
令和3年8月8日～10月31日

2名様

BRONX BUGGY特賞

静岡市 石川様 （トヨタカローラ静岡）

浜松市 宮本様 （スズキ自販浜松）



令和3年8月8日～10月31日

A賞 地震対策豪華30点避難セット

2ページ目へ

長泉町 川内様（スズキ自販静岡）

清水町 西村様（スズキ自販静岡）

沼津市 芹澤様（スズキ自販静岡）

三島市 内堀様（スズキ自販静岡）

伊豆の国市 土屋様（スズキ自販静岡）

沼津市 渡辺様（スズキ自販静岡）

函南町 濱田様（スズキ自販静岡）

御殿場市 池田様（スズキ自販静岡）

富士市 田中様（スズキ自販静岡）

焼津市 山本様（スズキ自販静岡）

三島市 桑原様（スズキ自販静岡）

三島市 小松原様（スズキ自販静岡）

浜松市 柳川様（スズキ自販浜松）

浜松市 日置様（スズキ自販浜松）

浜松市 古橋様（スズキ自販浜松）

御前崎市 植田様（スズキ自販浜松）

浜松市 鈴木様（スズキ自販浜松）

浜松市 加藤様（スズキ自販浜松）

浜松市 芹澤様（スズキ自販浜松）

浜松市 高田様（スズキ自販浜松）

湖西市 （有）山口燃料様（スズキ自販浜松）

牧之原市 加藤様（スズキ自販浜松）

浜松市 石貝様（スズキ自販浜松）

浜松市 佐藤様（スズキ自販浜松）

浜松市 星野様（スズキ自販浜松）

浜松市 井上様（スズキ自販浜松）

富士宮市 遠藤様（青山商会）

函南町 関野様（青山商会）

富士宮市 塚田様（青山商会）

富士宮市 井出様（青山商会）

浜松市 田光様（スズキ販売新静岡）

三島市 原様（ダイハツ沼津）

函南町 佐藤様（ダイハツ沼津）

伊東市 太田様（ダイハツ沼津）

富士市 北村様（ダイハツ沼津）

浜松市 工藤様（静岡ダイハツ）

浜松市 小林様（静岡ダイハツ）

静岡市 橋本様（静岡ダイハツ）

静岡市 松浦様（静岡ダイハツ）

静岡市 佐々様（静岡ダイハツ）

磐田市 金田様（静岡ダイハツ）

森町 髙橋様（静岡ダイハツ）

焼津市 高熊様（静岡ダイハツ）

静岡市 大榎様（静岡ダイハツ）

浜松市 渡邊様（静岡ダイハツ）

浜松市 丸井様（静岡ダイハツ）

浜松市 鎌倉様（静岡ダイハツ）

静岡市 久原様（日産プリンス）

富士市 眞野様（日産プリンス）

富士宮市 佐野様（日産プリンス）

静岡市 田中様（日産プリンス）

静岡市 藤田様（静岡日産）

伊豆市 浅田様（静岡日産）

伊豆市 池田様（静岡日産）

藤枝市 榮島様（静岡日産）

富士市 小長谷様（静岡日産）

伊豆市 松本様（静岡日産）

伊豆の国市 原様（静岡日産）

富士市 遠藤様（静岡日産）

磐田市 （有）野口オート様（浜松日産）

袋井市 安藤様（浜松日産）

静岡市 吉川様（ホンダカーズ静岡）

静岡市 八木様（ホンダカーズ静岡）

三島市 渡邉様（ホンダカーズ静岡）

袋井市 田中様（ホンダカーズ静岡西）

島田市 岩﨑様（ホンダカーズ静岡西）



令和3年8月8日～10月31日

A賞 地震対策豪華30点避難セット

富士市 佐野様（富士ホンダ）

沼津市 望月様（富士ホンダ）

富士市 飯塚様（ホンダクリオ富士）

静岡市 田代様（ホンダクリオ富士）

静岡市 竹内様（静岡マツダ）

静岡市 松永様（静岡マツダ）

沼津市 植松様（静岡スバル）

富士宮市 増田様（静岡スバル）

焼津市 米川様（静岡スバル）

浜松市 鈴木様（静岡スバル）

浜松市 高橋様（静岡スバル）

静岡市 松本様（静岡スバル）

富士市 田中様（静岡スバル）

菊川市 渡邉様（静岡スバル）

沼津市 サワダ電機（静岡スバル）

静岡市 森谷様（東海三菱）

沼津市 加藤様（東海三菱）

富士市 山下様（東海三菱）

富士市 内海様（東海三菱）

富士市 矢﨑様（東海三菱）

長泉町 今野様（沼津三菱）

河津町 山本様（沼津三菱）

富士宮市 滝様（トヨタカローラ静岡）

下田市 土屋様（静岡トヨタ）

浜松市 仲村様（静岡トヨタ）

浜松市 浮田様（トヨタユナイテッド静岡）

西伊豆町 石田様（ダイハツ松崎）

沼津市 海野様（ネッツトヨタ静岡）

裾野市 内田様（ネッツトヨタ静岡）

裾野市 林様（ネッツトヨタ静岡）

浜松市 河田様（ネッツトヨタ静浜）

袋井市 浦中様（ネッツトヨタ静浜）

袋井市 藤井様（ネッツトヨタ静浜）

袋井市 千葉様（ネッツトヨタ静浜）

100名様



令和3年8月8日～10月31日

B賞
さわやかだんらんカード3000円分

2ページ目へ

東伊豆町 坂井様（スズキ自販静岡）

焼津市 竹下様（スズキ自販静岡）

沼津市 内田様（スズキ自販静岡）

沼津市 加藤様（スズキ自販静岡）

富士市 木暮様（スズキ自販静岡）

焼津市 中山様（スズキ自販静岡）

静岡市 田村様（スズキ自販静岡）

伊豆市 太田様（スズキ自販静岡）

沼津市 堤冷機工業（株）様（スズキ自販静岡）

藤枝市 増井様（スズキ自販静岡）

函南町 窪田様（スズキ自販静岡）

浜松市 本田様（スズキ自販浜松）

浜松市 増田様（スズキ自販浜松）

浜松市 那須田様（スズキ自販浜松）

吉田町 大塚様（スズキ自販浜松）

牧之原市 増田様（スズキ自販浜松）

湖西市 塚本様（スズキ自販浜松）

牧之原市 浅野様（スズキ自販浜松）

島田市 吉川様（スズキ販売新静岡）

磐田市 大場様（スズキ販売新静岡）

焼津市 大石様（静岡ダイハツ）

吉田町 樋口様（静岡ダイハツ）

静岡市 新﨑様（静岡ダイハツ）

焼津市 原川様（静岡ダイハツ）

静岡市 中村様（静岡ダイハツ）

藤枝市 山本様（静岡ダイハツ）

静岡市 加治様（静岡ダイハツ）

富士市 笹沼様（ダイハツ沼津）

富士市 和田様（ダイハツ沼津）

沼津市 石上様（ダイハツ沼津）

富士市 齋籐様（ダイハツ沼津）

沼津市 杉山様（ダイハツ沼津）

伊豆市 八木様（ダイハツ沼津）

富士市 飯田様（ダイハツ沼津）

函南町 渡邉様（ダイハツ沼津）

伊東市 三村様（ダイハツ沼津）

沼津市 相磯様（ダイハツ沼津）

焼津市 伊藤様（日産プリンス）

藤枝市 久保様（日産プリンス）

御殿場市 稀代様（日産プリンス）

沼津市 細川様（日産プリンス）

富士市 齋籐様（日産プリンス）

沼津市 高橋様（日産プリンス）

藤枝市 宮野様（日産プリンス）

沼津市 眞野様（静岡日産）

沼津市 岡田様（静岡日産）

伊豆市 梅原様（静岡日産）

伊東市 深尾様（静岡日産）

伊東市 館林様（静岡日産）

焼津市 岡藤様（静岡日産）

島田市 片川様（静岡日産）

袋井市 伊藤様（浜松日産）

浜松市 大石様（浜松日産）

浜松市 岩嵜様（浜松日産）

浜松市 岡田様（浜松日産）

沼津市 秋山様（ホンダカーズ静岡）

富士市 浦田様（ホンダカーズ静岡）

静岡市 鷲巣様（ホンダカーズ静岡）

富士宮市 遠藤様（ホンダカーズ静岡）

富士宮市 大塩様（ホンダカーズ静岡）

沼津市 澤田様（ホンダカーズ静岡）



令和3年8月8日～10月31日

B賞
さわやかだんらんカード3000円分

菊川市 中條様（ホンダカーズ駿河）

掛川市 庄司様（ホンダカーズ駿河）

山梨市 関口様（富士ホンダ）

静岡市 加藤様（富士ホンダ）

浜松市 土井様（ホンダカーズ浜名湖）

浜松市 （株）日成管興様（ホンダカーズ浜名湖）

浜松市 鈴木様（ホンダカーズ浜名湖）

浜松市 熊谷様（ホンダカーズ浜名湖）

浜松市 神田様（ホンダカーズ静岡西）

湖西市 佐藤様（ホンダカーズ静岡西）

富士宮市 角谷様（ホンダクリオ富士）

静岡市 大濱様（静岡マツダ）

富士宮市 遠藤様（静岡マツダ）

富士市 髙橋様（静岡マツダ）

掛川市 山本様（静岡スバル）

藤枝市 澤口様（静岡スバル）

焼津市 中野様（静岡三菱）

富士市 藤田様（東海三菱）

御殿場市 勝又様（東海三菱）

静岡市 川口様（東海三菱）

御殿場市 宗田様（東海三菱）

御殿場市 斎藤様（東海三菱）

長泉町 岩佐様（沼津三菱）

藤枝市 内藤様（駿遠三菱）

焼津市 四俵様（駿遠三菱）

焼津市 松下様（駿遠三菱）

浜松市 山崎様（静岡トヨタ）

菊川市 井出様（静岡トヨタ）

掛川市 山崎様（ネッツトヨタ浜松）

静岡市 星川様（ダイハツはごろも）

静岡市 横山様（ダイハツはごろも）

富士市 市川様（ネッツトヨタ静岡）

三島市 山田様（ネッツトヨタ静岡）

三島市 高桑様（ネッツトヨタ静岡）

裾野市 内野様（ネッツトヨタ静岡）

浜松市 野末様（トヨタユナイテッド静岡）

焼津市 池谷様（トヨタユナイテッド静岡）

伊東市 飯田様（トヨタユナイテッド静岡）

富士市 渡部様（トヨタユナイテッド静岡）

100名様



令和3年8月8日～10月31日

C賞
Amazonギフトカード3000円分

計80名様

藤枝市 松下様（スズキ自販静岡）

静岡市 松田様（スズキ自販静岡）

静岡市 榎本様（スズキ自販静岡）

静岡市 枇杷木様（スズキ自販静岡）

御殿場市 野田様（スズキ自販静岡）

沼津市 石井様（スズキ自販静岡）

沼津市 萩野様（スズキ自販静岡）

静岡市 加藤様（青山商会）

豊橋市 中神（スズキ自販浜松）

浜松市 髙田様（スズキ自販浜松）

浜松市 ＮOZASA ＲEGINALDO ＳHIGUEO様（スズキ自販浜松）

浜松市 宮﨑様（スズキ自販浜松）

磐田市 大原様（スズキ自販浜松）

浜松市 平良様（スズキ自販浜松）

浜松市 村上様（スズキ自販浜松）

浜松市 今井様（スズキ自販浜松）

浜松市 佐藤様（スズキ自販浜松）

横浜市 田口様（スズキ自販浜松）

浜松市 坪井様（静岡ダイハツ）

静岡市 杉山様（静岡ダイハツ）

浜松市 赤山様（静岡ダイハツ）

静岡市 鈴木様（静岡ダイハツ）

静岡市 藤浪様（静岡ダイハツ）

浜松市 北澤様（静岡ダイハツ）

浜松市 田中様（静岡ダイハツ）

静岡市 松浦様（静岡ダイハツ）

静岡市 青木様（静岡ダイハツ）

沼津市 渡邊様（ダイハツ沼津）

富士宮市 鎌田様（ダイハツ沼津）

富士市 佐々木様（ダイハツ沼津）

函南町 佐々木様（ダイハツ沼津）

三島市 井上様（ダイハツ沼津）

熱海市 矢野様（ダイハツ沼津）

伊東市 樋口様（ダイハツ沼津）

長泉町 武藤様（ダイハツ沼津）

浜松市 森本様（浜松日産）

菊川市 杉山様（浜松日産）

袋井市 上村様（浜松日産）

富士宮市 鈴木様（静岡日産）

静岡市 岩谷様（静岡日産）

静岡市 下村様（静岡日産）

富士市 髙田様（日産プリンス）

静岡市 大石様（日産プリンス）

沼津市 櫻田様（日産プリンス）

沼津市 芦川様（沼津三菱）

富士市 （株）岩建様（東海三菱）

静岡市 鈴木様（東海三菱）

富士市 内田様（東海三菱）

藤枝市 八木様（駿遠三菱）

焼津市 青野様（駿遠三菱）

浜松市 今野様（静岡マツダ）

藤枝市 叶内様（静岡マツダ）

焼津市 音成様（静岡スバル）

掛川市 岩崎様（静岡スバル）

掛川市 鈴木様（ホンダカーズ駿河）

掛川市 杉山様（ホンダカーズ駿河）

浜松市 皆見様（ホンダカーズ浜名湖）

静岡市 松永様（ホンダカーズ静岡）

掛川市 時久様（ホンダカーズ静岡西）

浜松市 羽田様（ホンダカーズ静岡西）

富士市 坂根様（富士ホンダ）

静岡市 松下様（富士ホンダ）

裾野市 清水様（ホンダクリオ富士）

沼津市 板橋工機（株）様（ホンダクリオ富士）

焼津市 池ヶ谷様（静岡トヨタ）

焼津市 加藤様（静岡トヨタ）

下田市 日吉様（静岡トヨタ）

沼津市 蓮見様（トヨタカローラ静岡）

沼津市 大森様（トヨタカローラ静岡）

御殿場市 川上様（ネッツトヨタ静岡）

富士宮市 篠田様（ネッツトヨタ静岡）

清水町 秋元様（ネッツトヨタ静岡）

下田市 滝内様（ダイハツ下田）

島田市 青島様（トヨタユナイテッド静岡）

浜松市 粟野様（トヨタユナイテッド静岡）

函南町 土屋様（トヨタユナイテッド静岡）

焼津市 松井様（トヨタユナイテッド静岡）

湖西市 川瀬様（ネッツトヨタ静浜）

藤枝市 中村様（ネッツトヨタ静浜）

吉田町 紅林様（ネッツトヨタ静浜）


