Inazawa Plant
Tree planting area

Titles omitted, random order
赤星 賢一・秋山 聡・浅岡・浅野 亜弥・浅野 拓也・東・天野 拓魔・荒木 信貴・荒島 正・
伊貝 舞桜・伊貝 真奈美・池上 誠・石垣 洋輔・石田 一雄・市川 治夫・一木 教二・
伊藤 威雄・伊藤 勇夫・伊藤 勇夫・伊藤 俊介・伊藤 知隆・伊藤 寛晋・伊藤 りか・
伊藤 万由子・伊藤 万鉱・稲垣 孝郎・犬飼 智美・井上 貴元・井上 望愛・井上 立輝・
岩田 寿樹・岩田 咲英・岩田 崇史・岩田 恒雄・岩田 透弥・岩山 群司・植岡 孝旨・
宇佐美 滋一・宇佐美 理緒・江尻 誠・江原・オウ イ・オウ チュウレイ・大井 琢磨・
大池 典彦・大池 将樹・大北（兼）
・大槻 俊治・大野 紀明・大原 由貴・大矢部 靖昇・
岡川 侑真・岡川 亮子・小木曽 浩一・小澤 真也・甲斐 政雄・梶浦 正之・加藤 麻夢・
加藤 あゆみ・加藤 勝也・加藤 獅温・加藤 慎也・加藤 拓夢・加藤 昇・加藤 宏幸・
加藤 真夢・加藤 利恵・加藤 礼温・門脇 次男・上山 保・亀野 広喜・亀野 広喜・
川瀬 英生・河原 好明・木村 栄子・木村 信也・木村 美穂・キョウ ユウレイ・
櫛田 伊代・櫛田 康貴・小谷 建二・後藤 ・後藤 ・後藤 成明・後藤 英樹・後藤 幸雄・
近藤 慎二・近藤 雄介・斉藤 恵太・佐久間 一輝・佐久間 俊輔・佐古 康雄・佐古 由美・
佐々木一郎・笹野 裕司・佐藤 彰洋・佐藤 隆雄・重野 一道・茂利 泰男・島 英毅・
清水 一彦・清水 隆輝・ジョ ショウジョ・白塚山 覚・白濱 雅美・杉野 光明・杉原・
杉原 利秋・鈴木・鈴木 貴之・鈴木 秀明・鈴木 悠平・高木 彩乃・高木 俊輔・
高桑 健一・高橋 春男・高山 幸四郎・滝川 晃・竹河 浩二・竹河（兼）・竹田 奈生・
竹田 羽花・竹田 茉由・竹田 佳恵・多田 一基・田中 正樹・谷 定和・谷川 誠・
谷口 義明・圓田 直樹・寺谷 隆之・東海 博昭・戸田 憲伸・戸田 純麗・内藤 勝・
永井 政治・永井 洋輔・長岡・長岡・長岡 英人・中野 和好・長屋 光・西川 美香・
西牟田 和秀・西山 武良・西山 佑茉・野崎 昴大・野崎 莉央・野田・長谷川 員久・
長谷川 徳保・長谷川 英和・服部 広文・閥山 良広・早川 尚人・林 俊一郎・林 宏明・
原・原 辰徳・菱田 ・平田 真司・平野 克幸・平野 富一・広瀬 麻里・深谷 修・
福井 規士・福田 富夫・藤井 一好・藤澤 英司・藤原

信夫・藤原 信夫・舟橋 邦夫・

古川 義雄・古田 誠・細田 成男・松岡 貴志・丸田 康博・三品 隆博・水谷 伸・
水野・水野 真吾・水野 百翔・溝口 雄二・光田 匡輝・三ッ山 寛・南 春美・
美濃輪 明菜・美濃輪 佳代子・三宅 正修・三宅 洋右・宮崎 雅之・宮道 健司・宮脇 昭・
盛野 龍治・盛野 龍治・森本 剛央・矢野 那奈・山内 大輔・山下 明伸・山下 次男・
山田 和通・山田 京子・山田 光三郎・ユウ タン・横倉 浩二・横倉 有華・横倉 好華・
吉田・吉田 裕・リュウ セイセイ・渡辺 昭二・渡辺 真也・渡邉 康裕・逢坂 智彦・

安藤 正・安藤 裕一・安部 晃一・伊貝 一弘・伊東 勅・伊藤 春光・伊藤 勝次・
伊藤 彰記・伊藤 彰悟・伊藤 真・伊藤 善幸・伊藤 保昭・伊藤 雄二・伊藤 利幸・
伊藤 翔悟・井上 智文・井上 博樹・井上 武士・稲熊 大輔・稲田 伸一・宇賀谷 克哉・
宇佐美 喜久江・浦田 裕二・永井 広美・永重 隆・奥村 雅俊・横井 幸司・横山 英則・
横山 年弥・横尾 俊美・岡田 利孝・岡嶋 正治・岡副 友博・荻田 貴徳 ・荻野 将光・
下田 統昭・加藤 久喜・加藤 潤一・加藤 省吾・加藤 拓・夏目 貴光・家田 時彦・
河村 哲也・河田 敏路・河本 久一・河野 真二郎・河野 和雄・海川 明彦・貝谷 秀人・
梶浦 功次・鎌倉 成治・関・関 繁夫・舘 圭介・岩井 誠・岩井 日出夫・岩下 清徳・
岩間 経之・岩狭 純貴・岩城 文雄・岩村 善之・岩田 光司・岩田 晃治・岩田 寿美子・
岩田 昭彦・岩田 正治・岩田 洋平・鬼頭 幸弘・吉原 一繁・吉原 一繁・吉川 浩樹・
吉田 貴徳・吉田 政人・久野 薫・宮下 立美・宮川 隆行・宮村 由里子・宮田・
宮田 一彦・宮田 義幸・宮田 崇・宮嶋 康宏・宮道 琴音・宮道 セツ子・宮道 椋介・
宮道 健司・宮﨑 哲雄・境谷 宗之・橋本 孝造・橋本 香名・橋本 秀之・橋本 和佳・
玉利 聡・近藤・近藤 栄作・近藤 雅哉・櫛田 真一・櫛田 敏幸・犬飼 康仁・原 昌史・
古川 義雄・古田 信行・戸谷 政美・戸田 健司・後藤 茂樹・工藤 昌和・幸脇 康洋・
広島 誠二・江原 由子・溝口 伸久・溝口 雄二・甲斐 政雄・荒川 恭行・荒木 厚喜・
高坂 昇一・高木 恒治・高木 哲也・今井 敬祐・今井 昇三・今井 亮・今井田 泰宏・
今枝 博明・佐久間 正俊・佐々木 勉・佐治 貴広・佐藤 浩一・佐藤 充利・佐藤 純一・
佐藤 辰三・佐藤 優季・佐野 義人・佐野 邦夫・笹間 友嘉・笹野 裕司・三浦 秀幸・
三宅 正修・三輪 慶一・山下 介士・山口 光司・山口 剛史・山口 勉・山口 満・山崎 渉・
山田 賢一郎・山田 広昭・山田 章人・山田 大祐・山田 裕太・山田 利治・山内 智文・
山内 敏正・山本 則昭・市川 治夫・寺沢 秀雄・寺谷 隆之・鹿谷 馨・若森 章治・
周防 健一・秋本 恵美子・住田 義典・重野 一道・小坂 辰也・小川 哲和・小川 敏夫・
小川 祐哉・小島 武志・小野 晃生・小野寺 茂・小瀨水 建策 ・松岡 貴志・松岡 誠大・
松原 功・松田 芳之・松本 輝昭・松本 真也・上山 幸司・上山 保・上村 正勝・
上條 博史・城田 勇馬・新馬場 大歴・新美 行紀・新福 正平・森 幹夫・森 和也・
森岡 秀年・森田 知宏・森田 知宏・森島 美雄・森本 健二郎・森本 徹也・深田 恵元・
真野 弘・神戸 英宏・神田 健一郎・水越 啓祐・水谷 信夫・水野 治美・杉原 啓介・
杉原 秋美・杉原 美鈴・寸田 愛吉・成田 昌司・成田 武彦・清田 英爾・生田 和道・
聖沢 尚泰・西村 昌敏・西村 新市・西田 克徳・青山 政雄・斉藤 義和・斉藤 正三・
石原 大輔・石原 直樹・赤星 正治・赤塚 和也・節田 重義・節田 重義・千田 直樹・
千田 裕之・川口 浩明・川合 洋次・川上 禎夫・川島 桂・川島 隆一・川﨑 貴弘・
浅井 隆重・浅岡 寿恵・浅野 民雄・浅野 裕治・前川 博之・祖父江 光義・早瀬 朋之・
村木 充宜・大河内 太一・大橋 正巳・大原 実・大原 由貴・大崎・大西 常夫・
大池 典彦・大槻 敏也・大槻 敏也・大北 恭久・大北 恭久・大野 正義・大野 明義・
大渕 宗治・瀧 敏弘・棚橋 泰・谷 定和・谷岡 一樹・谷田 修・竹河 浩二・竹田 雄貴・
竹田 和生・竹内 裕紀・中根 幸宏・中山 雄仁・中村 彰・中村 成寿・中村 政一・
中村 誠・中村 泰規・中村 奈美 ・中田 幸治・中島 基樹・中島 紀明・中島 勲・中島 淳・
中島 潤・中島 雄輝・中野 未友希・猪原 友紀・長岡 謙・長沼 里美・長谷川 千夏・
柘植 清博・辻本 幸次・田代 賢治・田中 匡夫・田中 恵・田中 宏治・田中 晃・

田中 秀和・田中 正志・田中 正樹・田内 優・渡邊 康彦・渡邊 浩行・渡邉 達也・
渡邉 徹弥・島 英毅・島津 圭佑・嶋田 幸雄・湯浅 健太・藤原 弘貴・藤原 武史・
藤原 隆良・藤川 耕治・藤倉 克弘・藤村 充・藤田 章吾・藤本 俊幸・内ヶ島 和良・
南 勝政・南 哲也・日向 博実・日比野 貴司・日比野 聡・白濱 明・八神 正和・
八町 賢治・八木 高司・伴 正仁・伴野 繁信・半田 信吾・尾関 敏明・尾崎 豊・
尾藤 勝己・美濃輪 肇・菱田 浩司・菱田 将宏・浜崎 伸典・浜野 隆春・武藤 丈好・
風間 重紀・服部 浩明 ・服部 泰伸・服部 冬士三・平井 圭一・平山 博康・平山 博康・
平野 淳一・平野 智彦・平林 章・豊間 浩之・北原 有二・北野原 宏明・北澤 彰一・
堀 英司・堀田 甫・木寺 忠正・木村 義夫・木村 孔治・木村 康雄・木村 智之・
木本 和行・野崎 賢治・野正 昭・野村 正俊・野田 丈人・野々垣 翔・矢野 正信・
余吾 友治・余語 英之・立川 俊二・立川 俊二・鈴木 拓也・鈴木 美津子・鈴木 裕次郎・
鈴木 洋也・廣江 雅和・廣瀬 昭博・櫻井 弘之・櫻井 篤・澤尻 幸平・澤田 徳洋・
藏元 謙一・髙井 将平・髙橋 寛幸・髙橋 龍太郎・髙木 諭司・髙野 智文・
地域住民の皆様 52 名・大里中学校 46 名・一宮少年少女発明クラブ 50 名

