
吉永龍一郎 （天草市） 岩本信子 （阿蘇市） 北森友子 （熊本市）
田中幸成 （熊本市） 宮本昭子 （阿蘇市） 野田直美 （熊本市）
福島幸一 （熊本市） 村上勇一 （阿蘇市） 斉藤憲司 （熊本市）
出口早智子 （熊本市） 駒﨑隆義 （天草市） 西村量子 （熊本市）
平井春二 （玉名市） 渡辺勢津子 （天草市） 志垣勝代 （熊本市）

夏千鶴子 （天草市） 藤嶋聖一 （熊本市）
宮脇正臣 （天草市） 村田みか （熊本市）
尾崎兼光 （天草市） 永井和美 （熊本市）

吉田陽子 （熊本市） 上田初美 （天草市） 大西信彰 （熊本市）
川上輝人 （熊本市） 分部三友 （宇城市） 川元知子 （熊本市）
角志保 （熊本市） 松田湊子 （宇城市） 小久保宣之 （熊本市）
山田リサ （熊本市） 佐藤リサ子 （宇城市） 家入誠 （熊本市）
林田裕美子 （熊本市） 槌田俊子 （宇城市） 佐々木和子 （熊本市）
伊藤隆博 （熊本市） 宮原光子 （宇城市） 窪田𠮷子 （熊本市）
平岡一恵 （熊本市） 山本博子 （宇城市） 今村英代 （熊本市）
徳井佳代子 （玉名市） 前田亜紀子 （宇城市） 水橋　剛 （熊本市）
松田文子 （八代市） 浅野哲次 （宇城市） 渡辺和美　 （熊本市）
井寺悦子 （山鹿市） 山田智英 （宇土市） 山下ふみえ （熊本市）

玉永ひとみ （大津町） 中村よう子 （熊本市）
穴井幸利 （小国町） 松島洋仁 （熊本市）

金谷誠司 （大津町） 米村文子 （菊池市） 植田壮 （熊本市）
前村千穂 （菊陽町） 秋吉和文 （菊池市） 西村修 （熊本市）
村上三恵子 （熊本市） 三澤真紀 （菊池市） 西村明 （熊本市）
塚本勲 （熊本市） 青木良介 （菊池市） 上田和好 （熊本市）
西村隆久 （熊本市） 清水喜美子 （菊池市） 米満隆男 （熊本市）
松永繁二 （熊本市） 塚本史恵 （菊陽町） 林康弘 （合志市）
宮本幸昭 （玉名市） 本嶋基子 （菊陽町） 上野信博 （合志市）
竹本信子 （長洲町） 月尾安博 （菊陽町） 濱田祐幸 （合志市）
原口剛 （益城町） 松村孝雄 （菊陽町） 木村均美 （合志市）
吉田博年 （南阿蘇村） 竹下修 （菊陽町） 宇藤ひとみ （高森町）

中尾秀吉 （玉東町） 髙田公子 （玉名市）
岩佐正憲 （熊本市） 前田政弘 （玉名市）

内野恵子 （宇城市） 中島さゆり （熊本市） 小山武義 （玉名市）
岩根雅城 （大津町） 田中清隆 （熊本市） 田代トシ子 （玉名市）
阪口公香 （熊本市） 森本春男 （熊本市） 村上敬一 （玉名市）
渡辺富美 （熊本市） 上薗美智代 （熊本市） 田上佑樹 （天水町）
免出守白 （熊本市） 佐藤幸俊 （熊本市） 村上重夫 （長洲町）
田中道仁 （熊本市） 林田さゆり （熊本市） 町井博美 （長洲町）
谷口ユミ子 （熊本市） 原田翔馬 （熊本市） 豆塚久子 （和水町）
西河のりえ （氷川町） 茂山英子 （熊本市） 坂田保孝 （西原村）
友枝賢治 （八代市） 檜下裕子 （熊本市） 假屋基喜 （人吉市）
大槻昌造 （八代市） 西村敏子 （熊本市） 川上由美子 （人吉市）

竹下美智子 （熊本市） 伊津野みえり （人吉市）
川俣祐貴 （熊本市） 浜邦子 （益城町）

福澤一成 （芦北町） 荒牧るみ （熊本市） 長門靖治 （益城町）
赤塚由美 （荒尾市） 平井さゆみ （熊本市） 栁井理美子 （益城町）
荒枚靖 （大津町） 村上恭子 （熊本市） 永田正三 （八代市）
木本美保 （上天草市） 丸山徹 （熊本市） 中村逸子 （八代市）
松田由美恵 （菊池市） 村上アヤ （熊本市） 高野イツ子 （八代市）
安田八洋 （菊陽町） 黒原健志 （熊本市） 稲葉富人 （山都町）
料屋健一 （熊本市）
林田美奈子 （熊本市） （敬称略）
上村喜代次 （熊本市）
池田祐子 （熊本市）
田渕秀幸 （熊本市）
井上美喜子 （熊本市）
中原キヨ子 （熊本市）
大塚幸雄 （合志市）
土山俊登 （玉名市）
田中美瑚 （玉名市）
福田敏朗 （西原村）
村山弘修 （人吉市）
清水明美 （八代市）
洲崎稔 （八代市）

七城のお米（10名様）

黒川温泉入湯手形ペア（20組）

Ｗチャンス（図書カード500円分）

熊日で秋を楽しむキャンペーン当選者

あしきた牛（10名様）

2階席ペアチケット（10組）
ヴォルターズ公式戦

阪急交通社旅行券
10,000円分（5名様）


