
交 通 安 全 シ ル バ ー キ ラ リ チ ャ レ ン ジ “ ２０１8 ” 当 選 者 一 覧（敬称略）
　

住　　　　　　所 名　　　　前 住　　　　　　所 名　　　　前

○キラリ賞（特賞）　JTB旅行券５本（３万×２本、２万×３本）
1 猿島郡境町 田村　　久子
2 牛久市 鈴木　　節子 ○ケロゾウ賞（３等）　クオカード７５本
3 古河市 山田　　染子 26 行方市 高木　　八枝子
4 常総市 程田　　よし 27 牛久市 牧野　　毅一
5 古河市 甘利　　泰一 28 牛久市 大澄    行子

○チャレンジ賞（２等）　食事ギフト券２０本 29 牛久市 柳田    一夫
1 牛久市 関    春夫 30 常総市 古矢　　邦夫
2 牛久市 渡辺    みち 31 つくばみらい市 齊藤　　利男
3 牛久市 本橋    善征 32 那珂市 菊池　正弥
4 水戸市 鈴木　　芳子 33 古河市 大橋　　富美江
5 常総市 岩本　　健太郎 34 牛久市 松田　　延子
6 牛久市 二階堂　　君代 35 常陸太田市 井上　　佳之
7 久慈郡大子町 石井　清一 36 古河市 大塚　　邦子
8 牛久市 宮本    靖子 37 水戸市 皆川　　とみゑ
9 牛久市 白井    幸子 38 牛久市 谷口    晴美
10 牛久市 渡辺    みや子 39 常総市 飯田　　はる
11 桜川市 市塚　　功久 40 土浦市 加藤　　勝雄
12 古河市 吉田　　陽子 41 坂東市 染谷    すみい
13 稲敷市 坂元　　和代 42 猿島郡五霞町 知久 　光江
14 猿島郡境町 相良　 恵美子 43 水戸市 稲村　　勝身
15 つくば市 髙谷　　文子 44 牛久市 増田    則子
16 行方市 城山　　文男 45 坂東市 木村　　保子
17 古河市 野口    吉子 46 稲敷市 大森　　宏子
18 牛久市 川口    光昭 47 水戸市 村澤　　幸子
19 水戸市 菊池　　薫代 48 行方市 藤野　　朋子
20 牛久市 星山    卓彦 49 古河市 森谷    正代

○ケロゾウ賞（３等）　クオカード７５本 50 日立市 木村　　ヒロ

1 坂東市 針谷　ふさ子 51 常総市 戸塚　　操
2 牛久市 赤荻    竹雄 52 猿島郡五霞町 桜井　　好和
3 猿島郡境町 小谷野　　住雄 53 坂東市 榎島    俊夫
4 牛久市 福田    佳子 54 稲敷市 鈴木　　正男
5 久慈郡大子町 佐藤　元一 55 那珂市 石井　　信一
6 稲敷市 栗山　　朋子 56 古河市 鈴木　　大次
7 水戸市 飯野　　曻 57 古河市 髙﨑　　重之
8 牛久市 石井    美千代 58 守谷市 柳生　　恭子
9 古河市 大澤　　富男 59 北茨城市 小林　　ひろみ
10 稲敷市 岡崎　　栄子 60 久慈郡大子町 谷田部　とみ
11 水戸市 村沢　　たい子 61 稲敷市 助川　　寿代
12 常総市 五木田　　端子 62 坂東市 吉木 　良
13 稲敷市 川島　　通子 63 笠間市 大野　　宏治
14 水戸市 久野　　孝夫 64 土浦市 間原　　待子
15 水戸市 川村　　康子 65 守谷市 佐久間　　康郎
16 土浦市 髙木　　弘 66 牛久市 白井    錠二
17 坂東市 鈴木    恵美子 67 守谷市 髙木　　スマ子
18 古河市 木村　　洋子 68 牛久市 渡部    輝雄
19 猿島郡境町 木村　　久子 69 坂東市 鶴見　　定年
20 日立市 吉村　　節子 70 久慈郡大子町 増子　正明
21 牛久市 山田    章 71 猿島郡五霞町 松本　　浩充
22 常総市 石塚　　明子 72 古河市 中川    進
23 久慈郡大子町 河合　定雄 73 坂東市 島田　　としの
24 稲敷市 幸田　　勝夫 74 猿島郡五霞町 須釜　　良昌
25 坂東市 岡﨑　　進一 75 古河市 大橋    渡

当　　　　　　　選　　　　　　　　者 当　　　　　　　選　　　　　　　　者


