
上 町 白山町北部 錦町・末広町 石塚町 矢 代 水 上 南
長谷川　冨和　 余野豆腐店 池田　信雄 倉俣　芳明 丸山酒店 田中　裕三 鈴木　敏雄
関口　照三 杉村そばや 食処飲処一富 相羽　和郎 植木　政義 田中　雄一 (株)長崎組 東條　邦昭
太田　正之 笠原建設(株) 飯吉　要 広嶋屋自転車店 矢代屋商店 東條　龍雄 (有)わたや呉服店 平井　俊雄
(有)むさしや酒店 松井板金加工所 渡部　昭夫 (株)パーム 東條　敬一 (有)イワサキ 山﨑　健吾
入村　雅雄 アバント 渋江町 山田　郁子 (株)山本電気 東條　孝 (有)濁川商会 堀川　清一
エビスヤ薬局 広瀬石材店 宮越　昇 相羽工業所 田中　英幸 東條　謙吾 峯村　弘 金子　浩
和光菓子店 丸山　繁昭 宮越　文雄 宮腰　守雄 東條　博 今井　良明 平野　幸雄
(株)豊田三郎商店 森田　和男 富坂　一長 古川　晴夫 斐 太 池田　宏一郎 峯村　康広 内山　勇
小川　智 松井電気工事 小林　君雄 山田　一義 堀川　忠明 池田　隆史 今井　修身 堀川　敏治
佐藤　正義 樗沢理容店 宮越　典子 片所　慎治 片　秀雄 池田　久男 瀧澤　巧 斉藤　隆一
金子建設 赤提灯みっちゃん (有)内田建設 金子　勝利 宇崎　正一 丸山　守作 杉本商店 山﨑　淳子
(有)梅沢土地建物設計事務所 池田　義昭 江口　英一 丸山　君男 川上酒店 安本　克久
(有)志保屋書店 白山町南部 田 町 宮本　信行 ソルティのもと 丸山　豊 かどやストアー 松井　正善
山田建設(有) 山田　孝一 尾崎理容所 すし芳 平井　修二 鹿住　正春 梅沢　輝男 堀川　英雄 藤本　義一郎
和田　修 小島クリーニング商会 (有)小島精肉店 太田　良平 石川　利雄 梅沢　忠 堀川　文章
文進堂書店 市川　達孝 早津　裕司 片所　雄司 早津　修一 深石　辰一郎 和 田 丸山　喜一郎
(株)矢崎商会 (有)植木製餡所 水野　敏明 尾崎　晃一 吉住　一夫 深石　仁満 堀川　勇 横尾　祐子
とたに理容所 安原食料品店 スナックメロディ 大野　賢次 鈴木　孝 間島酒店 新星建機工業(株) 樗沢　真吾

(有)さとう生花店 小川　茂樹 アライ調剤薬局 松木建築設計事務所 間島　英夫 たちばな 小林　武
中 町 (有)鷲沢ガラス店 山田商会 宮腰　和彦 (有)橋本商店 佐藤　秀八郎 古川理容所 加藤　敦志

むろや家具本店 秋田家 (有)山城屋紙店 池田　勇 横山　豪 保坂　忠人 (有)大野木材店 橋本　初江
(株)ホリカワ (株)三ツ和 (有)けいなん石油 尾崎　孝司 上水　清保 モンマート朝日屋 (有)小池工芸 池田　和資
(有)横山損保事務所 金沢魚店 小川　剛 尾崎　和彦 宮崎　栄一 松枝商店 浜食料品店 樗沢　秀久
和田燃料店 牛木　信明 飯田屋商店 滝沢　進 鹿住　稔 清水　晃 (有)ヒラノ食堂 近藤　敏彦
新駒寿し 大黒屋商店 佐藤洋品店 松村　真一 上野　久貴 小林　喜一 信越冷汽(株) 森本　秀行
横田理容所 りんどう理容所 清水仏壇店 寺島　克郎 田中　治 古川　省治 (有)野口内装 市村　信一
河内鍼灸治療院 岡田鉄工所 桝乃園茶舗 平井　繁之 笹井　康彦 山田　正義 (有)朝山製作所 市村　隆
尾崎　秀行 小川酒店 廣瀬歯科クリニック 松村　順三 安達　俊次 池田　伸二 (有)吉田工業
池田歯科医院 大森　憲男 (株)清水工業 高倉　勝信 田中　信雄 梅澤　一宏 伊藤理容所
(株)金子金物店 (株)若嶋組 (有)太田電気商会 妙高ふるさと振興(株) 鈴木　隆一 新潟ルビコン(株)
(有)田中酒店 (株)ホソノ電気トータス 竹村家具店 大崎町 水嶋　晴彦 丸山　貢 宮川商店 中島　宏子
ささや (株)松井組 羽鳥仏壇店 堀秀雄石材店 近藤　喜範 寺島　貞夫 新井自動車整備工場(有) 後藤　忍
本室屋食料品店 道下自転車店 本田電器 (有)堀石園石材店 長谷川　稔 東條　進 (有)新井オートサービス 鷲澤　栄子
名倉堂接骨院 小島　光一 アイウラ理容 (有)長崎石材 水島　宏平 丸山　光浩 (有)オーモリ新井店 白石　勇喜
木村屋パン店 内山　勇 かねまん (有)金子石材工業 長谷川　賢一 丸山　竜弘 (株)菱元屋 横尾　智
大鹿屋時計店 土田　隆 東条　一夫 (有)岩浅石材店 早津商店 小林　啓一 スナック華蓮 近藤　慎也
はやしや菓子店 石田　満子 東条理容所 (有)岡田石材店 早津　春久 河内　徹 うちやま歯科医院 矢崎　久夫
正教寺 鷲沢　正男 前島整骨院 宮崎　淳一 鈴木　勝 (株)上越無線 市村　信一
手打ちそば平丸 金子  浩 安田　末雄 中央町 司自動車 池田　敏昭 新井タクシー(株) 大野　重雄
佐藤商店 小林　三郎 海老屋 ヘアーサロンあおやぎ (有)和久井左官工業 吉木区長 塚田医院 樗沢　正則

田中　敏子 佐藤　徳一 吉越　賢一郎 平井　秀次 東條　義一 石川　孝雄 高橋　勝彦
下 町 吉田　静子 大塚　正一 (有)研習セミナー 西野　チエミ 池田　勝 片　昇一 宮下　吉輝

池田屋菓子店 丸山　明美 (有)小甚呉服店 (株)野口電気 セブンイレブン長森店 深石　勇 恋愛本舗田口 太田　譲
三崎屋ふとん店 白山町子供育成会 ビューティーサロン若葉 (株)マルコ電機 保坂　努 河村　智之 横山　俊英
柏屋電気商会 大野　昭二 ポニー 藤井塗装店 冨士川　淳 山田　勇 瑞 穂 徳永　富夫
紀州屋呉服店 和田太次司法書士・土地家屋調査士事務所 阿部　直樹 山﨑　健吾 小林　亮 梅沢　義彦 鮎正宗酒造(株) 堀川　敏治
加賀屋呉服店 堀川　政利 小島　勲 相浦　正鋭 早津　徹 吉原　茂 飯吉　整一 藤本みよ子
新喜久寿司 関原　伸一郎 藤田　義昭 濁川　明男 東條　献一 鈴木　幸則 小林眞喜子
(株)堀農機店 青山　秀雄 田中　勝 福田　一雄 姫川原 中島　信一 石橋　九平治 浅岡　幸治
篠原酒店 宮越　新一 水野　隆治 斎藤　隆一 (有)吉越コンクリート 新井有線放送 作林　フサエ 石黒今朝雄

後藤  啓 鳥新 高城　勝久 戸田　義隆 鈴木　伸市 菅野　祐三
朝日町 大塚　智子 山田　恒夫 諏訪町 大塚石材店 上馬場 飯塚　義雄 古川　初男

よしはら時計店 浅野　辰男 竹内　洋五郎  (有)岳洋 長澤整骨院 戸田　正次郎 鈴木　貢 樗沢　忠信
(株)ニシワキ 朝日町店 小島　利一 あらいセレモニーホールへいあん (有)樋口ホンダ 横田鮮魚店 堀川　恒一 鈴木　信弘
山田荒物店 余野　優 らんぼう美容室 ミスタータイヤマン新井 小川　信夫 飯吉　鉄夫
(株)池田金物店 小池　旭 レストランしみず (有)金子設備工業所 八橋　智男 平 丸 作林　九二夫
東京堂 石野　和雄 山岸酒店 古川橋梁設計事務所 阿部　伸一 石橋　敏男
マツムラ 鈴木　幸江 学校町 富里クリーニング店 白石　英一 石田　義文 阿部　公夫
三笠屋洋酒店 豊田　繁 清水保土地家屋調査士事務所 ふるはん 高橋　金司
鈴木薬局 近藤　克孝 (有)加茂家具店 太田醸造(株) 姫の森糀店 経塚町
清水飴店 清水　明彦 (有)嶺村製麺所 西喜屋米穀店 大塚　茂
よしむら美容室 木浦　敏明 (有)鳶丸山工業 美 守 ジーンズショップマルニルート292マルニ西脇(株) 岡田　雅美
山本食堂 池田　智史 北村　譲 (有)新東自動車整備工場 (株)丸山建設
(有)F&Cヨシザキ 伊藤　年行 堀川　明博 (有)和香 MKファクトリー
太田眼科 中島　信夫 (有)三和商事 (株)古川商会 山口歯科医院
十一屋（資） 横尾　敬子 平井　康夫 (株)鶴田工業 西脇　剛
野口　義一 阿部　カメヨ 須田自動車板金塗装 高橋　正一
大原運動用品(株) 小出雲 ヒロ・カットハウス(理容) 平野　幸雄 岩﨑　恵子

猪田　一男 ニューワタナベ早津 小林歯科技工所 手塚　孝一
栄 町 樋口　鉄美(麺みなみ) 片所電気商会 (有)サクラクリエート 山田　富治

ホサカ時計店 平井　謙吉 金子理容店 長房　靖之 岩崎　芳昭
理容室マスダ 宮越酒店 清水理容店 杉山　清治 太田　真
山崎ツヤ子美容室 吉越　哲也 ファッションこのみ (有)和泉総合事務センター 佐藤　茂
あらいギフトセンター 小林整熱(株) 米持　和人 (有)八幡屋 堀川　清一
肉のマミー 八木　一郎 安本　克久 (有)長尾工作所 濁川　貞夫
ひさご家 丸山　一雄 森本　秀行
辛ちゃん (株)よしこし 西條　美雪 関川町
フラワーショップK 関原　正明 尾島弘恵司法書士事務所 (有)吉原設備工業

かねこや 清作 岩原　尚明
東雲町 建部　勝一郎 江口  孝 東北新井電工(株)

一力 (有)横尾設備工業所 セブンイレブン学校町店 モンファインクリーニング
横尾歯科医院 わかさや菓子店 塚田　良友 一増寿し
横尾酒店 関タンス建具店 樹利亜美容室
ハロージュリー 大塚美容室 飯塚　教裕 高 柳・東陽町
かんざし 松田　一博 石田　一夫 (有)池田運送
三村屋旅館 竹本　純一 馬場　武志 スミダ工業(株)
豊國新井(株) トーコー防水(株) 野口　寛治 (株)オンダ建築デザイン事務所
江戸八寿し 西脇　勇 早川　康夫 (有)和久井溶接
(有)大野屋 河内　啓次 山下　洋 (有)アサヒボデー
風間　一雄 スポーツ整体馬場療術院 高沢　誠一 (株)ニッパンレンタル妙高営業所
ルースン 橋本電気管理事務所 山本　慎二 竹内商事(株)

白石　晃 相浦　大稀 吉野屋総本舗
工団町 白川　仁 片所　裕一

村越　信一 保坂　太

岡田土建工業（株）

新井工場団地工団会

長谷川　重英

たかぎクリニック

堀川　敏治

そば処 文ざ 揚石医院内科・小児科・循環器科

和田製粉

小嶋　久司

斐太商工会

（有）小林建材

さくらい整形外科医院

西脇建設（株）

(株)ダイセル （株）イチコ 新井店

新光電気工業（株）
ハセガワ不動産

管理システム（株）

ふくろう旬菜酒房 武相荘

堀川　重紀 えちご上越農業協同組合

サントリービバレッジ

NPO法人スポーツクラブあらい
職員

横尾　久美子

（株）新井コロナ 信越工業（株）

（有）かんずり

（有）岡田組

ながの歯科医院

（株）保坂組

いちかわ接骨院

日本海鮮魚センター あらい道の駅店

NPO法人スポーツクラブあらい
役員・正会員

（株）アルゴス

家’Ｓハセガワ（株）

（有）新興建設

白川　昭夫

（有）双伸機工

割烹 ふるかわ一清

日本ビール（株） 君の井酒造（株）

（株）初台製作所

（株）山﨑建設

ダイセル新井ケミカル（株）

千代の光酒造（株）

（株）野本組 （株）西脇電気商会 （有）スリーエヌ

けいなん総合病院 愛クリニック

｢皆様方より協賛いただきました賛助金は、下記のように配分致しました。｣ 

① 妙高市体育協会 
    新井支部 
    （608,500円） ② あらいコミュニティ 

     スポーツ協議会 
      （486,800円） 

③ あらいスポーツ 
     クラブ協議会 
      （121,700円） 

④ NPO法人スポーツクラブあらい 
                           （50,000円） 


