
※敬称略

順位 賞品名 協賛企業様 選手名 順位 賞品名 協賛企業様 選手名

1 ボール（アルティメットクラウン） サンブリッジ社 高橋悠太郎 187 ロイヤルスイート 薬師寺正雄
2 ボール（ピボット） レジェンドスター社 賀張　正光 190 洗剤ギフト 遠藤　忠大
3 ボール(コンクエスト) ABS社 薬師寺正雄 193 ボールポリッシャー 細井　守
4 新潟産コシヒカリ玄米25kg 長沢正一 197 今治タオルギフト 上野　忠司
5 3個入ボールバッグ ハイスポーツ社 曲渕　哲 200 ミラーガラス電子レンジ 藤和住建 山田　行男
6 おかき・かりんとう 萩島　森三 203 入浴剤セット 石塚　康之
7 松坂牛ギフト スターサービス社 羽田　安男 207 ワイプ 賀張　正光
8 洗剤ギフト 薬師寺正雄 210 ペアシリアル 高橋　洋
9 マイクロファイバータオル 山形幸規夫 213 おかき・かりんとう 山下　一義
10 ユニホーム Tスポーツ社 松岡　武治 217 マイクロファイバータオル 安田　澄子
13 ボールポリッシャー 沼宮内政美 220 シューズスプレー 山形幸規夫
17 ワイプ 堀江　守 222 グーグルホーム 藤和住建 浜崎　勝正
20 ペアロックグラス 山口　哲夫 223 おいしいお水２ℓ1箱 河上亮子
23 シューズスプレー 沼宮内政美 227 グリップ交換券 薬師寺正雄
25 グリップ交換券 小林　勝己 230 今治タオルギフト 江森多美子
27 今治タオルギフト 吉野　邦義 233 得割5ゲーム無料券 萩島　森三
30 ペアロックグラス 曲渕　哲 237 入浴剤セット 遊佐　康治
33 3個入ボールバッグ ABS社 町田　勝幸 240 ボールポリッシャー 町田　勝幸
37 おかき・かりんとう 片倉　成浩 243 鰹節セット 石川　光男
40 マイクロファイバータオル 長沢正一 247 マイクロファイバータオル 青村　年晃
43 ペアシリアル 長沢正一 250 ユニホーム(ポロ) セリパック社 須藤　秀孝
47 コーヒーギフト 薬師寺正雄 253 コーヒーギフト 前田恵美子
50 ネックマッサージャー 萩島　森三 257 ロイヤルスイート 根本　道子
53 オイル抜き＆磨き券 穴井　陸斗 260 ワイプ 賀張　正光
57 ロイヤルスイート 井田　岳志 263 おかき・かりんとう 小松　翔吾
60 ワイプ 佐々木潤子 267 グリップ交換券 田口　英伸
63 ボールポリッシャー 中村　睦子 270 鰹節セット 佐藤　仁志
67 洗剤ギフト 町田　勝幸 273 得割5ゲーム無料券 本田　直己
70 今治タオルギフト 醍醐　達雄 277 おいしいお水２ℓ1箱 萩島　森三
73 グリップ交換券 青村　年晃 280 2個入ボールバッグ サンブリッジ社 谷口　好美
77 ユニホームVISEポロ WAVE社 沼宮内政美 283 オイル抜き＆磨き券 梅沢　隆
80 おいしいお水２ℓ1箱 薬師寺正雄 287 ペアシリアル 井田　岳志
83 ボールポリッシャー 飛田和信一 290 鰹節セット 曲渕　哲
87 ロイヤルスイート 賀張　正光 293 グリップ交換券 町田　勝幸
90 おかき・かりんとう 千葉　和宏 297 ペアロックグラス 中村　睦子
93 シューズスプレー 矢野紀久子 300 50インチ4K対応テレビ 家入　聖和
97 コーヒーギフト 足立　一朗 303 コーヒーギフト 堀江　守
100 こたつ3点セット 押野　和之 307 オイル抜き＆磨き券 高橋　幸二
103 ボールポリッシャー 長沢正一 310 入浴剤セット 前田　悌三
107 鰹節セット 海野佳代子 313 ボールポリッシャー 田中不士男
110 マイクロファイバータオル 春日　正明 317 おいしいお水２ℓ1箱 長沢　正一
111 空気清浄機 鈴木　浩由 320 おかき・かりんとう 賀張　正光
113 ペアロックグラス 青木　隆子 323 マイクロファイバータオル 堀江　守
117 オイル抜き＆磨き券 山下　一義 327 ペアロックグラス 中村　一司
120 入浴剤セット 堀江　澄江 330 得割5ゲーム無料券 山田　行男
123 おいしいお水２ℓ1箱 大塚　和子 333 商品券1万円 毎日興業社 町田　純子
127 オイル抜き＆磨き券 堀江　澄江 337 オイル抜き＆磨き券 萩島　森三
130 体重計 ジェトロニクス社 川島　克子 340 今治タオルギフト 関根　剛
133 鰹節セット 石原　潔 343 グリップ交換券 吉井三喜男
137 ワイプ 沼宮内政美 347 ペアシリアル 千原　藤江
140 コーヒーギフト 須藤　秀孝 350 ジャケット セリパック社 坂元　紀博
143 おかき・かりんとう 萩島　森三 353 ペアロックグラス 小山　康介
147 グリップ交換券 矢野紀久子 357 入浴剤セット 曲渕　まみ子
150 ユニホーム(ポロ) セリパック社 中澤　修 360 シューズスプレー 前田　恵美子
153 おいしいお水２ℓ1箱 宮沢　次郎 363 おいしいお水２ℓ1箱 小島　敏夫
157 今治タオルギフト 岩瀬　博紀 367 図書カード1,000円分 堀江　澄江
160 ロイヤルスイート 高橋　徹 370 洗剤ギフト 佐藤　仁志
163 得割5ゲーム無料券 佐藤　仁志 373 ワイプ 柿沼　清
167 鰹節セット 石塚　康之 377 鰹節セット 大山　利江
170 コーヒーギフト 長久保信幸 380 スティック掃除機 萩島　森三
173 洗剤ギフト 本田　直己 383 ペアロックグラス 賀張　正光
177 マイクロファイバータオル 佐藤　仁志 387 今治タオルギフト 石井　光一
180 ボール(パラドックス） ABS社 山下　一義 390 ロイヤルスイート 富田　尚吾
183 ワイプ 細井　守 393 シューズスプレー 長久保信幸

　　●受付にて引換のサインをしてから景品をお持ち帰りください。

　　●景品の交換は3/31(土)迄にお受取りください。（期間を過ぎたものは、当選対象者無しとして処理させていただきます。）

リニューアル記念大会商品当選者一覧



順位 賞品名 協賛企業様 選手名 順位 賞品名 協賛企業様 選手名

397 ペアロックグラス 石井　光一 603 ペアシリアル 町田　純子
400 炊飯器 涌井　ツギ子 607 綾鷹280ml1箱 コカコーラ社 菊地　久夫
403 ペアシリアル 春日　正明 610 ひざかけ 高橋　徹
407 ボールポリッシャー 堀江　澄江 613 ボールポリッシャー 江森多美子
410 得割5ゲーム無料券 広瀬由美子 617 綾鷹280ml1箱 コカコーラ社 賀張　正光
413 今治タオルギフト 飛田和信一 620 松坂牛ギフト スターサービス社 家入　聖和
417 ワイプ 梅沢　美幸 623 マイクロファイバータオル 山下　一義
420 加湿器 土肥理一郎 627 シューズスプレー 長久保亮介
423 鰹節セット 堀江　澄江 630 ひざかけ 梅沢　隆
427 オイル抜き＆磨き券 細井　守 633 オイル抜き＆磨き券 山下　一義
430 洗剤ギフト 大向　翔 637 得割5ゲーム無料券 長久保亮介
433 コーヒーギフト 慶野　隆 640 綾鷹280ml1箱 コカコーラ社 遊佐　康治
437 ロイヤルスイート 吉井三喜男 643 おいしいお水２ℓ1箱 高橋　洋
440 マイクロファイバータオル 薬師寺弥栄子 647 グリップ交換券 本田　直己
443 シューズスプレー 前田　悌三 650 商品券一万円 宮田　将平
444 トゥルースリーパー 長久保亮介 653 得割5ゲーム無料券 家入　聖和
447 ペアシリアル 前田　恵美子 657 オイル抜き＆磨き券 堀江　守
450 パーカー セリパック社 遠藤　忠大 660 綾鷹280ml1箱 コカコーラ社 石原　潔
453 ペアロックグラス 飛田和信一 663 おいしいお水２ℓ1箱 岩瀬　恵美
457 得割5ゲーム無料券 萩島　森三 667 グリップ交換券 賀張　正光
460 今治タオルギフト 薬師寺八郎 670 綾鷹280ml1箱 コカコーラ社 賀張　正光
463 グリップ交換券 江森多美子 673 得割5ゲーム無料券 山形幸規夫
467 ロイヤルスイート 千原　藤江 677 おいしいお水２ℓ1箱 町田　勝幸
470 ユニホーム Tスポーツ社 渡辺　国起

473 洗剤ギフト 竹村　孝

477 ロイヤルスイート 石川　光男 18回参加 1,000円券
480 オイル抜き＆磨き券 小松　翔吾 15回参加 1.000円券
483 鰹節セット 堀江　守

487 オイル抜き＆磨き券 宮沢　貞子

490 入浴剤セット 國井　和己

493 シューズスプレー 富田　尚吾

497 コーヒーギフト 豊岡　義孝

500 ふとんクリーナー 薬師寺正雄

503 おいしいお水２ℓ1箱 長沢　正一

507 ペアロックグラス 佐藤　貴子

510 シューズスプレー 安田　澄子

513 おかき・かりんとう 佐藤　雄

517 オイル抜き＆磨き券 藤本　隆雄

520 ペアシリアル 野田　義雄

523 ワイプ 山下　貴亮

527 図書カード1,000円分 梅沢　隆

530 ホームソニック超音波洗浄機 谷本　幸恵

533 得割5ゲーム無料券 須藤　秀孝

537 ペアシリアル 関根　洋子

540 オイル抜き＆磨き券 田口　英伸

543 洗剤ギフト 佐藤　雄

547 ボールポリッシャー 河上　幸久

550 ユニホーム(ポロ) セリパック社 五十嵐圭一

553 得割5ゲーム無料券 須藤　秀孝

555 桐5段ストッカー 岩瀬　博紀

557 おいしいお水２ℓ1箱 小松　翔吾

560 ワイプ 長久保信幸

563 今治タオルギフト 宮沢　次郎

567 鰹節セット 大場　安之

570 マイクロファイバータオル 佐藤　雄

573 シューズスプレー 山下　一義

577 おかき・かりんとう 本田　直己

580 リラックスチェアー 海野佳代子

583 入浴剤セット 家入　聖和

587 おいしいお水２ℓ1箱 山下　一義

590 コーヒーギフト 田中不士男

593 洗剤ギフト 春日　正明

597 グリップ交換券 高橋　洋

600 ホットサンドメーカー 佐々木潤子

山下　一義

薬師寺　正雄

参加回数賞

　●図書カード
　●参加回数賞

★下記の景品は、受付にてお渡しいたします。

　●商品券
　●松坂牛ギフト
　●オイル抜き＆磨き券
　●グリップ交換券
　●得割5ゲーム無料券


