
Wチャンス賞
クオカード（500円分）

松本レイ子（あさぎり町） 佐藤実幸（菊池市） 小川高史(熊本市) 大森貞夫(熊本市) 畑中康宏(熊本市) 稼農貴也（益城町）

瀬口明（芦北町） 内田隆（菊池市） 安部嘉子(熊本市) 牧野スミエ(熊本市) 柴田美紀(熊本市) 瀬口登紀夫（益城町）

鳥居禮子（芦北町） 平島喜久子（菊池市） 野寺聡子(熊本市) 橋本實(熊本市) 田村義治(熊本市) 林田悦子（水俣市）

坂口和代（芦北町） 米村マリヨ（菊池市） 田中淑子(熊本市) 森竜一郎(熊本市) 今村祐輝（甲佐町） 今村常明（南阿蘇村）

宮﨑直之（天草市） 中川おとち（菊池市） 大町進(熊本市) 橋本武(熊本市) 松永陽子(合志市) 衛藤栄子（南阿蘇村）

山並寿子（天草市） 村上栞梨(菊陽町) 濱田義正(熊本市) 岩村悦子(熊本市) 沖田知慧(合志市) 市原直子（南阿蘇村）

水越くにえ（天草市） 上野信子(菊陽町) 佐藤幸男(熊本市) 村上茂久(熊本市) 工藤精也　(合志市) 國本利秀（御船町）

長川布治作（天草市） 椿真由美(菊陽町) 伊東寿将(熊本市) 尾形多恵子(熊本市) 宮本ミエ子(合志市) 増岡宏（御船町）

冨永弘敏（天草市） 加藤一哉(菊陽町) 山下圭介(熊本市) 百田ゆかり(熊本市) 中山由香(合志市) 西村幸子（御船町）

末羽春雄（天草市） 児玉義広（玉東町） 山本キマ子(熊本市) 岡﨑富子(熊本市) 源島久文(合志市) 鶴野善久（御船町）

松本秀剛（天草市） 山田信一(熊本市) 山口学(熊本市) 川上忠(熊本市) 田中浩一(合志市) 扇田俊明（御船町）

平田八代美（天草市） 道喜宣之(熊本市) 下田菜瑠実(熊本市) 石井慶子(熊本市) 神之田良佑(合志市) 松本ひとみ（御船町）

永田将（天草市） 高木宏(熊本市) 大黒ラーメン(熊本市) 田代賴沖(熊本市) 岩野美和(合志市) 荒木美希（御船町）

石本るき（天草市） 林克宣(熊本市) 杉本廣次(熊本市) 近藤秀敏(熊本市) 甲斐忠男(合志市) 村﨑ひろこ（八代市）

戸村臣洋（天草市） 林和伽菜(熊本市) 森和明(熊本市) 西岡廣(熊本市) 戸田忠男(合志市) 安田弘之（八代市）

山口瑠衣（天草市） 向政史(熊本市) 宇藤豊(熊本市) 宮本徳人(熊本市) 財津すえみ(合志市) 元村民子（八代市）

山口由華（天草市） 髙口理恵(熊本市) 小山　東洋(熊本市) 薬師寺明(熊本市) 大藪拓也(合志市) 鳴川節子（八代市）

桃根東洋（天草市） 木庭道代(熊本市) 濱田　裕伸(熊本市) 瀬上晶(熊本市) 石井美友紀(合志市) 塚本正一（八代市）

松下弥生（天草市） 高山慶次(熊本市) 井上洋子　(熊本市) 上村美智代(熊本市) 三宅由美子(合志市) 坂井良子（八代市）

米田秀喜（天草市） 古谷マチ子(熊本市) 荒川洋美(熊本市) 村上恭子(熊本市) 管みよ子(合志市) 塚本照美（八代市）

立石弘美（天草市） 小井手悠真(熊本市) 松尾啓司(熊本市) 穴井悦夫(熊本市) 尾方亮太（多良木町） 石丸美奈子（八代市）

庵本莉愛（天草市） 角田智紀(熊本市) 清水誠(熊本市) 寺本純(熊本市) 内野明徳（玉名市） 浅井土男（八代市）

山浦六三四（天草市） 中村いつみ(熊本市) 宮崎妹里(熊本市) 有久公美(熊本市) 岩下順一（玉名市） 早川義彦（八代市）

川原康博（天草市） 品川良照(熊本市) 北村友生(熊本市) 柴田博之(熊本市) 平川広光（玉名市） 髙木文江（八代市）

山下純（天草市） 三池祥五(熊本市) 北村真咲(熊本市) 高見政知(熊本市) 権藤栄子（玉名市） 橋本喜心（八代市）

新宅盛二（荒尾市） 今村美里(熊本市) 釘宮律也(熊本市) 米満隆男(熊本市) 吉本陽子（玉名市） 吉永安圭美（八代市）

橋本洋明（荒尾市） 髙岡あや子(熊本市) 庄山利治(熊本市) 米村有未(熊本市) 田島進（玉名市） 松本みね子（八代市）

江崎健作（荒尾市） 左座悠聖(熊本市) 今村佳子(熊本市) 三河善朗(熊本市) 井上美千代（多良木町） 草原亮成（八代市）

西村国子（荒尾市） 永井由美子(熊本市) 宮本梢(熊本市) 落合洋志(熊本市) 組島幹夫（多良木町） 一村美羽（八代市）

守田衣里（宇城市） 江口れい子(熊本市) 堤利章(熊本市) 久藤美幸(熊本市) 山田智利子（津奈木町） 中村正徳（八代市）

井田直昭（宇城市） 新村都(熊本市) 大倉太門(熊本市) 福田ユキ子(熊本市) 今村友活（津奈木町） 杉本篤（八代市）

坂口勝春（宇城市） 山本真紀(熊本市) 川添みゆき(熊本市) 友川優子(熊本市) 黒田ゆり愛（長洲町） 西村信昭（八代市）

分部三友（宇城市） 松下あけみ(熊本市) 福本正勝(熊本市) 中村守(熊本市) 宮野昭博（長洲町） 小林しのぶ（八代市）

平田悦子（宇土市） 築山直美(熊本市) 高田翔馬(熊本市) 門岡政則(熊本市) 前嶋智博（長洲町） 前﨑玉枝（八代市）

塚本京子（宇土市） 大久保慶彦(熊本市) 吉田昌子(熊本市) 黒川清彦(熊本市) 益永周房（長洲町） 守田香代子（八代市）

横谷みす子（宇土市） 原裕美(熊本市) 植田由美子(熊本市) 安藤スミ子(熊本市) かつ子（長洲町） 中津律子（八代市）

福永さおり（宇土市） 藤山隼任(熊本市) 宮部政博(熊本市) 久島ケサ子(熊本市) 宮本英明（長洲町） 宮崎照光（八代市）

玉永尚子（大津町） 有馬典寿(熊本市) 橋之口晃子(熊本市) 林田幸博(熊本市) 荒牧一美（長洲町） 郡野健一（八代市）

大倉敬宏（大津町） 小牧美知子(熊本市) 本田勝子(熊本市) 坪根義之(熊本市) 中村将善（南関町） 上村隆幸（八代市）

前田竜成（大津町） 前田みえ子(熊本市) 田中聡(熊本市) 栁捷子(熊本市) 大森弘毅（南関町） 相川富恵（山鹿市）

畑中元美（大津町） 吉田凌大(熊本市) 古閑正夫(熊本市) 成田政博(熊本市) 秋山星那（氷川町） 岡隆夫（山鹿市）

荒木伸弥（大津町） 松藤江美(熊本市) 東トシ子(熊本市) 永野学(熊本市) 松田きよみ（氷川町） 黒木公一（山鹿市）

甲斐哲（嘉島町） 福島美智子(熊本市) 馬原一美(熊本市) 杉本奈穂(熊本市) 山田正雄（氷川町） 原田一美（山都町）

西山和枝（嘉島町） 光本範雄(熊本市) 吉田章(熊本市) 草野義雄(熊本市) 谷川俊夫（人吉市） 坂本隆弘（山都町）

木村真次（嘉島町） 福永敏博(熊本市) 鍬田武史(熊本市) 諏訪正人(熊本市) 坂本みさき（益城町） 野添一臣（湯前町）

長田又春（上天草市） 石原陽子(熊本市) 松村和代(熊本市) 竹熊捷子(熊本市) 土田純鈴（益城町） 池﨑サキエ（苓北町）

成田優斗（上天草市） 本田浩子(熊本市) 中村淑子(熊本市) 中川明美(熊本市) 森川美也子（益城町） 鶴崎タヅ子（苓北町）

小野美穂子(菊陽町) 山下秀次(熊本市) 上谷朗(熊本市) 舛田史郎(熊本市) 上村由久（益城町） 松下宇一郎（苓北町）

荒木繁房（菊池市） 宮崎亨(熊本市) 森武己(熊本市) 北岡明(熊本市) 福永信弘（益城町） 鶴田正昭（苓北町）

江川繁雄（菊池市） 芦村えり(熊本市) 藤本富美子(熊本市) 宮部キヨエ(熊本市) 林眞二（益城町） 野島正弘（苓北町）


