ		2,032

				2020年3月期 ネン ガツキ		2,790

				2021年3月期 ネン ガツキ		5,522

				2022年3月期 ネン ガツキ		5,000

				【主要項目accmQ3・Q4比較】 シュヨウ コウモク ヒカク

						2019年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2020年３月期（実績） ネン ガツキ ジッセキ				2021年３月期 ネン ガツキ

						4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ		4月～12月 ガツ ガツ		１月～３月 ガツ ガツ

				EBITDA		309,555,924		184,721,651		442,957,403		418,463,968		759,300,724		440,699,276

				純利益 ジュンリエキ		111,185,930		141,956,068		140,281,451		307,286,373		182,517,361		317,482,639

				経常利益 ケイジョウリエキ		130,865,229		77,569,024		212,798,855		291,443,304		371,714,033		308,285,967

				営業利益 エイギョウ リエキ		140,423,641		116,520,700		217,974,657		305,362,244		389,863,943		310,136,057

				売上高 ウリアゲダカ		1,419,304,296		613,228,208		1,723,240,049		1,067,580,624		2,754,198,879		1,245,801,121

												861,421,371				1,200,000,000

												447,567,824				500,000,000

												504,242,159				680,000,000

												523,336,901				700,000,000

												2,790,820,673				4,000,000,000

										51%		49%		63%		37%

										31%		69%		37%		63%

										42%		58%		55%		45%

										42%		58%		56%		44%

										62%		38%		69%		31%





				サブスクリプション売上推移 ウリアゲ スイイ

								Quarterly						Accumulated

								ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ		ﾒﾃﾞｨｱ課金 カキン		ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ		合計 ゴウケイ

				2020年３月期 ネン ガツキ		Q１		15,029,854		207,066,074		222,095,928		15,029,854		207,066,074		222,095,928

						Q２		16,661,985		204,994,768		221,656,753		31,691,839		412,060,842		443,752,681

						Q３		19,801,773		214,482,224		234,283,997		51,493,612		626,543,066		678,036,678

						Q４		23,521,894		406,425,543		429,947,437		75,015,506		1,032,968,609		1,107,984,115

				2021年３月期 ネン ガツキ		Q１		27,829,300		409,493,944		437,323,244		27,829,300		409,493,944		437,323,244

						Q２		36,522,387		459,654,171		496,176,558		64,351,687		869,148,115		933,499,802

						Q３		47,641,646		479,420,480		527,062,126		111,993,333		1,348,568,595		1,460,561,928

						Q４







2019年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	309555924	111185930	130865229	140423641	1419304296	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	613228208	











2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	1681	2032	2790	5522	5000	



四半期別サブスクリプション売上推移



ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	207066074	204994768	214482224	406425543	409493944	459654171	479420480	ﾒﾃﾞｨｱ課金	Q１	Q２	Q３	Q４	Q１	Q２	Q３	2020年３月期	2021年３月期	15029854	16661985	19801773	23521894	27829300	36522387	47641646	







2020年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	442957403	140281451	212798855	217974657	1723240049	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	1067580624	









2021年３月期



4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	売上高	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	2754198879	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利	益	営業利益	売上高	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	1245801121	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	309555924	111185930	130865229	140423641	１月～３月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	184721650.99999988	141956067.99999988	77569023.999999881	116520699.99999988	



百万





2019年3月期



4月～12月	売上高	1419304296	１月～３月	売上高	613228208	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	442957403	140281451	212798855	217974657	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	418463967.99999988	307286372.99999988	291443303.99999988	305362244	



百万円





4月～12月	

売上高	1723240049	１月～３月	

売上高	1067580624	









4月～12月	EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	759300724	182517361	371714033	389863943.00000006	１月～３月	

EBITDA	純利益	経常利益	営業利益	440699276	317482639	308285967	310136056.99999994	



百万円





4月～12月	

売上高	2754198879	１月～３月	

売上高	1245801121	











ENG→





PL,SEG (ENG)



																										（JPY in million）										（JPY in million）														案１：メディア計画を2020年3月期と同額にした場合 アン ケイカク ネン ガツ キ ドウガク バアイ

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				足もとの見込 アシ ミコミ				（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%				4,211,749,615				2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%

				　　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%				1,409,727,754				953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　SOLUTION		989		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%				2,802,021,860				1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－				0				0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(3,740,500)		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		(8,614,231)		─%

				　Operating Profit		110		256		523		+103.7%		700		+33.8%				138		+86.4%		262		+89.7%				217		+55.2%		389		+78.9%				729,161,348				256,944,341		523,336,901		+103.7%		700,000,000		+33.8%				74,324,536		138,511,210		+86.4%		262,736,609		+89.7%				140,423,641		217,974,657		+55.2%		389,863,943		+78.9%

				　　MEDIA		141		294		545		+85.3%		545		－				239		+65.0%		250		+4.9%				348		+53.6%		332		-4.4%				542,978,678				294,711,594		545,972,728		+85.3%		545,972,728		+0.0%				144,895,350		239,089,344		+65.0%		250,898,184		+4.9%				226,658,573		348,206,279		+53.6%		332,962,289		△4.4%

				　　SOLUTION		237		340		409		+20.2%		654		+59.7%				106		-1.7%		246		+130.8%				186		-1.0%		417		+123.6%				682,489,143				340,802,887		409,620,046		+20.2%		654,027,272		+59.7%				108,594,409		106,797,212		△1.7%		246,477,217		+130.8%				188,667,080		186,726,268		△1.0%		417,542,584		+123.6%

				　　Adjustment　(2.)		(268)		(378)		(432)		－		(500)		－				(207)		－		(234)		－				(316)		－		(360)		－				(496,306,473)				(378,570,140)		(432,255,873)		─%		(500,000,000)		─%				(179,165,223)		(207,375,346)		─%		(234,638,792)		─%				(274,902,013)		(316,957,890)		─%		(360,640,930)		─%

				　Ordinary Profit		71		208		504		+141.9%		680		+34.9%				133		+85.2%		247		+85.4%				212		+62.6%		371		+74.7%				715,803,759				208,434,253		504,242,159		+141.9%		680,000,000		+34.9%				72,106,834		133,552,990		+85.2%		247,579,493		+85.4%				130,865,229		212,798,855		+62.6%		371,714,033		+74.7%

				　Profit attributable to Parent Company		(200)		253		447		+76.8%		500		+11.7%				87		+92.8%		131		+49.3%				140		+26.2%		182		+30.1%				400,711,157				253,141,998		447,567,824		+76.8%		500,000,000		+11.7%				45,582,277		87,890,559		+92.8%		131,251,034		+49.3%				111,185,930		140,281,451		+26.2%		182,517,361		+30.1%

				　EBITDA　(3.)		291		494		861		+74.3%		1,200		+39.3%				281		+57.1%		501		+77.9%				442		+43.1%		759		+71.4%				1,239,998,882				494,277,575		861,421,371		+74.3%		1,200,000,000		+39.3%				179,361,235		281,687,619		+57.1%		501,016,029		+77.9%				309,555,924		442,957,403		+43.1%		759,300,724		+71.4%



				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　Elimination of inter-segment and unallocable operating expenses

				　３．　Calculation formula of EBITDA is Operating income+depreciation+amortization of goodwill

				　４．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started 

				　　　　in FY2020Q4.

				　５．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　６．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.





																										（JPY in million）										（JPY in million）

						Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020				Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q2				FY2021 Q2						FY2020 Q3				FY2021 Q3										2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期  ネン ガツ キ				2021年3月期 計画 ネン ガツ キ ケイカク						2019年3月期 Q2		2020年3月期 Q2				2021年3月期 Q2						2019年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ				2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Changes		Consolidated		Changes				Consolidated		Changes		Consolidated		Changes								（単体）		（連結）				（連結） レンケツ						（単体）		（単体）				（連結）						（単体）		（連結） レンケツ				（連結） レンケツ

				　MEDIA		763		953		1,351		+41.7%		1,351		－				646		+47.4%		654		+1.3%				939		+35.4%		982		+4.5%								953,550,142		1,351,207,354		+41.7%		1,351,207,354		─'%'				438,548,185		646,251,159		+47.4%		654,887,553		+1.3%				693,972,125		939,782,481		+35.4%		982,238,176		+4.5%

				　　Ad revenue		691		862		1,235		+43.3%		1,235		－				585		+49.1%		574		-1.9%				852		+36.2%		846		-0.7%				1,246,783,598				862,253,040		1,235,888,651		+43.3%		1,235,888,651		─'%'				392,657,411		585,617,140		+49.1%		574,231,088		△1.9%				626,010,982		852,824,255		+36.2%		846,870,916		△0.7%

				　　Subscription revenue		20		50		75		+47.2%		115		+53.7%				31		+32.8%		64		+103.1%				51		+39.0%		111		+117.5%				135,526,656				50,946,132		75,015,506		+47.2%		115,318,703		+53.7%				23,859,999		31,691,839		+32.8%		64,351,687		+103.1%				37,047,038		51,493,612		+39.0%		111,993,333		+117.5%

				　　Others		51		40		40		-0.1%		－		－				28		+31.4%		16		-43.7%				35		+14.7%		23		-34.1%				27,417,500				40,350,970		40,303,197		△0.1%		0		△100.0%				22,030,775		28,942,180		+31.4%		16,304,778		△43.7%				30,914,105		35,464,614		+14.7%		23,373,927		△34.1%

				　SOLUTION		917		1,078		1,449		+34.3%		2,648		+82.8%				456		-1.4%		1,115		+144.2%				783		+8.0%		1,780		+127.3%								1,078,982,362		1,449,113,319		+34.3%		2,648,792,646		+82.8%				463,501,191		456,833,842		△1.4%		1,115,736,795		+144.2%				725,332,171		783,457,568		+8.0%		1,780,574,934		+127.3%

				　　Subscription revenue		690		782		1,032		+32.1%		2,000		+93.6%				412		+9.8%		869		+110.9%				626		+8.7%		1,348		+115.2%				2,051,391,645				782,048,850		1,032,968,609		+32.1%		2,000,000,000		+93.6%				375,334,191		412,060,842		+9.8%		869,148,115

tc={A087FEC0-65BB-4A02-AA03-1721E4142B5F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		+110.9%				576,197,859		626,543,066		+8.7%		1,348,568,595		+115.2%

				　　Initial  revenue		227		296		416		+40.1%		648		+55.9%				44		-49.2%		246		+450.8%				156		+5.2%		432		+175.3%				750,630,215				296,933,512		416,144,710		+40.1%		648,792,646		+55.9%				88,167,000		44,773,000		△49.2%		246,588,680		+450.8%				149,134,312		156,914,502		+5.2%		432,006,339		+175.3%

				Adjustment　(1.)		(72)		－		(9)		－		－		－				－		－		(3)		－				－		－		(8)		－								0		(9,500,000)		─%		0		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-3,740,500		─%				0		0		ERROR:#DIV/0!		-8,614,231		─%

				　Net Sales		1,681		2,032		2,790		+37.3%		4,000		+43.3%				1,103		+22.3%		1,766		+60.2%				1,723		+21.4%		2,754		+59.8%								2,032,532,504		2,790,820,673		+37.3%		4,000,000,000		+43.3%				902,049,376		1,103,085,001		+22.3%		1,766,883,848		+60.2%				1,419,304,296		1,723,240,049		+21.4%		2,754,198,879		+59.8%



																																												TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE						TRUE		TRUE				TRUE

				　１．　Re-allocation of inter-segment sales

				　２．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in the 3rd quarter, and the contribution to the P/L started

				　　　　 in FY2020Q4.

				　３．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　４．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.







BS (ENG)

																						（JPY in million）																		（単位：百万円 / ％） タンイ ヒャクマン エン

						Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2017		Fiscal Year ended March 31, 2018		Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2019		FY2021 Q2				FY2021 Q3														2020年3月期 1Q ネン ガツ キ				2020年3月期 2Q ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Non-Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Changes												（単体）		前期末比 ゼンキ マツ ヒ		（単体） タンタイ		前期末比 ゼンキ マツ ヒ

				　Current assets		1,554		1,527		815		2,395		2,717		2,387		-12.1%		2,310		-15.0%												1,795		△25.0%		1,794		△25.1%

				　　(Cash and deposit)		1,181		1,267		470		2,045		2,063		1,789		-13.3%		1,656		-19.8%												1,506		△26.3%		1,311		△35.9%

				　Non‐current assets		968		1,282		1,170		1,530		3,149		3,587		+13.9%		3,791		+20.4%												1,622		+6.0%		1,685		+10.1%

				　Assets		2,522		2,810		1,985		3,926		5,866		5,974		+1.8%		6,101		+4.0%												3,418		△12.9%		3,480		△11.4%

				　Current Liabilities		1,079		1,256		560		958		768		744		-3.1%		740		-3.7%												466		△51.3%		520		△45.7%

				　Non-Current Liabilities		666		714		506		281		1,327		1,495		+12.6%		1,542		+16.2%												245		△12.8%		184		△34.5%

				　Liabilities		1,746		1,971		1,066		1,239		2,096		2,240		+6.9%		2,282		+8.9%												712		△42.6%		704		△43.2%

				　Capital stock		666		666		801		1,558		1,742		1,751		+0.5%		1,757		+0.8%												1,558		+0.0%		1,558		+0.0%

				　Capital surplus		2,689		2,650		2,824		3,581		3,766		3,555		-5.6%		3,560		-5.5%												3,581		+0.0%		3,581		+0.0%

				　Retained earnings		△ 2,579		△ 2,472		△ 2,706		(2,453)		(2,005)		(1,874)		－		(1,823)		－												△ 2,433		－		△ 2,365		－

				　Others		0		0		0		0		10		27		+168.0%		42		+312.4%												0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				※手動：前期比 シュドウ ゼンキヒ

				　Non-controlling interests						－		－		256		274		+6.9%		280		+9.6%

				　Net assets		775		839		918		2,686		3,770		3,734		-1.0%		3,818		+1.3%												2,706		+0.7%		2,775		+3.3%





				　１．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.

				　２．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.

				　３．　Figures are all in Japanese Yen and rounded down to the nearest million yen.









fixed expenses(ENG)

				主な固定費の推移 オモ コテイヒ スイイ																																														主な固定費増加の推移 オモ コテイヒ スイイ

																				（JPY in million）														（JPY in million）																単位：円 タンイ エン

						Fiscal Year ended March 31, 2019		Fiscal Year ended March 31, 2020		Consolidated Financial Forecasts Fiscal Year ending March 31, 2021						FY2020 Q1		FY2021 Q1 						FY2020 Q2		FY2021 Q2				FY2020 Q3		FY2021 Q3																				2019/03期 キ		2020/03期 キ				2021/03期 キ						2020年3月期 Q1 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q1 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q2 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q2 ネン ガツ キ						2020年3月期 Q3 ネン ガツ キ		2021年3月期 Q3 ネン ガツ キ

						Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes				Non-Consolidated		Consolidated		Changes		Consolidated		Consolidated		Changes																		単体実績 タンタイ ジッセキ		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン		連結計画 レンケツ ケイカク		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				単体実績 タンタイ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン				連結実績 レンケツ ジッセキ		連結実績 レンケツ ジッセキ		増減 ゾウゲン

				Non-Consolidated		899		1,123		1,317		194				265		287		22				540		585		44		828		902		73																単体 タンタイ		899,664,308		1,123,524,258		223,859,950		1,317,761,476		194,237,218				265,094,560		287,835,791		22,741,231				540,954,502		585,195,093		44,240,591				828,526,908		902,214,741		73,687,833

				Personnel expenses		577		645		732		87				155		157		1				318		321		3		485		494		9																人件費		577,858,886		645,028,277		67,169,391		732,628,435		87,600,158				155,884,610		157,514,377		1,629,767				318,083,636		321,451,358		3,367,722				485,304,306		494,891,313		9,587,007				※2103期1Ｑとの前期比：人件費（出向、採用費等込み）+1500万、旅費交通費△400万減、他勘定振替増加（資産化）△241万、他勘定振替増加（出向）△736万等 キ ゼンキヒ ジンケンヒ シュッコウ サイヨウ ヒ トウ コ マン リョヒ コウツウヒ マン ゲン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シサンカ マン タ カンジョウ フリカエ ゾウカ シュッコウ マン トウ

				Office･Tax and public dues・others		84		166		192		26				39		43		3				79		86		6		118		132		14																オフィス・インフラ・租税公課等		84,472,188		166,010,727		81,538,539		192,109,167		26,098,440				39,631,299		43,494,870		3,863,571				79,694,457		86,423,677		6,729,220				118,239,856		132,953,985		14,714,129

				Depreciation（Cost of Sales + SGA）		196		271		352		80				59		76		17				122		157		34		194		243		49						←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ										減価償却費（原価+販管費）		196,817,790		271,969,810		75,152,020		352,508,429		80,538,619		←開示減価償却計画は500なので、ここから36引いてる カイジ ゲンカショウキャク ケイカク ヒ		59,449,790		76,697,683		17,247,893				122,918,687		157,062,336		34,143,649				194,596,163		243,982,860		49,386,697

				Depreciation（Amortization related to M&A）		40		40		40		-				10		10		-				20		20		-		30		30		-																減価償却費（M&A関連償却費）		40,515,444		40,515,444		0		40,515,444		0				10,128,861		10,128,861		0				20,257,722		20,257,722		0				30,386,583		30,386,583		0

				Consolidated subsidiary		-		247		996		749				-		200		200				-		435		435		-		697		697																子会社 コガイシャ		0		247,300,363		247,300,363		996,503,401		749,203,038				0		200,024,782		200,024,782				0		435,848,257		435,848,257				0		697,112,971		697,112,971

				Depreciation		-		6		32		26				-		7		7				-		15		15		-		24		24																減価償却費（連結子会社） ゲンカ ショウキャク ヒ レンケツ コガイシャ		0		6,447,552		6,447,552		32,532,381		26,084,829				0		7,641,687		7,641,687				0		15,896,631		15,896,631				0		24,093,539		24,093,539

				Depreciation（Amortization related to M&A）		-		19		76		57				-		19		19				-		45		45		-		70		70																減価償却費（M&A関連償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ カンレン ショウキャク ヒ		0		19,151,664		19,151,664		76,606,656		57,454,992				0		19,151,664		19,151,664				0		45,062,731		45,062,731				0		70,973,799		70,973,799

				Other fixed costs		-		221		887		665				-		173		173				-		374		374		-		602		602																その他固定費（連結子会社） タ コテイヒ レンケツコガイシャ		0		221,701,147		221,701,147		887,364,364		665,663,217				0		173,231,431		173,231,431				0		374,888,895		374,888,895				0		602,045,633		602,045,633

				Consolidated total		899		1,370		2,314		943				265		487		222				540		1,021		480		828		1,599		770																連結 レンケツ		899,664,308		1,370,824,621		471,160,313		2,314,264,877		943,440,256				265,094,560		487,860,573		222,766,013				540,954,502		1,021,043,350		480,088,848				828,526,908		1,599,327,712		770,800,804



				　１．　Personnel expenses include payroll related expenses including salary, legal welfare expenses, retirement benefit costs, recruiting costs and travel/transportation costs. 

				　２．　Depreciation (Amortization related to M&A) includes depreciation goodwill, customer-related intangible assets and technological assets.

				　３．　The deemed acquisition date of Prop Tech plus inc. was December 31, 2019. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected 

				　　　　in the B/S in FY2020Q3, and the contribution to the P/L started in FY2020Q4.																																														※PT＋は、販売手数料以外をすべて固定費とみなし、連結子会社の減価償却とその他で総額表示 イガイ コテイヒ レンケツ コガイシャ ゲンカ ショウキャク タ ソウガク ヒョウジ

				　４．　Acquired Robot Fund Co., Ltd on June 30, 2020. Therefore, the impact of the acquisition was only reflected in the B/S in FY2021Q1, 

				　　　　and the contribution to the P/L started in FY2021Q2.





						チェック

						売上増 ウリアゲ ゾウ		759		1209

						固定費増 コテイヒ ゾウ		471		943

						利益増 リエキ ゾウ		267		177

						変動費増 ヘンドウ ヒ ゾウ		21		89

						変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2.8%		7.4%





Sheet2

				2021年３月期連結開示数値サマリー ネン ガツキ レンケツ カイジ スウチ																																																																																														※単体数値、連結調整はグループ化で非表示 タンタイ スウチ レンケツ チョウセイ カ ヒヒョウジ																																																																																																																								※単体数値、連結調整はグループ化で非表示 タンタイ スウチ レンケツ チョウセイ カ ヒヒョウジ

				単位：円　P/L タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										連結 レンケツ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2,790,820,673		0		4,205,799,114		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1,410,253,183		2		2,306,050,976		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1,380,567,490		(2)		1,899,748,138		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,567,492				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				857,230,589		(2)		1,232,914,888		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				523,336,901		0		666,833,251		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		418,310,262		861,267,665		180,295,746		287,675,652		354,897,718		467,297,093		1,290,166,209		+50%				861,421,371		153,706		1,197,064,129		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		123,418,693		46,475,086		256,238,416		(7,821,933)		861,267,665				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				69,160,038		39,523,000		71,612,707		77,459,702		112,038,167		98,177,784		147,003,074		79,903,032		127,991,612		125,809,584		137,608,114		203,879,395		1,290,166,209

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3,376,633		0		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)				(9,099)		14,999		302,189				2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220										0				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		10,403		816,403		313,503		0		3,376,633																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				22,471,375		0		13,357,589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336				777,120		812,319		649,014				804,437		688,844		912,192				1,394,200		1,302,469		4,234,359				14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000				2,000,000		8,000,000				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		7,442,041		1,343,397		6,273,811		0		22,471,375				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				504,242,159		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		8,722,271		211,217,035		(7,821,933)		504,242,159				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40,770,651		0		0		TRUE																														28,408,686		12,361,965				40,770,651										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				50,885,288		0		0		TRUE																																50,885,288				50,885,288										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				494,127,522		0		653,475,662		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		79,325,931		37,130,957		172,693,712		(7,821,933)		494,127,522				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				27,738,725		0		259,749,127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641				427,666		427,666		(73,658,876)				(286,140)								28,622,936		28,622,936								(598,071)		(598,071)				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(45,634,011)		0		27,738,725								20,353,645						30,711,813						60,170,960						86,718,942		197,955,360								2,874,318						25,650,551						16,969,935						28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				18,820,973		0		49,228,427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184
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コメント:
    実績差額計上		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,799,510		(332,721)		2,354,184		0		18,820,973																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				親会社株主に帰属する当期純損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				19,136,994		68,753,565		52,390,892		307,286,373		447,567,824		28,458,721		73,575,039		117,671,245		181,006,152		400,711,157		-10%				447,567,824		0		344,498,108		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		62,098,755		37,036,012		215,973,539		(7,821,933)		447,567,824				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				31,848,737		1,561,815		(4,951,831)		27,724,387		51,728,633		(5,877,981)		90,453,338		33,356,814		(6,138,907)		72,547,064		78,343,451		30,115,638		400,711,157



						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		69,578,651		73,597,758		81,806,337		112,948,018		337,930,764		123,164,294		139,098,214		147,045,580		151,696,774		561,004,862		+66%				338,084,470		153,706		530,230,879		FALSE				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				4,725,340		4,724,142		4,778,924						3,585,436		3,585,436		4,046,232						22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		36,661,124		37,225,821		39,061,073		0		337,930,764				32,007,033		32,283,670		32,463,832		37,193,807		37,532,844		37,961,805		38,043,368		40,197,429		40,645,024		40,486,902		40,476,402		42,573,712		451,865,825				4,756,998		4,757,008		3,715,332		3,715,332		3,715,332		3,715,332		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		4,298,665		50,167,327				4,046,255		4,046,245		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		5,087,921		58,971,710				40,810,286		41,086,923		41,267,085		45,997,060		46,336,097		46,765,058		47,429,954		49,584,015		50,031,610		49,873,488		49,862,988		51,960,298		490,782,094

						　PT+のれん償却費（買収前取得分） ショウキャク ヒ バイシュウ マエ シュトク ブン																																																																								2,798,452		2,798,452		2,337,656																																																																																2,337,633		2,337,643		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		1,295,967		17,634,946

						　PT+のれん償却費（PPA前概算） ショウキャク ヒ マエ ガイサン																																																																								6,383,888		6,383,888		6,383,888																																																																																6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888		6,383,888



				2021年３月期セグメント別予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ヨサン スウチ

				単位：円　セグメント タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										連結 レンケツ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

				メディア				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760				108,141,732		110,444,918		132,728,703				102,657,471		97,006,331		93,867,520				115,821,750		100,860,932		194,742,191				1,351,207,354										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

				ソリューション				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813				71,913,312		67,783,168		108,671,288				73,127,696		94,888,148		158,607,882				91,108,607		80,121,184		184,611,840				1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

				メディア				137,566,958		157,360,437		137,948,641		159,763,161		592,639,197		145,544,281		156,955,827		163,372,672		171,104,781		636,977,561		+7%				595985499.876806		FALSE		658105398.812		FALSE				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429				592,639,197										0				0		0		0		0				42,557,022		43,045,341		52,712,917		(748,322)		48,253,189		45,270,909		66,089,507		(2,253,168)		46,177,271		49,154,652		44,957,012		(2,340,294)		47,667,276		50,087,456		62,008,429		0		592,639,197				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				51,070,430		47,267,861		47,205,990		51,875,226		52,417,229		52,663,372		52,933,245		54,741,250		55,698,177		58,608,442		55,575,421		56,920,918		636,977,561

				ソリューション				131,977,948		138,513,721		205,629,160		341,493,155		817,613,984		338,802,383		421,661,430		433,449,046		474,981,445		1,668,894,303		+104%				831527620.099992		FALSE		1647945576.764		FALSE				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		53,788,814		52,015,651		61,434,083				643,359,377				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				44,997,639		44,672,169		41,690,549		617,591		45,339,526		45,154,128		46,138,975		1,881,092		46,786,141		60,333,265		96,169,460		2,340,294		110,832,764		122,707,856		107,952,535		0		817,613,984				57,941,232		62,340,604		59,734,574		77,998,535		68,671,840		67,050,101		98,766,285		70,462,902		79,299,720		81,367,743		79,807,081		119,525,773		922,966,390				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				119,053,152		126,631,028		93,118,203		146,480,605		137,097,843		138,082,982		167,729,541		138,836,270		126,883,235		149,824,939		148,260,994		176,895,512		1,668,894,303

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		158,500,040		172,795,312		169,960,964		0		1,410,253,181				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

				メディア				157,368,848		193,954,916		155,582,681		242,161,712		749,068,157		180,565,088		180,907,132		188,433,242		222,844,731		772,750,193		+3%				763921052.123194		FALSE		744500319.841442		FALSE				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196				56,480,200		47,851,679		48,910,508				68,154,474		50,773,476		132,733,762				753,974,695				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				49,717,376		51,465,307		55,437,843		748,322		59,888,543		65,174,009		66,639,196		0		56,480,200		47,851,679		48,910,508		0		68,154,474		50,773,476		123,233,762				744,474,695				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				75,974,787		57,675,257		46,915,044		59,839,189		59,825,399		61,242,544		62,153,137		63,851,909		62,428,196		76,851,583		74,050,305		71,942,843		772,750,193

				ソリューション				76,488,126		109,854,047		120,994,566		324,162,596		631,499,335		160,948,442		270,392,661		309,023,683		392,762,771		1,133,127,557		+79%				613974362.733342		FALSE		1155247818.40856		FALSE				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313				26,341,555		34,554,883		62,438,422				37,319,793		28,105,533		123,177,757				500,161,208				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		7,594,445		3,783,335				23,186,139		25,922,314		27,997,264		(617,591)		26,573,786		22,629,040		62,532,313		0		26,341,555		34,554,883		62,438,422		0		100,894,479		40,663,014		182,605,103				635,720,721				39,847,169		32,743,631		31,741,465		52,317,843		43,183,138		51,028,881		92,108,720		55,268,103		64,453,285		71,238,662		65,512,324		125,469,832		724,913,053				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				42,315,618		35,307,316		83,325,508		77,232,954		97,958,132		95,201,575		132,488,967		59,283,839		117,250,877		94,652,208		108,325,932		189,784,631		1,133,127,557

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ												0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0																												0																												0																												0																												0

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,135,903				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		0		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		169,048,953		91,436,490		305,838,865		0		1,380,195,416				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

				メディア				59,713,317		52,521,104		46,465,746		53,895,263		212,595,430		55,797,537		59,077,388		56,297,995		58,598,595		229,771,515		+8%				207583140.546473		FALSE		229950182		FALSE										59,713,317								52,521,104								46,465,746								53,895,263		212,595,430										0				0		0		0		0				0		0		0		59,713,317		0		0		0		52,521,104		0		0		0		46,465,746								53,895,263		212,595,430				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

tc={CF863674-D8C4-47C7-B3BC-C2F58B9AC11F}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    販管費の構成比（過年度）
メディア：ソリューション：全社共通

1703期連結　23.1%　31.9%　44.9%
1803期連結　19.6%　26.4%　54.0%
1903期単体　23.2%　21.6%　55.2%
2003期単体　26.1％　19.6％　54.3％

平均（直近２期）
24.7%	20.6%	54.8%		

tc={49C4360C-8702-4E01-96D6-29A51E2F48AC}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    実績差額計上																																																																																														0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				17,252,665		18,602,682		19,942,190		20,936,496		17,798,923		20,341,969		18,551,366		17,982,741		19,763,888		18,676,044		18,186,336		21,736,215		229,771,515

				ソリューション				38,540,463		41,004,498		41,065,510		91,768,818		212,379,289		108,061,860		116,037,810		111,703,122		114,835,623		450,638,415		+112%				226802727.165203		FALSE		506272311.658889		FALSE										38,540,463								41,004,498								41,065,510								36,135,262		156,745,733				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,140,677		5,500,439				0		0		0		38,540,463		0		0		0		41,004,498		0		0		0		41,065,510								91,768,818		212,379,289				14,492,239		15,626,253		16,751,441		17,586,656		14,951,096		17,087,254		15,583,149		15,105,503		16,601,666		15,687,877		15,276,521		18,258,420		193,008,075				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				35,422,230		35,762,021		36,877,609		39,450,174		35,836,864		40,750,772		36,446,667		35,991,271		39,265,184		36,551,395		37,162,289		41,121,938		450,638,415

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				103,091,269		104,284,077		109,582,544		115,297,983		432,255,873		120,522,681		127,607,157		121,603,670		126,572,965		496,306,473		+15%				425856154.13721		FALSE		496692394		FALSE										103,091,269								104,284,077								109,582,544								115,396,983		432,354,873										0				0		0		(99,000)		(99,000)				0		0		0		103,091,269		0		0		0		104,284,077		0		0		0		109,582,544								115,297,983		432,255,873				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				37,265,757		40,181,793		43,075,131		45,222,831		38,445,674		43,938,652		40,070,951		38,842,720		42,689,999		40,340,256		39,282,485		46,950,224		496,306,473

				販売費管理費 ハンバイヒカンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		82,291,384		82,187,225		88,661,522		7,821,933		857,230,591				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

				メディア				97,655,531		141,433,812		109,116,935		188,266,449		536,472,728		124,767,551		121,829,744		132,135,247		164,246,136		542,978,678		+1%				556337911.576721		FALSE		514550137.841442		FALSE										97,655,531								141,433,812								109,116,935								197,766,449		545,972,728				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				0		0		0		97,655,531		0		0		0		141,433,812		0		0		0		109,116,935								188,266,449		536,472,728				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				58,722,122		39,072,575		26,972,854		38,902,693		42,026,476		40,900,575		43,601,771		45,869,168		42,664,308		58,175,539		55,863,969		50,206,628		542,978,678

				ソリューション				37,947,663		68,849,549		79,929,056		232,393,778		419,120,046		52,886,582		154,354,851		197,320,562		277,927,148		682,489,143		+63%				387171635.568138		FALSE		648975506.749671		FALSE										37,947,663								68,849,549								79,929,056								152,467,821		339,194,089				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		5,453,768		(1,717,104)				0		0		0		37,947,663		0		0		0		68,849,549		0		0		0		79,929,056								232,393,778		419,120,046				25,354,930		17,117,378		14,990,024		34,731,187		28,232,042		33,941,627		76,525,571		40,162,600		47,851,619		55,550,785		50,235,803		107,211,412		531,904,978				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				6,893,388		(454,705)		46,447,899		37,782,780		62,121,268		54,450,803		96,042,300		23,292,569		77,985,693		58,100,813		71,163,643		148,662,693		682,489,143

				全社・その他調整 ゼンシャ タ チョウセイ				(103,091,269)		(104,284,077)		(109,582,544)		(115,297,983)		(432,255,873)		(120,522,681)		(127,607,157)		(121,603,670)		(126,572,965)		(496,306,473)		─'%'				-425856154.13721		FALSE		-496692394		FALSE										(103,091,269)								(104,284,077)								(109,582,544)								(115,396,983)		(432,354,873)				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		(103,091,269)		0		0		0		(104,284,077)		0		0		0		(109,582,544)								(115,297,983)		(432,255,873)				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(37,265,757)		(40,181,793)		(43,075,131)		(45,222,831)		(38,445,674)		(43,938,652)		(40,070,951)		(38,842,720)		(42,689,999)		(40,340,256)		(39,282,485)		(46,950,224)		(496,306,473)

				営業損益 エイギョウ ソンエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		86,757,569		9,249,265		217,177,343		(7,821,933)		523,336,901				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(0)		0		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期セグメント別売上予算数値サマリー ネン ガツ キ ベツ ウリアゲ ヨサン スウチ												0.8364467085

				単位：千円　セグメント タンイ センエン												2,334,372,766																										ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ										ミンカブ																																				ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						広告収入 コウコク シュウニュウ		273,687,144		311,929,996		267,207,115		373,564,396		1,226,388,651		292,335,635		299,564,908		309,110,543		345,772,512		1,246,783,598		+2%				1234486703		FALSE		1237954072.9		FALSE				85,352,936		87,475,195		100,859,013				99,630,678		103,051,321		109,247,997				94,708,632		88,482,522		84,015,961				106,926,743		91,390,335		184,747,318				1,235,888,651										0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				85,352,936		87,475,195		100,859,013		0		99,630,678		103,051,321		109,247,997		0		94,708,632		88,482,522		84,015,961		0		106,926,743		91,390,335		175,247,318		0		1,226,388,651				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				116,005,897		93,851,016		82,478,722		99,518,672		99,474,910		100,571,326		101,200,634		104,125,536		103,784,373		120,319,625		113,469,226		111,983,661		1,246,783,598

						課金収入 カキン シュウニュウ		15,029,854		16,661,985		19,801,773		23,521,894		75,015,506		27,269,234		31,740,051		35,789,371		40,728,000		135,526,656		+81%				74404147		FALSE		136454856.753442		FALSE				4,775,018		5,063,685		5,191,151				5,441,573		5,547,792		5,672,620				6,191,849		6,494,210		7,115,714				7,351,016		7,676,160		8,494,718				75,015,506										0				0		0		0		0				4,775,018		5,063,685		5,191,151		0		5,441,573		5,547,792		5,672,620		0		6,191,849		6,494,210		7,115,714		0		7,351,016		7,676,160		8,494,718		0		75,015,506				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				8,792,820		8,972,102		9,504,312		10,039,743		10,578,718		11,121,590		11,618,748		12,170,623		12,000,000		12,657,400		13,691,500		14,379,100		135,526,656

						その他 タ		6,218,808		22,723,372		6,522,434		4,838,583		40,303,197		6,504,500		6,558,000		6,906,000		7,449,000		27,417,500		-32%				51015702		FALSE		28196789		FALSE				2,146,444		1,971,768		2,100,596				3,069,481		1,845,805		17,808,086				1,756,990		2,029,599		2,735,845				1,543,991		1,794,437		1,500,155				40,303,197										0				0		0		0		0				2,146,444		1,971,768		2,100,596		0		3,069,481		1,845,805		17,808,086		0		1,756,990		2,029,599		2,735,845		0		1,543,991		1,794,437		1,500,155		0		40,303,197				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2,246,500		2,120,000		2,138,000		2,156,000		2,189,000		2,213,000		2,267,000		2,297,000		2,342,000		2,483,000		2,465,000		2,501,000		27,417,500

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				メディア事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				294,935,806		351,315,353		293,531,322		401,924,873		1,341,707,354		326,109,369		337,862,959		351,805,914		393,949,512		1,409,727,754		+5%				1359906552		FALSE		1402605718.65344		FALSE				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		194,742,191		0		1,351,207,354				0		0		0		0				0		0		(9,500,000)		(9,500,000)				92,274,398		94,510,648		108,150,760		0		108,141,732		110,444,918		132,728,703		0		102,657,471		97,006,331		93,867,520		0		115,821,750		100,860,932		185,242,191		0		1,341,707,354				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				127,045,217		104,943,118		94,121,034		111,714,415		112,242,628		113,905,916		115,086,382		118,593,159		118,126,373		135,460,025		129,625,726		128,863,761		1,409,727,754

						ストック収入 シュウニュウ		207,066,074		204,994,768		214,482,224		406,425,543		1,032,968,609		428,773,825		488,706,875		548,024,729		585,886,216		2,051,391,645		+99%				1037266445.83333		FALSE		2069276184.17256		FALSE				68,183,778		69,194,483		69,687,813				68,750,312		67,453,168		68,791,288				69,647,696		72,243,646		72,590,882				79,208,607		79,941,184		83,714,340				869,407,197				53,929,999		53,279,052		56,352,361		163,561,412				0		0		0		0				68,183,778		69,194,483		69,687,813		0		68,750,312		67,453,168		68,791,288		0		69,647,696		72,243,646		72,590,882		0		133,138,606		133,220,236		140,066,701		0		1,032,968,609				86,038,401		86,084,235		89,376,039		99,216,378		103,129,978		107,650,978		114,975,005		122,881,005		124,628,005		129,356,405		132,769,405		134,495,605		1,330,601,439				54,525,369		55,234,110		58,115,672		58,655,180		59,857,786		61,396,575		60,893,502		62,498,105		63,349,107		62,297,742		62,933,520		65,233,538		724,990,206				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				140,563,770		141,118,345		147,091,711		157,471,558		162,587,764		168,647,553		175,468,507		184,979,110		187,577,112		191,254,147		195,302,925		199,329,143		2,051,391,645

						スポット（一時）売上 イチジ ウリアゲ		1,400,000		43,373,000		112,141,502		259,230,208		416,144,710		70,977,000		203,347,215		194,448,000		281,858,000		750,630,215		+80%				408235537		FALSE		733917211		FALSE				0		1,400,000		0				3,163,000		330,000		39,880,000				3,480,000		22,644,502		86,017,000				11,900,000		180,000		100,897,500				269,892,002				66,688,637		29,970,634		60,093,437		156,752,708				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				0		1,400,000		0		0		3,163,000		330,000		39,880,000		0		3,480,000		22,644,502		86,017,000		0		78,588,637		30,150,634		150,490,937		0		416,144,710				11,750,000		9,000,000		2,100,000		31,100,000		8,725,000		10,428,004		75,900,000		2,850,000		19,125,000		23,250,000		12,550,000		110,500,000		317,278,004				9,055,000		11,820,000		27,252,000		35,142,000		63,743,211		54,209,000		48,850,000		10,291,000		37,432,000		29,973,000		48,734,000		56,851,000		433,352,211				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,805,000		20,820,000		29,352,000		66,242,000		72,468,211		64,637,004		124,750,000		13,141,000		56,557,000		53,223,000		61,284,000		167,351,000		750,630,215

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ソリューション事業売上高 ジギョウ ウリアゲ ダカ				208,466,074		248,367,768		326,623,726		665,655,751		1,449,113,319		499,750,825		692,054,090		742,472,729		867,744,216		2,802,021,860		+93%				1445501982.83333		FALSE		2803193395.17256		FALSE				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		91,108,607		80,121,184		184,611,840		0		1,139,299,199				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(10,500,000)		(10,500,000)				68,183,778		70,594,483		69,687,813		0		71,913,312		67,783,168		108,671,288		0		73,127,696		94,888,148		158,607,882		0		211,727,243		163,370,870		290,557,638		0		1,449,113,319				97,788,401		95,084,235		91,476,039		130,316,378		111,854,978		118,078,982		190,875,005		125,731,005		143,753,005		152,606,405		145,319,405		244,995,605		1,647,879,443				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				161,368,770		161,938,345		176,443,711		223,713,558		235,055,975		233,284,557		300,218,507		198,120,110		244,134,112		244,477,147		256,586,925		366,680,143		2,802,021,860

				合計 ゴウケイ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		327,548,993		264,231,802		475,799,829		0		2,790,820,673				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(0)		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2021年３月期会社別サマリー ネン ガツキ カイシャ ベツ

				単位：円　P/L タンイ エン																																						ミンカブ																																				PT+										調整 チョウセイ																																														ミンカブ																												PT+																												連結調整 レンケツ チョウセイ																												連結 レンケツ

								2020年3月期連結見込 ネン ガツキ レンケツ ミコミ										2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク																								2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ																																				2020年3月期単体見込 ネン ガツキ タンタイ ミコミ										2020年3月期 ネン ガツキ																																														2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期単体計画 ネン ガツキ タンタイ ケイカク																												2021年3月期 ネン ガツキ																												2021年3月期連結計画 ネン ガツキ レンケツ ケイカク

								第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		第１四半期 ダイ シハンキ		第２四半期 ダイ シハンキ		第３四半期 ダイ シハンキ		第４四半期 ダイ シハンキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲン リツ				通期 ツウキ				通期 ツウキ						2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2020/01		2020/02		2020/03		通期 ツウキ				2019/04		2019/05		2019/06		1Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/07		2019/08		2019/09		2Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2019/10		2019/11		2019/12		3Q決算調整 ケッサン チョウセイ		2020/01		2020/02		2020/03		4Q決算調整 ケッサン チョウセイ		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ				2020/04		2020/05		2020/06		2020/07		2020/08		2020/09		2020/10		2020/11		2020/12		2021/01		2021/02		2021/03		通期 ツウキ

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		503,401,880		599,683,121		620,155,048		767,266,504		2,490,506,553		610,458,044		698,113,297		812,164,929		936,870,927		3,057,607,197		+23%				2507810165		FALSE		3058356186.65344		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553										0										0																																				0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197																												0																												0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197

						Prop Tech plus								320,314,120		320,314,120		216,002,150		333,003,752		283,313,714		326,022,801		1,158,342,417		+262%				317598369.833333		FALSE		1160642927.17256		FALSE																																				0				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120										0																																				0																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417																												0				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(20,000,000)		(20,000,000)		(600,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(1,200,000)		(4,200,000)		─'%'				-20000000		TRUE		-13200000		FALSE																																				0										0				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)																																				0																												0																												0				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)

				売上高 ウリアゲ ダカ				503,401,880		599,683,121		620,155,048		1,067,580,624		2,790,820,673		825,860,194		1,029,917,049		1,094,278,643		1,261,693,728		4,211,749,615		+51%				2805408534.83333		FALSE		4205799113.826		FALSE				160,458,176		165,105,131		177,838,573		0		180,055,044		178,228,086		241,399,991		0		175,785,167		191,894,479		252,475,402		0		206,930,357		180,982,116		379,354,031		0		2,490,506,553				120,618,636		83,249,686		116,445,798		320,314,120				0		0		(20,000,000)		(20,000,000)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				224,833,618		200,027,353		185,597,073		242,030,793		224,097,606		231,984,898		305,961,387		244,324,164		261,879,378		288,066,430		274,945,131		373,859,366		3,057,607,197				63,580,369		67,054,110		85,367,672		93,797,180		123,600,997		115,605,575		109,743,502		72,789,105		100,781,107		92,270,742		111,667,520		122,084,538		1,158,342,417				0		(200,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(400,000)		(4,200,000)				288,413,987		266,881,463		270,564,745		335,427,973		347,298,603		347,190,472		415,304,889		316,713,269		362,260,485		379,937,172		386,212,651		495,543,904		4,211,749,615

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		269,544,906		295,874,158		343,577,801		327,001,709		1,235,998,574		325,560,691		370,676,303		411,901,579		451,805,378		1,559,943,951		+26%				1254145399		FALSE		1583934610.73617		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574										0										0																																				0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951																												0																												0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951

						Prop Tech plus								188,537,942		188,537,942		153,737,308		202,536,289		179,659,474		189,164,183		725,097,253		+285%				173367720.976798		FALSE		724152364.839835		FALSE																																				0				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942										0																																				0																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253																												0				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,283,335)		(14,283,335)		5,048,665		5,404,665		5,260,665		5,116,665		20,830,660		─'%'				0		FALSE		-2036000		FALSE																																				0										0				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)																																				0																												0																												0				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				269,544,906		295,874,158		343,577,801		501,256,316		1,410,253,181		484,346,664		578,617,257		596,821,718		646,086,226		2,305,871,864		+64%				1427513119.9768		FALSE		2306050975.576		FALSE				87,554,661		87,717,510		94,403,466		(130,731)		93,592,715		90,425,037		112,228,482		(372,076)		92,963,412		109,487,917		141,126,472		0		101,456,090		102,103,107		123,442,512		0		1,235,998,574				55,138,395		68,786,650		64,612,897		188,537,942				1,905,555		1,905,555		(18,094,445)		(14,283,335)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				109,011,662		109,608,465		106,940,564		129,873,761		121,089,069		119,713,473		151,699,530		125,204,152		134,997,897		139,976,185		135,382,502		176,446,691		1,559,943,951				59,246,365		62,440,869		32,050,074		66,664,515		66,624,448		69,247,326		67,193,701		66,619,813		45,845,960		66,735,641		66,748,358		55,680,184		725,097,253				1,865,555		1,849,555		1,333,555		1,817,555		1,801,555		1,785,555		1,769,555		1,753,555		1,737,555		1,721,555		1,705,555		1,689,555		20,830,660				170,123,582		173,898,889		140,324,193		198,355,831		189,515,072		190,746,354		220,662,786		193,577,520		182,581,412		208,433,381		203,836,415		233,816,430		2,305,871,864

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		233,856,974		303,808,963		276,577,247		440,264,795		1,254,507,979		284,897,353		327,436,994		400,263,350		485,065,549		1,497,663,246		+19%				1253664766		FALSE		1474421575.91728		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246

						Prop Tech plus		0		0		0		131,776,178		131,776,178		62,264,842		130,467,464		103,654,240		136,858,618		433,245,164		+229%				144230648.856536		FALSE		436490562.332726		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(5,716,665)		(5,716,665)		(5,648,665)		(6,604,665)		(6,460,665)		(6,316,665)		(25,030,660)		─'%'				-20000000		FALSE		-11164000		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				233,856,974		303,808,963		276,577,247		566,324,308		1,380,567,492		341,513,530		451,299,793		497,456,925		615,607,502		1,905,877,750		+38%				1377895414.85654		FALSE		1899748138.25		FALSE				72,903,515		77,387,621		83,435,107		130,731		86,462,329		87,803,049		129,171,509		372,076		82,821,755		82,406,562		111,348,930		0		105,474,267		78,879,009		255,911,519		0		1,254,507,979				65,480,241		14,463,036		51,832,901		131,776,178				(1,905,555)		(1,905,555)		(1,905,555)		(5,716,665)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				115,821,956		90,418,888		78,656,509		112,157,032		103,008,537		112,271,425		154,261,857		119,120,012		126,881,481		148,090,245		139,562,629		197,412,675		1,497,663,246				4,334,004		4,613,240		53,317,598		27,132,666		56,976,549		46,358,249		42,549,802		6,169,291		54,935,147		25,535,101		44,919,163		66,404,354		433,245,164				(1,865,555)		(2,049,555)		(1,733,555)		(2,217,555)		(2,201,555)		(2,185,555)		(2,169,555)		(2,153,555)		(2,137,555)		(2,121,555)		(2,105,555)		(2,089,555)		(25,030,660)				118,290,405		92,982,573		130,240,552		137,072,143		157,783,531		156,444,119		194,642,104		123,135,748		179,679,073		171,503,791		182,376,237		261,727,474		1,905,877,750

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		201,345,049		197,809,678		197,113,800		205,427,508		801,696,035		223,190,151		236,309,551		225,191,982		234,394,379		919,086,063		+15%				793874102.339588		FALSE		919800727.583333		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035										0										0																																				0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063																												0																												0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063

						Prop Tech plus								50,133,117		50,133,117		53,944,258		57,081,793		55,081,793		56,281,793		222,389,638		+344%				50763275.5092979		FALSE		235613454.075556		FALSE																																				0				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117										0																																				0																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638																												0				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								5,401,439		5,401,439		7,247,669		9,331,011		9,331,011		9,331,011		35,240,702		+552%				15604644		FALSE		77500706		FALSE																																				0										0				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439																																				0																												0																												0				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702

				販売費管理費 ハンバイヒ カンリヒ				201,345,049		197,809,678		197,113,800		260,962,064		857,230,591		284,382,078		302,722,355		289,604,787		300,007,183		1,176,716,403		+37%				860242021.848886		FALSE		1232914887.65889		FALSE				65,681,566		63,662,640		72,116,479		(115,636)		67,293,344		64,480,215		68,900,258		(2,864,139)		63,789,961		65,297,662		68,026,177		0		62,855,617		61,485,317		73,264,641		7,821,933		801,696,035				17,755,886		19,022,027		13,355,204		50,133,117				1,679,881		1,679,881		2,041,677		5,401,439				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69,010,661		74,410,728		79,768,762		83,745,983		71,195,693		81,367,875		74,205,466		71,930,964		79,055,553		74,704,177		72,745,342		86,944,859		919,086,063				18,861,320		18,067,107		17,015,831		18,753,181		17,775,431		20,553,181		17,753,181		17,775,431		19,553,181		17,753,181		18,775,431		19,753,181		222,389,638				2,068,671		2,068,661		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		3,110,337		35,240,702				89,940,652		94,546,496		99,894,930		105,609,501		92,081,461		105,031,393		95,068,984		92,816,732		101,719,071		95,567,695		94,631,110		109,808,377		1,176,716,403

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		32,511,925		105,999,285		79,463,447		234,837,287		452,811,944		61,707,202		91,127,444		175,071,368		250,671,170		578,577,183		+28%				459790663.660412		FALSE		554620848.333942		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183

						Prop Tech plus		0		0		0		81,643,061		81,643,061		8,320,584		73,385,670		48,572,447		80,576,825		210,855,526		+158%				93467373.3472378		FALSE		200877108.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(11,118,104)		(11,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-35604644		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				営業利益 エイギョウ リエキ				32,511,925		105,999,285		79,463,447		305,362,244		523,336,901		57,131,452		148,577,438		207,852,139		315,600,319		729,161,348		+39%				517653393.007649		FALSE		666833250.591112		FALSE				7,221,949		13,724,981		11,318,628		246,367		19,168,985		23,322,834		60,271,251		3,236,215		19,031,794		17,108,900		43,322,753		0		42,618,650		17,393,692		182,646,878		(7,821,933)		452,811,944				47,724,355		(4,558,991)		38,477,697		81,643,061				(3,585,436)		(3,585,436)		(3,947,232)		(11,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46,811,295		16,008,160		(1,112,253)		28,411,049		31,812,845		30,903,550		80,056,391		47,189,048		47,825,928		73,386,068		66,817,287		110,467,816		578,577,183				(14,527,316)		(13,453,867)		36,301,767		8,379,485		39,201,118		25,805,068		24,796,620		(11,606,140)		35,381,966		7,781,920		26,143,732		46,651,173		210,855,526				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				28,349,753		(1,563,923)		30,345,622		31,462,642		65,702,070		51,412,726		99,573,120		30,319,017		77,960,002		75,936,096		87,745,127		151,919,097		729,161,348

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		102,090,576		179,597,043		161,269,784		322,339,795		765,297,198		158,461,736		203,815,899		293,957,188		374,208,185		1,030,443,008		+35%				774619536.660412		FALSE		1006486673.20394		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				0		0		0		0				0		0		0		0				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		28,350,348		28,916,243		30,235,917		0		312,485,254				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008

						Prop Tech plus								95,871,467		95,871,467		21,549,923		84,531,667		61,468,443		93,472,821		261,022,853		+172%				107732055.347238		FALSE		251044435.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,725,340		4,724,142		4,778,924		0		14,228,406				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(14,129,406)		(14,129,406)		(12,945,251)		(11,817,909)		(13,423,909)		(13,279,909)		(51,466,979)		─'%'				-34264682		FALSE		-60466979		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		99,000		99,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,139,904)		(1,138,706)		(732,692)		0		(3,011,302)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				(4,644,969)		(4,828,979)		(3,471,303)		(3,955,303)		(3,939,303)		(3,923,303)		(4,490,636)		(4,474,636)		(4,458,636)		(4,442,636)		(4,426,636)		(4,410,636)		(51,466,979)

				EBITDA				102,090,576		179,597,043		161,269,784		404,081,856		847,039,259		167,066,408		276,529,656		342,001,722		454,401,097		1,239,998,882		+46%				848086910.007649		FALSE		1197064129.46111		FALSE				30,044,824		36,902,809		34,896,576		246,367		43,045,604		47,680,627		85,634,597		3,236,215		45,147,304		44,794,970		71,327,510		0		70,968,998		46,309,935		212,882,795		(7,821,933)		765,297,198				52,449,695		165,151		43,256,621		95,871,467				0		0		99,000		99,000				22,822,875		23,177,828		23,577,948		0		23,876,619		24,357,793		25,363,346		0		26,115,510		27,686,070		28,004,757		0		31,935,784		32,501,679		34,282,149		0		323,702,358				78,818,328		48,291,830		31,351,579		65,604,856		69,345,688		68,865,355		118,099,759		87,386,477		88,470,951		113,872,969		107,293,688		153,041,528		1,030,443,008				(9,770,318)		(8,696,859)		40,017,099		12,094,817		42,916,450		29,520,400		29,095,286		(7,307,474)		39,680,631		12,080,585		30,442,397		50,949,838		261,022,853				112,029		(71,971)		244,029		(239,971)		(223,971)		(207,971)		(191,971)		(175,971)		(159,971)		(143,971)		(127,971)		(111,971)		(1,299,652)				64,403,040		34,765,992		67,897,375		73,744,370		108,322,835		94,462,451		142,704,409		75,604,367		123,692,946		121,510,918		133,309,449		199,580,730		1,239,998,882

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		405,022		(356,589)		2,187,891		308,089		2,544,413		0		0		0		0		0		─'%'				2242224		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								832,220		832,220		0		0		0		0		0		─'%'				820906		FALSE		0		TRUE																																				0				19,502		801,404		11,314		832,220										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外収益				405,022		(356,589)		2,187,891		1,140,309		3,376,633		0		0		0		0		0		─'%'				3063130		FALSE		0		TRUE				42,634		258,548		(272,758)		376,598		(2,772)		15,569		1,120,563		(1,489,949)		1,501,000		702,224		(15,333)		0		(9,099)		14,999		302,189		0		2,544,413				19,502		801,404		11,314		832,220				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		2,768,200		2,238,453		2,405,473		6,931,028		14,343,154		3,553,930		3,379,405		3,154,339		2,902,766		12,990,440		-9%				12940576		FALSE		12990440		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154										0										0																																				0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440																												0																												0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440

						Prop Tech plus								128,221		128,221		108,246		98,383		86,917		73,603		367,149		+186%				126988		FALSE		367149		TRUE																																				0				47,841		40,928		39,452		128,221										0																																				0																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149																												0				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								8,000,000		8,000,000		0		0		0		0		0		─'%'				5550400		FALSE		0		TRUE																																				0										0				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				営業外費用				2,768,200		2,238,453		2,405,473		15,059,249		22,471,375		3,662,176		3,477,788		3,241,256		2,976,369		13,357,589		-41%				18617964		FALSE		13357589		TRUE				1,244,950		851,914		671,336		0		777,120		812,319		649,014		0		804,437		688,844		912,192		0		1,394,200		1,302,469		4,234,359		0		14,343,154				47,841		40,928		39,452		128,221				6,000,000		0		2,000,000		8,000,000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,191,843		1,207,291		1,154,796		1,156,279		1,137,104		1,086,022		1,078,375		1,032,653		1,043,311		1,010,967		916,528		975,271		12,990,440				36,986		37,972		33,288		34,397		34,397		29,589		30,575		29,589		26,753		26,753		23,918		22,932		367,149				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,228,829		1,245,263		1,188,084		1,190,676		1,171,501		1,115,611		1,108,950		1,062,242		1,070,064		1,037,720		940,446		998,203		13,357,589

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		228,214,348		441,013,203		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+28%				449092311.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				経常利益 ケイジョウ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		291,443,304		504,242,159		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+42%				502098559.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		16,106,222		178,714,708		(7,821,933)		441,013,203				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別利益 トクベツ リエキ				0		0		0		40,770,651		40,770,651		0		0		0		0		0		─'%'				40770651		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,408,686		12,361,965		0		40,770,651				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288										0										0																																				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0																																				0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0				0		0		0		0																																				0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ				0		0		0		50,885,288		50,885,288		0		0		0		0		0		─'%'				0		FALSE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,885,288		0		50,885,288				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		30,148,747		103,404,243		79,245,865		218,099,711		430,898,566		58,153,272		87,748,039		171,917,029		247,768,404		565,586,743		+31%				489862962.660412		FALSE		541630408.333942		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743

						Prop Tech plus		0		0		0		82,347,060		82,347,060		8,212,338		73,287,287		48,485,530		80,503,222		210,488,377		+156%				94161291.3472378		FALSE		200509959.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(19,118,104)		(19,118,104)		(12,896,334)		(15,935,676)		(15,791,676)		(15,647,676)		(60,271,362)		─'%'				-41155044		FALSE		-88664706		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)

				税引前利益 ゼイビキ マエ リエキ				30,148,747		103,404,243		79,245,865		281,328,667		494,127,522		53,469,276		145,099,650		204,610,883		312,623,950		715,803,759		+45%				542869210.007649		FALSE		653475661.591112		FALSE				6,019,633		13,131,615		10,374,534		622,965		18,389,093		22,526,084		60,742,800		1,746,266		19,728,357		17,122,280		42,395,228		0		41,215,351		44,514,908		140,191,385		(7,821,933)		430,898,566				47,696,016		(3,798,515)		38,449,559		82,347,060				(9,585,436)		(3,585,436)		(5,947,232)		(19,118,104)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(2,267,049)		27,254,770		30,675,741		29,817,528		78,978,016		46,156,395		46,782,617		72,375,101		65,900,759		109,492,545		565,586,743				(14,564,302)		(13,491,839)		36,268,479		8,345,088		39,166,721		25,775,479		24,766,045		(11,635,729)		35,355,213		7,755,167		26,119,814		46,628,241		210,488,377				(3,934,226)		(4,118,216)		(4,843,892)		(5,327,892)		(5,311,892)		(5,295,892)		(5,279,892)		(5,263,892)		(5,247,892)		(5,231,892)		(5,215,892)		(5,199,892)		(60,271,362)				27,120,924		(2,809,186)		29,157,538		30,271,966		64,530,569		50,297,115		98,464,170		29,256,775		76,889,938		74,898,376		86,804,681		150,920,894		715,803,759

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		11,011,753		34,650,678		26,854,973		(72,803,544)		(286,140)		20,353,645		30,711,813		60,170,960		86,718,942		197,955,360		─'%'				28899790.042659		FALSE		189570642		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)										0										0																																				0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360																												0																												0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360

						Prop Tech plus								28,622,936		28,622,936		2,874,318		25,650,551		16,969,935		28,176,128		73,670,932		+157%				24622250		FALSE		70178485		FALSE																																				0				0		0		28,622,936		28,622,936										0																																				0																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932																												0				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0																																				0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(598,071)		(598,071)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(1,980,000)		(7,920,000)		─'%'				0		FALSE		0		FALSE																																				0										0				0		0		(598,071)		(598,071)																																				0																												0																												0				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				11,011,753		34,650,678		26,854,973		(44,778,679)		27,738,725		21,247,963		54,382,364		75,160,895		112,915,070		263,706,292		+851%				53522040.042659		FALSE		259749127		FALSE				427,674		427,666		10,127,666		28,747		427,666		427,666		34,132,915		(337,569)		427,666		427,666		25,999,641		0		427,666		427,666		(73,658,876)		0		(286,140)				0		0		28,622,936		28,622,936				0		0		(598,071)		(598,071)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		20,353,645		0		0		30,711,813		0		0		60,170,960		0		0		86,718,942		197,955,360				0		0		2,874,318		0		0		25,650,551		0		0		16,969,935		0		0		28,176,128		73,670,932				(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(660,000)		(7,920,000)				(660,000)		(660,000)		22,567,963		(660,000)		(660,000)		55,702,364		(660,000)		(660,000)		76,480,895		(660,000)		(660,000)		114,235,070		263,706,292

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Prop Tech plus								0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0				0		0		0		0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																0										0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE																																				0										0										0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0																												0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE																																				0										0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0																												0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

				非支配株主に帰属する当期純損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンソンエキ				0		0		0		18,820,973		18,820,973		3,762,592		17,142,247		11,778,743		18,702,728		51,386,310		+173%				19274774		FALSE		49228427		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				16,799,510		(332,721)		2,354,184		18,820,973				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310				(4,067,813)		(3,711,001)		11,541,406		3,207,579		13,461,936		472,732		8,670,832		(3,440,039)		6,547,950		3,011,312		9,121,230		6,570,186		51,386,310

						ミンカブ・ジ・インフォノイド		19,136,994		68,753,565		52,390,892		290,903,255		431,184,706		37,799,627		57,036,226		111,746,069		161,049,462		367,631,383		-15%				460963172.617753		FALSE		352059766.333942		FALSE				5,591,959		12,703,949		246,868		594,218		17,961,427		22,098,418		26,609,885		2,083,835		19,300,691		16,694,614		16,395,587		0		40,787,685		44,087,242		213,850,261		(7,821,933)		431,184,706				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45,619,452		14,800,869		(22,620,694)		27,254,770		30,675,741		(894,285)		78,978,016		46,156,395		(13,388,343)		72,375,101		65,900,759		22,773,603		367,631,383

						Prop Tech plus		0		0		0		53,724,124		53,724,124		5,338,020		47,636,736		31,515,595		52,327,094		136,817,445		+155%				69539041.3472378		FALSE		130331474.25717		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47,696,016		(3,798,515)		9,826,623		53,724,124				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(14,564,302)		(13,491,839)		33,394,161		8,345,088		39,166,721		124,928		24,766,045		(11,635,729)		18,385,278		7,755,167		26,119,814		18,452,113		136,817,445

								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		─'%'				0		TRUE		0		TRUE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		(37,341,006)		(37,341,006)		(14,678,926)		(31,097,923)		(25,590,419)		(32,370,404)		(103,737,672)		─'%'				-60429818		FALSE		-137893133		FALSE				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				(26,384,946)		(3,252,715)		(7,703,345)		(37,341,006)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)				793,587		252,785		(15,725,298)		(7,875,471)		(18,113,828)		(5,108,624)		(13,290,724)		(1,163,853)		(11,135,842)		(7,583,204)		(13,677,122)		(11,110,078)		(103,737,672)
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本資料に記載されている情報のうち、歴史的事実以外の情報は、将来の見通しに関する情報を含んでいます。将来の見通しに関する情報は、当社が現在入手している情報に基づく、現時点における予測、期待、想定、計画、評価等
を基礎として記載されており、リスクや不確実性が含まれています。当社は将来の見通しに関する記述の中で使用されている想定、期待、予測、評価ならびにその他の情報が正確である、または将来その通りになるということは保証いたし
かねます。本資料に記載されている情報は、本資料に記載の日付に作成され、その時点における当社の見解を反映するものであり、このため、その時点での状況に照らして検討されるべきものであることにご注意ください。当社は、当該情報
の作成日以降に発生した事象を反映するために、本資料に記載された情報を逐次更新及び報告する義務を負いません。
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