
2017年7月現在→199クラブ  【 現在 円】
Ｒ Ｚ 入金日 入金額 Ｒ Ｚ 入金日 入金額 Ｒ Ｚ 入金日 入金額 Ｒ Ｚ 入金日 入金額

1 1 8/1 30,000 4 1 東京 隅田川 8/4 20,000 8 1 東京 池袋 11 1 東京 新宿 7/20 300,000

東京 丸の内 8/2 10,000 東京 両国 8/14 10,000 東京 駒込 東京 新宿北

東京 千代田 東京 本所 7/13 12,000 東京 豊島 8/14 50,000 東京 新都心 7/13 50,000

東京 日比谷 8/4 20,000 東京 墨東 8/4 85,837 東京 目白 東京 スバル

東京 馬場先門 東京 センチュリー 7/31 25,000 東京 豊島西 7/26 14,000 東京 21世紀

東京 有楽町 2 東京 江東 東京 パシフィック 2 東京 杉並

2 東京 番町 東京 江東南 東京 豊新 7/25 30,000 東京 中野 7/31 38,000

東京 桜田門 東京 深川 東京 サンシャイン 東京 杉並東

東京 紀尾井町 東京 城東 2 東京 文京 7/19 10,000 東京 高井戸

東京 ピース 7/13 20,000 3 東京 桜門 東京 九段 3 東京 新宿東 7/24 10,000

東京 一ツ橋 7/14 10,000 東京 セントポール 8/25 10,000 東京 飯田橋 東京 早稲田 8/4 86,085

3 東京 関東 東京 駿河台 東京 巣鴨 東京 新宿御苑

東京 中央 東京 白門 7/21 40,000 東京 神楽坂 東京 大江戸 7/31 10,000

東京 葵 7/14 30,000 東京 法政 東京 セイシン 東京 キング 7/13 13,000

東京 蒼天 7/20 10,000 5 1 東京 江北 8/31 10,000 東京 ﾌｭｰﾁｬｰ 東京 ハーモニー

2 1 東京 日本橋 東京 葛飾 8/3 50,000 9 1 東京 品川 12 1 東京 武蔵野 8/28 245,734

東京 堀留 7/24 10,000 東京 亀有 東京 大森 7/25 136,837 東京 調布

東京 浜町 東京 葛飾東 東京 蒲田 東京 府中

東京 京橋 7/18 10,000 東京 綾瀬 東京 羽田 8/1 20,000 東京 三鷹 8/4 131,000

東京 柳橋 2 東京 江戸川 東京 荏原 7/14 50,000 東京 吉祥寺 7/31 115,741

八丈島 東京 江戸川南 東京 ウイング 8/10 10,000 2 東京 町田 7/21 55,000

小笠原 7/28 50,000 東京 江戸川中央 7/12 200,602 2 東京 目黒 東京 稲城多摩

東京 MINATO21 東京 江戸川東 東京 五反田 東京 町田クレイン 8/1 54,873

2 東京 銀座 東京 江戸川なでしこ 東京 ウエスト 7/28 16,792 東京 町田中央

東京 築地 3 東京 足立 8/17 30,000 東京 レスキュー 13 1 東京 立川

東京 晴海 東京 西新井 7/13 100,000 10 1 東京 渋谷 7/19 44,000 東京 横田

東京 八重洲 東京 足立中央 東京 原宿 7/14 21,000 東京 昭島

東京 数寄屋橋 8/16 38,000 6 1 東京 浅草 東京 恵比寿 東京 小金井 7/21 31,000

東京 尾張町 東京 秋葉原 東京 山手 東京 国分寺 8/18 99,188

東京 平成 7/28 16,000 東京 蔵前 東京 代々木 武蔵村山

東京 並木通 東京 鳥越 東京 渋谷中央 東京 国立

3 東京 みやこ 7/28 100,000 東京 三宅島 7/14 50,000 東京 セントラル 2 東京 小平

東京 ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 東京 飛翔 東京 神宮前 東京 東久留米

東京 新世紀 2 東京 上野 8/28 100,000 東京 代官山 東京 西東京 7/20 60,000

東京 山王 東京 上野南 8/30 20,000 東京 表参道 東京 清瀬

3 1 東京 新橋 8/3 46,000 東京 鶯谷 2 東京 世田谷 7/31 124,970 東京 東大和

東京 芝 7/24 30,000 東京 不忍 8/30 20,000 東京 田園調布 東京 田無 7/14 100,000

東京 浜松町 東京 上野東 東京 玉川 7/20 36,000 東京 東村山中央

東京 高輪 東京 イースト 東京 成城 7/26 44,200 東京 湧水

東京 2020 7 1 東京 荒川 東京 シティ 7/20 28,000 14 1 東京 日野 7/28 50,000

東京 ベイ 東京 北 8/8 22,000 東京 さぎそう 東京八王子中央 8/22 68,014

2 東京 霞ヶ関 7/18 50,000 東京 赤羽 東京 三軒茶屋 東京八王子いちょう

東京 麻布 東京 荒川西 8/30 50,000 東京 自由が丘 東京八王子高尾 8/1 70,446

東京 虎ノ門 7/28 20,000 東京 中央南 東京 八王子陵東

東京 愛宕山 2 東京 板橋西 その他 東京桑都

東京 王仁 7/21 10,000 東京 志村 7リジョン3ゾーン 7/24 100,000 2 東京福生

3 東京 赤坂 7/26 10,000 東京 けやき 5リジョン3ゾーン 8/4 20,000 東京青梅 8/29 43,000

東京 青山 東京 練馬 8R1Z, 2Z 8/25 4,686 東京秋川

東京 麹町 3 東京 練馬西 東京羽村

東京 六本木 東京 石泉 7/14 136,600 東京瑞穂 8/1 20,000

東京 神宮 7/27 23,000 東京 光が丘

東京 ヒルズ 東京 ウィル

東京 ゴルフ

入金クラブ数 75

東 京

2017-2018年度　九州豪雨災害支援金　入金一覧

2017年8月30日 3,946,605
ク ラ ブ 名 ク ラ ブ 名 ク ラ ブ 名 ク ラ ブ 名


