
1 住吉町 日馬　民夫

1 知立市 渡辺　英美

1 東陽町 立川　恵子

1 高浜市 新美　一彦
2 小垣江町 石川　美鈴
3 半城土中町 松本　かよ子
4 小垣江町 金原　静子
5 天王町 清水　智也

1 一里山町 伊藤　麻由
2 熊野町 太田　泉代

1 元町 久米　和代
2 新富町 深谷　絵美
3 一里山町 原　芳伸

刈谷商工会議所７０周年記念スペシャルエディション
かりや商業まつり２０２２レシートラリー抽選会

当選者名簿
（順不同・敬称略）

Ｗチャンス賞
かりや商業まつり限定商品券１０万円分（２名）

Ｗチャンス賞
かりや商業まつり限定商品券５万円分（３名）

刈谷商工会議所７０周年記念特別賞
C賞 シャープ 加湿空気清浄機（１名）

刈谷商工会議所７０周年記念特別賞
B賞 Apple iPad Air（１名）

刈谷商工会議所７０周年記念特別賞
Ａ賞 パナソニック ６５インチ液晶テレビ（１名）

刈谷商工会議所７０周年記念特別賞
D賞 旅行券10万円分（５名）



1 板倉町 吉村　一恵
2 半田市 矢澤　恵美
3 東陽町 田村　静香
4 碧南市 鈴木　智仁
5 築地町 山本　聖英

1 池田町 新美　瑛亮
2 広小路 富田　明宏
3 八幡町 前田　和香
4 若松町 福田　敦史
5 広小路 大堀　雅生
6 日高町 佐々木　雅子
7 安城市 下平　由香子
8 東境町 柘植　和子
9 松坂町 竹澤　晴美
10 名古屋市 森本　将英

1 豊田市 高須　佐登子
2 野田町 林　啓子
3 住吉町 加藤　裕子
4 野田町 早川　亜衣
5 野田町 鈴木　絢子
6 小垣江町 野村　多巳子
7 小垣江町 清水　勲
8 高須町 小島　達雄
9 銀座 中迫　美幸
10 高松町 都築　ますみ
11 寿町 原田　トモ子
12 一色町 野中　和彦
13 寺横町 酒井　寿枝
14 知多郡東浦町 日高　愛子
15 小垣江町 木村　洋士

Ｗチャンス賞
かりや商業まつり限定商品券１万円分（１０名）

Ｗチャンス賞
かりや商業まつり限定商品券５千円分（８０名）

Ｗチャンス賞
かりや商業まつり限定商品券３万円分（５名）



16 八幡町 神谷　晴次
17 高松町 鈴木　涼平
18 新栄町 加藤　富子
19 一色町 今井　幸子
20 野田町 丹羽　由美子
21 八幡町 市川　裕英
22 大府市 石田　雅子
23 東刈谷町 田中　涼子
24 中手町 中村　八千代
25 一ツ木町 浅井　真由美
26 豊田市 間山　明音
27 小垣江町 長谷川　實
28 野田町 竹中　恵里
29 東境町 荒川　美江
30 大手町 正木　敦子
31 大府市 丸山　明美
32 小垣江町 清水　正明
33 小垣江町 鈴木　すみゑ
34 泉田町 塚崎　敏弘
35 半城土町 柳原　和俊
36 高津波町 柴田　慧子
37 東境町 武田　里香
38 小垣江町 三浦　薫
39 司町 原田　いく
40 岡崎市 平瀬　恵子
41 知立市 成瀬　ふみ代
42 広小路 犬飼　恭子
43 小垣江町 山本　節子
44 野田町 沓名　由芽
45 御幸町 栗生　幸治
46 半城土西町 尾木　健晃
47 半城土中町 山田　みゆき
48 小山町 畑中　康佑
49 東境町 福田　一志
50 池田町 池田　仁美
51 高松町 丸山　芳子
52 下重原町 徐　成亜
53 司町 原田　将平
54 松栄町 神谷　理恵



55 井ヶ谷町 松崎　香蓮
56 相生町 菅原　隆幸
57 日高町 高松　ゆみこ
58 小山町 尾関　則子
59 一里山町 原　芳伸
60 司町 井埜　絹代
61 小垣江町 柘植　勇希
62 名古屋市 谷本　久美子
63 高津波町 坂井　退郎
64 八幡町 市川　みよ子
65 東境町 瀬尾　勝俊
66 池田町 南谷　弘子
67 大正町 鈴木　はる美
68 一ツ木町 酒井　美根子
69 日高町 佐々木　慧
70 富士見町 山本　京子
71 野田町 森田　邦代
72 八幡町 磯村　美月
73 泉田町 神谷　豊博
74 井ヶ谷町 松﨑　香蓮
75 東境町 宮本　多美子
76 野田町 木村　映鈴
77 八幡町 加藤　佳子
78 東境町 中野　茂代
79 高松町 宮田　由起
80 天王町 石丸　法子


