
令和元年度応募分　みたけ健康ポイント事業　当選者  ２４１名（敬称略）

1等　１名（ギフトカード50,000円分）

可児　里美 (中)

2等　１０名（ギフトカード10,000円分）

伊左次　洋司 (中) 河村　英子 (中)

今瀬　浩 (中) 藏本　康惠 (中)

小栗　栄江 (中) 鈴木　正孝 (上之郷)

小栗　京子 (上之郷) 砂溜　米子 (伏見)

可児　七生 (中) 横田　功 (中)

3等　３０名（ギフトカード5,000円分）

安藤　光子 (中) 佐々木　智克 (中) 富岡　克彦 (中)

安藤　美智代 (中) 佐藤　孝廣 (中) (中)谷　浩明 (御嵩)

磯谷　恵梨華 (中) 重田　佳乃 (上之郷) 西田　幸枝 (中)

奥村　キヨヱ (中) 澁谷　輝穂 (中) 平田　さよ (御嵩)

奥村　みどり (中) 杉本　洋文 (伏見) 平野　謙治 (御嵩)

奥村　勲 (上之郷) 鈴木　昭雄 (上之郷) 古山　千枝子 (御嵩)

奥村　初江 (伏見) 髙野　健児 (伏見) 松浪　洋子 (中)

奥村　真児 (中) 田(中)　敬三 (中) 水口　鈴江 (中)

栗原　京子 (中) 田(中)　藤子 (御嵩) 三輪　有二 (伏見)

纐纈　公子 (中) 遠山　妙子 (伏見) 森　勝彦 (中)



４等　５０名（ギフトカード5,000円分）

青木　美好 (御嵩) 加藤　早百合 (御嵩) 鈴木　節子 (上之郷) 林　典子 (御嵩) 山田　殷正 (上之郷)

伊佐次　夏 (伏見) 金子　明美 (中) 須田　ひろ子 (御嵩) 日比野　憲輔 (中) 山本　正 (中)

井戸　春子 (御嵩) 金島　正裕 (中) 田添　喜久子 (御嵩) 平井　辰治 (中) 山本　壽志 (御嵩)

伊藤　智子 (伏見) 亀井　早智子 (中) 永瀬　照代 (御嵩) 古田　美知男 (伏見) 山本　惠美子 (御嵩)

伊藤　由美子 (中) 河合　正夫 (御嵩) (中)西　初枝 (伏見) 増田　誠 (中) 吉田　美代子 (伏見)

井之上　みね子 (御嵩) 木村　一男 (上之郷) (中)村　妙子 (中) 水野　末子 (中) 吉田　和行 (御嵩)

奥村　和美 (伏見) 小松　雄子 (中) 西尾　道喜 (伏見) 溝口　三千男 (中) 米倉　美智子 (伏見)

小澤　朝雄 (中) 佐賀　八洋子 (上之郷) 西田　講一 (中) 山上　早苗 (中) 龍堂　清枝 (伏見)

鍵谷　ひで子 (伏見) 佐橋　智惠子 (中) 長谷川　幸子 (中) 山田　義貴 (中) 渡邉　あさ子 (御嵩)

鍵山　睦子 (中) 鈴木　栄子 (伏見) 林　三郎 (伏見) 山田　美惠 (中) 渡邉　美菜子 (中)

５等　１５０名（ギフトカード5,000円分）

荒川　智恵子 (伏見) 伊佐治　伸欣 (中) 伊藤　惠美子 (御嵩) 大島　真紀 (中) 鍵谷　たず子 (伏見)

安藤　信治 (御嵩) 石渡　光子 (中) 井上　幸代 (伏見) 太田　浩史 (御嵩) 鍵谷　正 (伏見)

安藤　靖彦 (上之郷) 井戸　桂子 (御嵩) 井上　年正 (中) 奥村　かよ子 (中) 鍵谷　美智子 (伏見)

安藤　優子 (伏見) 伊藤　みな子 (上之郷) 今井　はるみ (中) 奥村　歌子 (御嵩) 籠谷　喜久 (御嵩)

安藤　有美 (上之郷) 伊藤　紀子 (御嵩) 今井　民 (上之郷) 奥村　剛 (伏見) 篭橋　節子 (御嵩)

生駒　敦子 (中) 伊藤　久美子 (伏見) 上野　豊 (中) 奧村　よし子 (中) 柏木　雄太郎 (伏見)

生駒　利恵子 (中) 伊藤　征穂 (上之郷) 打田　順子 (中) 小倉　くみ子 (伏見) 加藤　貴子 (伏見)

伊佐次　輝子 (中) 伊藤　千春 (中) 江村　清美 (御嵩) 尾﨑　節子 (中) 加藤　紘子 (御嵩)

伊佐次　静香 (中) 伊藤　千代子 (上之郷) 大井　栄子 (御嵩) 各務　敬子 (上之郷) 加藤　万佐子 (中)

伊佐治　幸代 (中) 伊藤　敦子 (伏見) 大沢　まり子 (中) 鍵谷　くに子 (伏見) 篭橋　高広 (中)



５等　１５０名（ギフトカード5,000円分）

金井　育代 (伏見) 柴田　和子 (御嵩) (中)島　多津子 (御嵩) 原　はま代 (御嵩) 森　美佐子 (中)

可児　日登美 (中) 下野　久子 (御嵩) 永瀬　義美 (中) 原　雅代 (伏見) 山上　勇 (中)

亀谷　喜美子 (中) 白木　要子 (伏見) 永田　博一 (中) 日江井　信幸 (御嵩) 山口　洋子 (中)

亀谷　春子 (中) 杉浦　勝成 (中) (中)村　豊 (中) 日比野　幸子 (中) 山﨑　啓子 (伏見)

河村　謙三 (中) 鈴木　宜江 (伏見) 鍋谷　好子 (中) 日比野　重夫 (伏見) 山田　節子 (上之郷)

神田　和子 (中) 鈴木　淳子 (伏見) 西尾　美知子 (伏見) 平井　君子 (中) 山田　千代 (上之郷)

北川　美智子 (中) 鈴木　順子 (中) 丹羽　三千子 (上之郷) 平井　恵子 (伏見) 山田　島子 (伏見)

ＮＧＵＹＥＮ　ＴＨＩ　ＭＡＩ (中) 鷲見　三代子 (上之郷) 丹羽　喜敬 (御嵩) 平井　孝洋 (伏見) 山本　昭市 (御嵩)

草田　忠子 (伏見) 高井　喜久子 (伏見) 野村　憲夫 (伏見) 平井　章子 (中) 山本　成子 (御嵩)

草野　京子 (伏見) 髙木　静子 (伏見) 野村　由子 (伏見) 平井　正子 (伏見) 山本　和幸 (御嵩)

桑下　さつみ (上之郷) 瀧澤　よし子 (中) 羽賀　幸子 (伏見) 福井　滋子 (上之郷) 吉田　敏光 (中)

桑下　英子 (上之郷) 田口　敬子 (御嵩) 長谷川　喜久子 (中) 藤井　文子 (伏見) 米田　隆男 (御嵩)

小泉　静雄 (御嵩) 竹内　啓二 (伏見) 長谷川　静代 (御嵩) 藤田　悦子 (中) 米田　和正 (伏見)

纐纈　初代 (上之郷) 竹腰　妙子 (上之郷) 早川　美紗子 (伏見) 藤原　和也 (伏見) 若尾　八重子 (中)

小島　孝子 (御嵩) 田(中)　ふう (中) 林　しげ子 (御嵩) 古田　ひさ子 (中) 若林　健次 (伏見)

後藤　莉沙 (中) 田(中)　美智代 (中) 林　一樹 (伏見) 穗苅　敏枝 (御嵩) 若林　喜美子 (中)

小林　真由美 (御嵩) 谷口　拓人 (中) 林　幸惠 (御嵩) 堀場　もりえ (御嵩) 若林　範洋 (伏見)

齋藤　登 (中) 月森　絹代 (中) 林　十三男 (御嵩) 升倉　淳子 (伏見) 若林　顯洋 (伏見)

佐藤　一子 (御嵩) 冨田　和代子 (伏見) 林　千秋 (中) 水野　知里 (伏見) 渡辺　広行 (上之郷)

佐橋　尚子 (伏見) (中)島　修 (御嵩) 林　八重子 (中) 三輪　よね子 (伏見) 渡邊　英理 (伏見)


