
1 3/14 ツボタ エイイチ 振込 3/14 紫　雲　会 手渡 5/15 ゴトウ ミツヒロ 振込
2 4/27 ムカイヤチ ユウイチ 振込 4/15 ヤナセ シンイチ 振込 5/16 サトウ タカオ 振込
3 4/27 ヨシダ ツグト 振込 4/27 振込 5/16 タツタ ハヤマサ 手渡
4 4/27 ヨシダ ユウト 振込 4/27 ノグチ コウジ 振込 5/17 ハラコ イサオ 振込
5 4/27 ハタナカ ケンイチ 振込 4/27 ミヤコ カズヨシ 振込 5/18 ナカイ マナブ 振込
6 4/28 イヅツ ケンイチ 振込 4/27 ミウラ ヤスオ 振込 5/21 ワタナベ コウジ 振込
7 4/28 コシタ ヒロキ 振込 4/27 カワダイ タケヒコ 振込 5/24 ハマベ マサキ 振込
8 4/28 ウルシド ショウタ 振込 4/27 ホリウチ ヒデアツ 振込 5/24 カキザキ ヒカル 振込
9 5/6 モリ スミエ 手渡 4/27 イシザワ トクナリ 振込 5/25 タムラ マサト 振込

10 5/6 キムラ アヤコ 手渡 4/28 マツムラ アキノリ 振込 5/26 オサナイ カズト 振込
11 5/7 タニグチ マナブ 振込 4/28 ヨコヤマ カズオ 振込 5/27 ハギワラ ヨシヒサ 振込
12 5/9 イトウ トシヤ 振込 4/29 タカダ コウイチ 振込 5/30 ナカノワタリ ユミコ 振込
13 5/11 カサイ カズノシン 振込 5/2 クドウ ナルヒコ 振込 5/30 ニカイ コウキ 手渡
14 5/16 ジン キイチ 手渡 5/2 ヤマヤ ホウヘイ 振込 5/31 サトウ マサカズ 振込
15 5/30 イズミ コウスケ 手渡 5/2 タケハラ トシオ 振込 6/7 キムラ ノリアキ 振込
16 6/6 モリ シロウ 振込 5/2 イシザワ シンゴ 振込 6/8 シモヤマ フサオ 振込
17 6/8 ミズナシ マサト 振込 5/2 ノリアゲ イサオ 振込 6/13 イダ タカヤ 手渡
18 7/21 ヤスダ ヒデヒロ 振込 5/2 アサイシ ヒデカズ 振込 6/17 ハシモト タカヒロ 振込
19 7/22 ナカノ トシヒコ 振込 5/4 タナカ エリコ 振込 6/23 シバタ マサト 振込
20 7/29 コバヤシ チフミ 振込 5/6 アカヌマ タツヤ 振込 6/30 ワタナベ タイゾウ 振込
21 9/20 コガワ ノブコ 振込 5/6 カサイ ハルチヨ 振込 6/30 オガサワラ ヒロユキ 振込
22 10/17 コワタリ マサオ 振込 5/6 サクライ タクミ 振込 7/4 ヤマウチ アキト 振込
23 11/14 アオモリケンジツギョウダン 振込 5/6 ミヤモト コウエツ 振込 7/5 ナカムラ モトハル 振込
24 11/30 コバヤシ ノリヨシ 振込 5/6 モリ カズヤ 手渡 7/6 フジモリ ユカ 振込
25 5/6 ヤマウチ ヒロシ 振込 7/11 居合道審査会・大会 手渡
26 5/6 エビナ トオル 振込 7/12 ホソカワ ヒロキ 振込
27 5/9 ソウマ キヨヒコ 振込 7/26 コバヤシ タケシ 振込
28 5/9 ハンダ トシヒサ 振込 7/29 シモヤマ キヨヒデ 振込
29 5/9 カワカミ ヨシキヨ 振込 8/10 七戸町剣友会 振込
30 5/9 オオタ ユウコ 振込 9/6 カワダイ アキノリ 振込
31 5/9 オダギリ サトル 振込 9/12 オウサカ タカシ 振込
32 5/9 フジモト カツヒロ 振込 9/12 オオタ タツハル 振込
33 5/11 イシブミ トオル 振込 9/23 ヤコウ タカミツ 振込
34 5/11 ササキ カズオ 振込 9/26 イシバシ ツネオ 振込
35 5/12 クジ ゴロウ 振込 9/28 スギヤマ ヒデハル 振込
36 5/12 ヤシマ アキラ 振込 9/30 杖道部 振込
37 5/13 ナカムラ シゲキ 振込 10/3 上十三大会 手渡
38 5/13 ゴトウ トシノリ 振込 10/14 フタツモリ レイコ 振込

※敬称略（個人情報保護のため、お振込名と同様、カタカナ表示とさせていただいております）
※コバヤシノリヨシ様　段位を間違えて記載してしまいました。申し訳ございません。今後とも変わらぬご支援、
　伏してお願い申し上げます。

※本掲示がご迷惑だと思われる方はお申し付ください。
※また、大変恐縮ですが万一、当方の付け間違いがありましたら、お申し出で下さい。
※お手渡しで頂いた方々には、領収書をお渡ししておりますが、領収書の必要がありましたらお申し出で下さい
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10/18 コワタリ ヒトシ 振込
1 10/19 シブタニ タカヒコ 振込
2 10/21 フジカワ トシヒコ 振込
3 11/1 野辺地剣友会 振込
4 11/2 コン ヨシヒロ 振込
5 11/8 三沢剣道協会 振込
6 11/9 ヌマタ トミオ 振込
7 11/9 アオヤマ ユウサク 振込
8 11/13 青森県中学校剣道競技大会 手渡
9 11/13 青森県剣道連盟居合道部 手渡

10 11/17 アオモリケンコウトウガッコウ 振込
11 11/21 ナカジマ アキオ 振込
12 11/25 サトウ ケンジ 振込
13 11/28 青森県剣道 道場連盟 振込
14 11/29 カトウ タケフミ 振込
15 11/29 サトウ タキオ 振込
16 11/29 ツクダ セイ 振込
17 11/30 平内町町民剣道 振込
18 12/9 むつ下北剣道協会 振込
19 12/10 イシザワ ヒロフミ 手渡
20 12/4 居合道審査会・大会 手渡
21 12/21 モリヤマ ミノル 振込
22 12/30 イシブミ ヒロユキ 振込
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

※敬称略（個人情報保護のため、お振込名と同様、カタカナ表示とさせていただいております）

※本掲示がご迷惑だと思われる方はお申し付ください。
※また、大変恐縮ですが万一、当方の付け間違いがありましたら、お申し出で下さい。
※お手渡しで頂いた方々には、領収書をお渡ししておりますが、領収書の必要がありましたらお申し出で下さい。
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　　コロナ禍の中で、本年度も多くの個人、団体様にご支援をいただきました。ありがとうございました。

令和  5   年　　2月　21日
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