
花堂武浩（菊池市） 酒井栄子（天草市） 焼尾真祐（上（天草市） 井手美智雄（熊本市） 中島陽子（熊本市） 野呂孝恵（熊本市） 藤原誠宣（熊本市） 山﨑穣（合志市） 吉開勇一（人吉市） 徳澄茂（八代市） 穴井悦夫（熊本市） 迫田陽子（八代市）

穴見ミチコ（熊本市） 吉田陸（菊陽町） 池﨑秀勝（天草市） 吉永亀雄（上（天草市） 安田伸（熊本市） 石井みほ子（熊本市） 宮﨑昭次（熊本市） 滝下孝吉（熊本市） 一枝ゆかり（合志市） 田平太津雄（益城町） 豊永清美（山江村） 上田香代子（熊本市） 林田佐津子（八代市）

清島隆明（熊本市） 野田みずき（菊陽町） 松下好人（天草市） 北里正喜（上（天草市） 大倉由起子（熊本市） 猪野利恵（熊本市） 土山寿二（熊本市） 井上真弓美（熊本市） 工藤政幸（合志市） 堀川潤也（益城町） 渡邊ルミ子（山鹿市） 森山まゆみ（熊本市） 吉川果歩（八代市）

笹原邦弘（熊本市） 泉直利（天草市） 岩根昭洋（菊池市） 長瀬和浩（熊本市） 宮崎亨（熊本市） 林テツ子（熊本市） 小野美香（熊本市） 東郁夫（合志市） 本田明美（益城町） 加藤博昭（山鹿市） 上原康嗣（熊本市） 野口博文（八代市）

小柳新一（西原村） 中西章夫（熊本市） 岩﨑めい子（天草市） 中尾純一（菊池市） 古澤慎一（熊本市） 白石正夫（熊本市） 土屋英二（熊本市） 宮崎邦弥（熊本市） 下野繁（合志市） 内田幸德（益城町） 田中絹子（山鹿市） 木村静子（熊本市） 伊藤由利子（八代市）

松尾俊紀（山鹿市） 山下裕子（熊本市） 松尾（天草市） 中川あんな（菊池市） 上野洋子（熊本市） 家富佐裕美（熊本市） 松永ふみ子（熊本市） 浦竹武俊（熊本市） 山田英司（合志市） 藤本武士（益城町） 古川元旦（山鹿市） 佐藤正臣（熊本市） 木々川しのぶ（八代市）

椛木豊子（熊本市） 荒木千春（天草市） 益崎京子（菊池市） 寺本純（熊本市） 村上茂久（熊本市） 宮部陽子（熊本市） 徳丸行児（熊本市） 後藤博文（合志市） 福永貴文（益城町） 藤原照美（山鹿市） 吉村道夫（熊本市） 高本照美（山鹿市）

西田友規（熊本市） 湯川博子（熊本市） 池林通秋（天草市） 相良ナツミ（菊池市） 河喜多弘美（熊本市） 宮﨑良恵（熊本市） 中川義朗（熊本市） 本田恵一（熊本市） 中田ヤエ子（合志市） 林真二（益城町） 山口英子（山鹿市） 小澄のりこ（熊本市） 富岡のぞみ（山鹿市）

Ｂ賞 大塚佳子（熊本市） 橋本啓子（荒尾市） 佐藤二三子（菊池市） 伊藤協子（熊本市） 前野素子（熊本市） 分藤伸治（熊本市） 西村かすみ（熊本市） 杉谷裕子（合志市） 長尾德（益城町） 城正法（山鹿市） 荒木富美子（熊本市） 吉田正昭（山都町）

松本巧（熊本市） 畑田澄子（荒尾市） 津る招三（菊池市） 小山光正（熊本市） 宮崎友喜（熊本市） 石原知子（熊本市） 恵由紀（熊本市） 新田隆一（合志市） 西村誠子（美里町） 田中源起（山鹿市） 緒方美樹（熊本市） （敬称略）

橋本勲（上天草市） 長﨑サエ子（熊本市） 河村一幸（荒尾市） 足達博幸（菊池市） 新田真哉（熊本市） 園田俊彦（熊本市） 西田孝裕（熊本市） 深川清（熊本市） 吉原富雄（合志市） 鶴山陽一（美里町） 野田光行（山鹿市） 藤原智子（熊本市）

城尚之（菊陽町） 米田重子（熊本市） 森恵子（荒尾市） 川口理恵子（菊池市） 林田健一（熊本市） 伊藤純子（熊本市） 山戸憲治（熊本市） 米森美登里（熊本市） 村上静（合志市） 森田澄子（美里町） 小澄洋子（山鹿市） 坂井浩美（熊本市）

小田島一雄（熊本市） 小畑憲一（熊本市） 橋本洋明（荒尾市） 岩根 一朗（菊池市） 澤秀昭（熊本市） 中田慈子（熊本市） 中村時英（熊本市） 平林琢哉（熊本市） 青木淳二（合志市） 岩永良子（美里町） 渡邊賢二（山鹿市） 宮崎カツエ（熊本市）

清水巖（熊本市） 石坂敬司（熊本市） 中山友幸（宇城市） 出雲崚（菊池市） 石橋伊織（熊本市） 門松真澄（熊本市） 佐々武則（熊本市） 秋吉勇美（熊本市） 川﨑博男（合志市） 中村義輝（美里町） 有働 美和子（山鹿市） 田代春吾（熊本市）

鍵山晃紀（熊本市） 星野千幸（玉名市） 田中恵史（宇城市） 立山治子（菊池市） 森下ひとみ（熊本市） 岡田知昭（熊本市） 吉村浩二（熊本市） 井上英一（熊本市） 境敬二（合志市） 今村満夫（水俣市） 甲斐安敬（山都町） 山瀬良子（熊本市）

田中賢次（熊本市） 畑島良光（氷川町） 橋本照夫（宇城市） 平島節子（菊池市） 山口みどり（熊本市） 村上庸一郎（熊本市） 中尾賢行（熊本市） 鬼塚行彦（熊本市） 加藤俊昭（合志市） 竹村まさみ（水俣市） 後藤圭史朗（山都町） 橋積照子（熊本市）

武田東史（熊本市） 谷岡順一（益城町） 小田享（宇城市） 外城博子（菊池市） 山内篤子（熊本市） 北森照男（熊本市） 坂本ヒサ子（熊本市） 田中みどり（熊本市） 佐藤成美（合志市） 山田笑子（水俣市） 工藤直美（山都町） 稲津千鶴子（熊本市）

秋山晶子（多良木町） 南瀬郁子（八代市） 梅田朋岐（宇城市） 永松治雄（菊池市） 浦川瑞枝（熊本市） 原口誠（熊本市） 小島紀男（熊本市） 松田典子（熊本市） 栄正光（合志市） 細川孔丸（南阿蘇村） 佐間野由香（山都町） 野尻将史（熊本市）

安宅久子（人吉市） Ｆ賞 日置るみ子（宇城市） 平川敏信（菊池市） 坂本英雄（熊本市） 菊地裕二（熊本市） 濵田幸三郎（熊本市） 赤星弘美（熊本市） 山口けい子（合志市） 安達正己（南阿蘇村） 中村正成（山都町） 押川義顕（熊本市）

福田睦子（美里町） 宮﨑香津子（宇城市） 早稲田龍司（菊陽町） 後藤健一郎（熊本市） 清島徹（熊本市） 片桐由愛（熊本市） 中田廣夫（熊本市） 小林ミサ子（合志市） 北里真央（南小国町） 松村玲子（山都町） 高田公子（熊本市）

Ｃ賞 田中潤（宇城市） 佐藤孝介（菊陽町） 住吉和子（熊本市） 古保里誠（熊本市） 林田洋子（熊本市） 石井廣（熊本市） 佐々康弘（岱明町） 徳丸憲生（南小国町） 井手房代（湯前町） 末安哲谷（熊本市）

工士紗登子あさぎり町 髙田友（宇城市） 澤田優一（菊陽町） 岡崎勝弘（熊本市） 酒田正幸（熊本市） 堺隆幸（熊本市） 元山尚子（熊本市） 桐原聡一郎（高森町） 渡辺勝（御船町） 黒瀬美鈴（苓北町） 松島広典（熊本市）

佐藤友幸（宇土市） 石橋安行（芦北町） 中村英紀（宇城市） 月尾安博（菊陽町） 森信弘（熊本市） 伊藤親（熊本市） 川元知子（熊本市） 米崎信幸（熊本市） 井強子（高森町） 宮原政則（御船町） Ｗチャンス賞 中村友香（熊本市）

竹下小夜（菊池市） 守田和子（宇城市） 杉山光秀（宇城市） 吉岡静（菊陽町） 内田俊廣（熊本市） 坂本憲昭（熊本市） 中野秀敏（熊本市） 藤本絢也（熊本市） 井瑞穂（高森町） 守田昭美（御船町） 吉永真由美（熊本市）

一本真由美（菊池市） 大嶋美佐子（宇城市） 井上亨子（宇城市） 岩間淳子（菊陽町） 野口修（熊本市） 村上美樹（熊本市） 榎嶋佳聖（熊本市） 近藤かすみ（熊本市） 片山優（高森町） 林田孝子（御船町） 加藤壮一（熊本市）

松永玲央菜（熊本市） 渡辺義勝（宇城市） 橋本伸夫（宇城市） 古庄龍一郎（菊陽町） 上村憲子（熊本市） 八木翼（熊本市） 手嶋千波（熊本市） 近藤朗（熊本市） 徳永貴博（玉名市） 渡辺教子（御船町） 柳田親良（天草市） 安田広光（熊本市）

宮崎聖二（熊本市） 夕部智子（宇城市） 福田貞義（宇城市） 坂本茂憲（菊陽町） 前田晃（熊本市） 上村房枝（熊本市） 原田花子（熊本市） 森和博（熊本市） 今村築（玉名市） 山内孝敏（御船町） 小川公博（天草市） 富田公誠（熊本市）

萩原要（熊本市） 日當照喜（球磨村） 桑園幸雄（宇城市） 板垣アキ子（菊陽町） 荒木里佳（熊本市） 松永浩（熊本市） 水元和子（熊本市） 西村信行（熊本市） 髙田公子（玉名市） 中村真由（御船町） 大山ますえ（天草市） 岡本陽子（熊本市）

渡辺啓介（熊本市） 堀川理恵（熊本市） 平野幸子（宇城市） 本田カチ子（菊陽町） 川崎義広（熊本市） 中山和子（熊本市） 上村一夫（熊本市） 村上雅一（熊本市） 西口一人（玉名市） 那須幹雄（御船町） 田崎光則（天草市） 安部幸憲（熊本市）

松永孝（熊本市） 緒方菜緒美（熊本市） 村上忠男（宇城市） 吉川潔子（菊陽町） (株)トーヤハウス（熊本市）荒井政昭（熊本市） 浦内涼子（熊本市） 井上明日香（熊本市） 田上由美子（玉名市） 浜田雄三（御船町） 野﨑枝美子（荒尾市） 豊岡栄治（熊本市）

上村岳（熊本市） 前田邦子（熊本市） 岩崎健二（宇城市） 村上力雄（菊陽町） 武藤美奈（熊本市） 小泉えみ子（熊本市） 大谷俊哉（熊本市） 松井洋子（熊本市） 藤井和惠（玉名市） 枝尾英樹（御船町） 浦川桂子（荒尾市） 島田敬士（熊本市）

近藤稔（熊本市） 森和明（熊本市） 矢田美智明（宇城市） 中原貞明（菊陽町） 岡村廣美（熊本市） 北尾昭義（熊本市） 江﨑菜穂子（熊本市） 瀬戸口澄子（熊本市） 平島由美（玉名市） 渡邉あずさ（御船町） 内田保代（荒尾市） 柳沢詔夫（熊本市）

中野幸治（合志市） 柴田修（熊本市） 田中雅代（宇城市） 村山時男（菊陽町） 松本敦子（熊本市） 伊藤かずえ（熊本市） 島田等（熊本市） 米村順子（熊本市） 東郷史（玉名市） 井上優子（八代市） 小林典子（宇城市） 田村和憲（熊本市）

稲冨廣幸（錦町） 清田幸重（合志市） 田上幸奈（宇城市） 馬場陶子（玉東町） 松浦敏朗（熊本市） 片野坂豊（熊本市） 福田陽子（熊本市） 竹田正文（熊本市） 城戸篤子（玉名市） 林信介（八代市） 中川浩子（宇城市） 東眞知子（熊本市）

佐藤猛（御船町） 本岡里己（多良木町） 吉田良一（宇城市） 岩本茂（球磨村） 中根秀樹（熊本市） 中尾末義（熊本市） 青山俊秀（熊本市） 広瀬勉（熊本市） 藪田守（玉名市） 坂下京子（八代市） 網川景子（宇城市） 井上真典（甲佐町）

水永末男（八代市） 長谷川照代（和水町） 藤江朋子（宇城市） 石川公司（熊本市） 岩崎政弘（熊本市） 小﨑美恵子（熊本市） 乙益芳美（熊本市） 田代明子（熊本市） 北里浩（玉名市） 吉田くみこ（八代市） 竹尾和紀（宇城市） 浅木三美（甲佐町）

岩井照代（山鹿市） 東敏郎（人吉市） 辰岡正明（宇城市） 山本敏廣（熊本市） 境栄一（熊本市） 吉村義孝（熊本市） 梨子木和秀（熊本市） 池田暖子（熊本市） 有働忠弘（玉名市） 宮田隆則（八代市） 園田美江（宇城市） 上玉利薫（合志市）

Ｄ賞 加来由美子（八代市） 松田幾雄（宇土市） 東トシ子（熊本市） 下原友成（熊本市） 高野雅通（熊本市） 中嶋正博（熊本市） 弓削ゆみ子（熊本市） 植田敦子（玉名市） 村上純子（八代市） 上村和弘（宇城市） 今村博美（合志市）

寺田多恵子（八代市） 緒良中美乃（宇土市） 鬼塚久子（熊本市） 柿元良一（熊本市） 坂本謙吾（熊本市） 本田孝治（熊本市） 今村祐季（熊本市） 待島孝一（長洲町） 稲田藍子（八代市） 井上宗彦（宇城市） 古賀豊（合志市）

友村和佐司（天草市） 因幡誠一（八代市） 須藤哲郎（宇土市） 中馬かすみ（熊本市） 松森信（熊本市） 福富敦子（熊本市） 松永一也（熊本市） 小山誠之（熊本市） 大藪一雄（長洲町） 遠山昌亮（八代市） 中山キヨメ（宇土市） 猿渡愛（合志市）

猪原清美（大津町） 岡隆夫（山鹿市） 小沢光子（宇土市） 山野由美（熊本市） 青山範雄（熊本市） 池田武士（熊本市） 小山田和代（熊本市） 中嶋浩憲（熊本市） 草野由美（長洲町） 小田勝博（八代市） 浜口貴美子（宇土市） 徳永俊信（合志市）

田山篤（熊本市） 松本高広（宇土市）  西馬場太美子（熊本市） 原田光行（熊本市） 中島栄昭（熊本市） 林幸德（熊本市） 上林歩嵩（熊本市） 高田逸子（長洲町） 松永義博（八代市） 竹川定（嘉島町） 嶋村直子（玉名市）

山田義治（熊本市） Ｗチャンス賞 松本節美（宇土市） 山田ひさの（熊本市） 松元勝子（熊本市） 黒田ゆかり（熊本市） 今村英代（熊本市） 武辺伊津子（熊本市） 平本憲治（長洲町） 谷口瑞代（八代市） 岩根俊治（菊池市） 林田弘志（玉名市）

山本由美子（熊本市） 浦本保郎（宇土市） 田中和光（熊本市） 福山妙子（熊本市） 牛島信孝（熊本市） 佐伯匡司（熊本市） 園田昌信（熊本市） 原賀千恵美（和水町） 早川栄次（八代市） 水上愛（菊池市） 谷口勝藏（玉名市）

木下安美（熊本市） 市原佳歩（芦北町） 緒方和秋（大津町） 岩﨑俊作（熊本市） 徳永弘興（熊本市） 佐川日出子（熊本市） 松本誉（熊本市） たかはまとしお（熊本市） 坂本由美子（和水町） 坂田孝博（八代市） 駄場長男（菊池市） 吉田順子（玉名市）

矢田みよ子（熊本市） 松村重行（阿蘇市） 坂本豊（大津町） 藤川告喜（熊本市） 島村昌典（熊本市） 西村知由美（熊本市） 上谷小百合（熊本市） 藤森（熊本市） 塚本洋子（和水町） 小林鈴子（八代市） 河尻哲夫（菊陽町） 冨田隆（玉名市）

山本紗綾（熊本市） 家入恵美子（阿蘇市） 石橋佳大（大津町） 青木正一（熊本市） 三國智子（熊本市） 井手俊昭（熊本市） 尾形邦昭（熊本市） 藤吉英治（熊本市） 大里節子（南関町） 内田英孝（八代市） 横手浩二（菊陽町） 菊川澄子（玉名市）

江口正治　（合志市） 渡邉大（阿蘇市） 市原紀幸（大津町） 山田朗（熊本市） 江口了介（熊本市） 岡村莉愛（熊本市） 倉岡ヒロ（熊本市） 中村吉春（熊本市） 塚本久代（南関町） 平岡祥子（八代市） 佐伯伸二（菊陽町） 福山のり子（津奈木町）

東輝明（玉名市） 山部高広（阿蘇市） 森永良一（大津町） 林文子（熊本市） 松中（熊本市） 西村清次（熊本市） 飯冨野々香（熊本市） 脇坂三惠子（熊本市） 畑中信行（南関町） 佐々木一博（八代市） 徳永安子（熊本市） 宮辺良信（長洲町）

Ｅ賞 田上美穂（阿蘇市） 桐原和広（大津町） 佐藤彰洋（熊本市） 鶴田義典（熊本市） 川越みさ子（熊本市） 吉井美保（熊本市） 宮崎昭雄（熊本市） 勝田寿寛（南関町） 加藤祥志（八代市） 今西玲子（熊本市） 岩本美和（和水町）

長崎清美（阿蘇市） 上田むつ子（大津町） 井憲子（熊本市） 西山ゆいこ（熊本市） 大久保堅（熊本市） 薬師寺明（熊本市） 一門博美（熊本市） 多田麻衣（錦町） 早野公敏（八代市） 厚晴仁（熊本市） 中野恵（氷川町）

岩本宏（芦北町） 平田秋子（天草市） 林田麻佐（嘉島町） 川島宣之（熊本市） 高見聡（熊本市） 坂口孝子（熊本市） 谷口雅美（熊本市） 奥名宏紀（甲佐町） 西志穂（錦町） 緒方友美（八代市） 溝邉祐司（熊本市） 西村松子（人吉市）

松本侑（阿蘇市） 五嶋郁子（天草市） 太田留美（嘉島町） 森幸太郎（熊本市） 内田充希子（熊本市） 松井幹夫（熊本市） 高橋志保（熊本市） 本田悟（甲佐町） 次松秀章（錦町） 濱崎弘幸（八代市） 楠田浩子（熊本市） 野田輝俊（南阿蘇村）

宇佐見正和（天草市） 坂下幸広（天草市） 原辰徳（嘉島町） 緒方工（熊本市） 木庭洋一（熊本市） 篠原真喜子（熊本市） 中村光昭（熊本市） 寺岡芳子（甲佐町） 久木原浩明（西原村） 外戸口光春（八代市） 清田真（熊本市） 高宮かをる（南阿蘇村）

緒方敏子（宇城市） 大手信子（天草市） 杉本千加子（上（天草市）市原康一（熊本市） 千原歌奈子（熊本市） 谷口佳子（熊本市） 小山智典（熊本市） 下原つかさ（甲佐町） 山本（人吉市） 永吉要（八代市） 桑畑俊郎（熊本市） 松井泰晴（御船町）

前田朝恵（宇土市） 原田重信（天草市） 益田良一（上（天草市） 飯冨健作（熊本市） 松﨑公美子（熊本市） 西川妙輝（熊本市） 松永太悠武（熊本市） 吉松毅（甲佐町） 岩本レイ子（人吉市） 礒部健（八代市） 樗ゆき枝（熊本市） 杉本忠行（御船町）

永江清美（大津町） 鷹野健一（天草市） 山口文春（上（天草市） 船越宏樹（熊本市） 松井隆俊（熊本市） 阪本三男（熊本市） 高松もも（熊本市） 布田雄一（甲佐町） 兼田晃明（人吉市） 川本喜代子（八代市） 阪本勝敏（熊本市） 作田潤一（御船町）

中村仁美（菊池市） 田口富雄（天草市） 渡辺恵（上（天草市） 西田久子（熊本市） 浦本義治（熊本市） 工藤陽菜（熊本市） 塩津保子（熊本市） 大谷久美子（合志市） 甲斐田良治（人吉市） 山下和郎（八代市） 山崎茂則（熊本市） 池田豊（八代市）

ソフトバンクホークスウエスタンリーグ

チケット（8/14・9/2のいづれか）

天草イルカウォッチング体験券ペア

熊日・レジャー情報先取りキャンペーン当選者発表
ソフトバンクホークス公式戦チケット

Ａ-1賞（7/17試合）

Ａ-2賞（7/27試合）

Ａ-3賞（7/28試合）

バーベキュー用　５，０００円分お肉

あまくさ窯元散歩

ＴＯＨＯシネマズで使える映画チケットペア

阿蘇ファームランド

元気の森入場券ペア

グリーンランド入場券ペア


