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はいうぇいすた～

ともも　GINZA WAKANO　Johjo　takosato2000　緋鞠
MAsaMi@Team22　Kei/Eliy　kengo@にゃん推し　有森Ken-G　
ArMk0　海斗&颯斗　MIE　☆どりふとわごん。　YU→@03　サンクス
サイクルラボ　M.A.I.@PENGUIN教　SnowwhiteBear@SnowTech.
藤宮(とうぐう)ケイ　どらごん☆ぱある　ケンタ@レーミクWRX
山本　葉太　Galatea　わぉれつ　おーいしゃん@Team22　クニヒロ
　uma_nami　にゃく　かんちゃん@ふくしま　すずテン　小春@王座
連覇!　のっの　えびふらい　ぬーしゃん@茨城　うちゅう

Uni☆みっくみく支援
HIGU.EK9　　

琥珀色@みくみく　みっど　かとれあ　hoku@with もるせんぱい&とんきち　zeroknightwalter　
PG6SF@某草　MORRY☆　DoChi　せぶん　孤独のぐぬぬ@KEN93　え～ちゃん　ウメぽよザクラ　
すし～　ELECTRO　ごう　ねねまこ　マキ@ミクさんLover　香埜　きつね屋本舗　きみくん　Ayaka
☆GSR推し　ぬくぬく　白銀RYU　S-kei　安養寺副住職 通称「和尚」　あみだな　彩雲@青GC8　
waiz360　HIGHLOWSNOW@がんばろう岩手　がんばれミクAMG　はっしー　myan　ゆんかーす×
めんまーす　いのし課長P　1/6princess　かげにゃんたろう　k_k@2403　くたくた　ごろねん　くが
　Cris_Howard　H@Style/NB　ダイダロス・雅　メロム　tsuru　暇人シュガー　安藤 明　MMR　
SuperDRY@PK　世界の流川　ヒロヒロ5858　Alice777　つっちぃ　あさやん　しんべェ　ムジャオ
　なしいも　dr.kaye　週末ちゃりだ～～きんきん　ひろみん802　ZENNO　teto　じゅんにゃん　け
だま　Narase　nobee　MikannRS200　f-1senkou01　Littlesnow　たつニャンニャン　ony　の
りっく　公共地区総統括代理　ソアラ　ham@指定 バスドラ　きのと@ほえほえ　ねこぽん　M-Take
　M.TAKUMIREI　まさむねにゃあ　GMmyu　けやき　あきひと　Arianna　はるまき　魔犬@ビート
　初音ミク　kazuhiko　aquos　Fesea　かわ蝉　ryota1119　SolidFire　T@KA　更衣詩音　毛
利元影　つー君　あんこ　さのしょ　風雲大弟子　さと～　ウキョウ　colibri　くろぽち　けんけん@
大淀さんだいすき　ひであき　しけー　SE☆NA　impaler　EIMI42　松楠御堂　佐山紫音　nita-
nix　じゅりあ・べろーちぇ&かんぐー・ぽっぷ　まえすとろ　ちゃりお　DENタコ　浦和のタ～ン　Matsu-
mo@まなちゅんありがとう　焦げ餅・ジムの人@ねんどろ沼　カズキッチ　SiN☆会津魂　ロードブター
8113　ソノケン　onomacher　うるるん　《黒のハイウェイスター》　やつびし　Monomer　ota-
fuku-yakohsei　七瀬真澄　おーくま　やん@チームTwoWay　Ryo　エールストライカー＠ミク　●
いず●　千田陶子　雪野マコ@バーチャルエンジニア　目から鱗@村民　天穂 ISR　TURNN　名雪さ
ん@みくみく　くみ☆ダヨー@あまほ嫁　ダメ協(ダメ人間生活協同組合)　キサラギ　AIN@日向 邂　
鈴音(ハレルヤ隊)　こづち　クリボー　よっしー1号　小川 裕之　タコラinシンガポール　◆ ファウスト 
◆　Rook　TERU21　SIGNET318　サイコロキャラメル　福YAS　KHARMA　べすぱぁ@すくみず先
生　のみん大尉@変態紳士　りゅーせい☆　Hiro_Expired　平仮名deやました　akira noguchi　
wildsheep　乃美ちなつ

野良牛　3900-仁　アイアンホース　masa513
さ と き ち　ミノル<minoru366>　
デジモノに埋もれる日々　速水舞@JammingMix
satty305　Yuichi.M　湯神　浩樹　ルイス
2512　SAMMA(TM)　MBMINI39　HNP　
Deadcopy　さざびい塾　@おたぶー!?
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Hydra　じゃんく　『Renya∵』　水月 涼　どうりん　hiroaki@七尾　smalleden　ほにょか　神谷　正義　おざきた
くや@妖狐遣い　kai1469full　紫田ヨハン　sjan　santamonica_shige　まりの　たけみ　カホン　ヨッシー　とか
ち　クオン　masayan　maebari　プリ　Misakiユキ　もりそば　野良わんこ　みやかわとしき　Michele@Me　
BELL47　Auge　kuw　jyugem_mik　ともto銀コペUE　Sion Freybit　LEV　t.goo　園田梨乃@fightgsr!　シル
フィード　ナーガ　大林サンタ　かわかみ　まさひろ　鉄礬柘榴　kei@サイクリング　じゃこうねこ　珀妖竜(HYR)　
tatataoga　宮本達也　はま　しゅがたん　fumi　きくりんさっと　しげ@みっくみく　momomojin　CHARGE　ze-
ngshan　chiemi@0726　JapanSafaristAssociation-Kansai　悪徳　オハネフ　ジェレミー・クラークさん　
KG_Motors　Akeru.Ikuyo　みっれ　まさきとこうじパパ　おぐべあ　ABYA　KEN39　おかっち　しましまねこの志
摩ちゃん　藁☆グリーン　MASANAM　iceblitz　Hinakage　yousuke　ピノくン♪@みく廃　かるろべろーちぇ　
dango_ponta@MIKU39　Sekkey45　めぐむ　碧流　ガタさん。　たけぞー　でってぃぅ　ぷりまぽあ　ごまさん　
bonta　ケタック　よっぽん　☆ぐりにゃん@ぐりちゃん☆　まめたろう　こば　spinelle　Hirosaku@S207NBR　緋影
　よしくん392　たこ　極東方面軍機械化混成大隊システム通信整備中隊第877小隊　N乗りのよう　kaori_b　まさ
あき　FZR250R_89　鈴木翔　エイメイ　ジェフ使い　nukir92cp　びよちゃん　おぐり　kurakura　Hiroaki Ishi-
kawa　CELICA使い　だぐぺこ　Argentluna　ネプ子　のっち　余空　かきょう　卍マジ卍　蒼い弾丸?　こたきつ
ね　キサラギ雪野　めいぷる　えみとん　あぐー　ノベＲ34　はやて@39　しん　Usuke-MITUWO　タマネギリンデ
　ケンボー　ののこ　synone　ストーンリバー☆★☆　pchan　tyas　kazumy　Seybai@ゆかり実況　nono3　
bp-5@hide　サキ04　すけさん　あくまのつばさ☆レーシングレン　おろちまる　TAC　らんらん　かつみ_Brass　チ
ャカ　T.O.H-ND　越後屋 三九蔵　あるふぉーと　まこっさん　puzzl　キャットポリス　RAI　工藤@音ノ木坂学院　白
奈/弥生@白露型5番艦春雨　シリウス　安喰　宇佐見蓮子@SCAR-L　とらきち　B J/ぱむあにー　てら　ぐっさん765
　Silence　ranopya9672　下ちゃん　にょろしば　ぶらうんてぃれる020　l@n_fumi　ぽくて　★Tomoka★　
KT2@TAKA　みやうら　JuneAce_0607　sneer　なでたん　tokitoki　らびにだっど　ヒロシ　しゅ～・インティライ
ミ　popsaurus@ek9　あるて2号機　H-MASAYASAMA-H　キムキム@どか　のっきい　hiro-tm5　ミクティマ　♪
コハク♪　kaznd　キグルミ　レイジォ　海老製作所　えるりん　ゴリラ@MIKU660　KC樹々　Ku★MA　メカ子　獅
子奮迅　41　クロウサギ　ほのかGSR応援中!　S.Fujita　おてもやん　brunhilde　ミクMAX　まにゃ　ときて@八王
子♪　水原誠　初音もん　わたる32R　にんにん　留守猫　tatsuya-fenrir　kim　笹錦あおば　HR　jagdmirage
　カレラ　ぬこたま　アキ　カピにゃん　CN/39AMG. 掴めVICTORY　エヌオー　ちびかぶ　イシロウ　TODA　ぶっち
ょ8639　まゆたま　ドミナント　Kanon

おださが　あきひと☆（ゝω・）v　たいしょう?　CF1　nAomAi　heryotrope　SPIRIT-R　みっぱい@DIVAスレ民　シュウ　シャコバ　でぶね
こ　MonsieurTom　もろ　いんふぃ　らぴす　YouskehNK　Yoshi　komo623　にゃんた　pemopemo　crowly　まきまき　KazuyaIno
　KAZU!　AKR39@大阪　mac19　魅狩月　りゅう　yustigR99　かたらん　ねまき猫　ラムネミクミク＠sendai　たけちゃん0611　funa84
　Miku39s　★★さち@sachi (*´▽`*)★★　memory　ブナリン　berufe　mako10　MAMIYA　ヨシヲ　しろねこ　syuuWIN　えあねす
　げこー　puipuikaiin　放浪者　幻矢　Sena　はこね@　XAX_ASH　TUKIJI　博文。　ふじこ　suzapy　りょうちん　儁Z　すわきちφ☆
　ぽって　kno2502　パクンルン　キャコ　小笠原くるみ　bloomer1500　廃インク　探偵さん　まさちゃん1号　きこた　Nikoner　Yasai
　ぽるぽ　キウイのたね　Marina　Yassy@Fight GSR!!　圭　マール204　こーりん(仮)　さら☆　コミット　ひーぽん　ユウウツな月曜日　
ユイちゃん&カイくん　桜井舞人@ミョウジョウ学園自動車部　いずみむらむらびと　kuro　whitenight0729　sayu　SHIN　花音ねえさん　
ろぢゃお　もう1頂!GSR!@まりおん　弾き語りP　k-チョメ　Lullaby Winds　コト&カイ　東北電　☆*:。.Snow Miku.。:*☆ ふ(‾ぇ‾)る　うち
ゅー@SpacemanVIP　CapRIN　torinosu1009　NiceAge39　hisa7373　いっちゃん　KIRIN　羅将神みづき　ワシントン　萩太郎　穂高
　ぽぽっち@miku39　菊池設備　BaKU　しまっち　Kurata　八角　eufonium　シリス　9876543　かず( ・̀ω・́ )　結稀　侘助　
Rei@No Miku No Life　ケンキチ　るしおん　あべ　やすだ歯科クリニック　り。　kome100　ソフテイル1340　3939tick　黄昏ハム蔵　さ
きえる☆　☆初音TK@セリカ☆　Gale　Cats　ねこ　EANAS　U8　kz86　Gわんだ～　GDBE　VOCALOID痛車連合 代表はろー　SILK　
にっすぃ～　ベヨ3939　秀招　671　KAMMY　springBeen　Revive/Kankei.m/Smile/151A　くりぼ～　ルカ様マジ女神!　やすすけ　
sky-n　猫耳娘　こぼちゃん　freedom@MC28Rothmans　トロトロッソ ぐっちん　よけ猫　Windmuhle　ミズハ　Hum’te　テイラー　す
ずこの　超新星ミ☆　さ～やちゃん　KTA@韋駄天組　フィンネル　てぃがぁ　元気モリモリ、ご飯モリモリ、モッリ～ノ事、アンジョリーナ・じょり
お　のーむ　greatmuta　Ans.　轟天号　sabato　mikukiss　ウルハ　さすらいのWebプランナー　bell　おんせんまーく　ashen　アニ 
3986　夕めし　ヒゲダム　ぐー　karuma　hikarin　コタwwww　よっち　lancer　wano@ねんどろ沼　鍋γ　美玖之丞　ケンタロー　黄
猫2　toshiyu　若葉昌輝　モルディ　routan　ようくん@ビンボースポンサー勢　Qoo　しゅうたろう　彩乃　Nho　さんきち。@Team22　 
YSPK ★☆★ 向日葵 　nog67　魚河岸　satoma　トグサ　@tsune77　とも10　yangqiuruu@gmail.com　ザック　ライル GS初音ミク応
援団　スサチャン　cocohon50-TSC　青衣　影兎　回遊熊侍　J2-HI8　yashiro　ゲンキ博士　風神猫　頑張れ!GSR　minaki　パヤノン
　shonansign　テンとリン　おしょめん　T_S_N　まっさん　なおきぃ～☆　サエダヨー　ろめお　ライズ　雅72　ぷくたろ　hayabusa　
@masa　ゴマシオ　Daisuke　ともや　みらみら　ちんちら　k-suke@　Elise059　うごうご　連合艦隊司令長官　二面彫刻　せつら　
T-TORAYAN@NHP10(・̀ω・́ )　たぬぽん　幻想@コペン　ヤマシゲ　よこよう　xperico99　AE92LEVIN　てぃでぃべあ　alfilk　しきぶ　
未麗由　M@c　AKM　Eve　はせ39　ヨシヤ　★★★るーちゃんレーシング+RQかっぱ+Team ISF★★★　西貢　1104　鳥越の妖精_lien
　Luxy@niko　cherry　ゆきりーぬ　翔@りぶら　イク　BeeF　フラボノ　とよ@結愛ちゃん!!　ちくわパフェ　かっちぃ　銘無し　かむい　
kitakitune01　のんた　影守俊也　きっぽん　mell.s　むねかたふみお　はっちぇんす　K-U.E　TANACHIN　きこう　福蔵洋一　o(゜▽゜
o)イガラシ(o゜▽゜)o　なかじー　Tetsuya Watanabe　dennzi.toufu　mikepon　ヒロタン　なおやん　Kura-Hiro　kikyou　☆ひろっ
ぷ　makmak　wstareiji　秀樹ガンバレ　じお　sm70518　フカピョンモータース　ウィンディ　にっしゃ　とうかい　Akikan666　みーくん
　BX293A　ミッたん　ウララ　SAN-TA　あゆむ　yamall　ともゆき　miya-G　そふぃあ　夜桜*　rise Star Ort　AKADO　マサ39　yu-
kishina　いなぞー　のこかん(ミクさんマジ天使!)　KUM　banby　RiikuMir　さでぃ　ルキニャ×mama　plasma　Hellnia　tomo　ス
ズスズ　UZU　mahoro　megu-papa　ようすけ@TC　@柚子。　ちゃんもぐ　シンゴ　K.Z mzr23zoom　ゆう　秋風味　ねお　Mayocch
　みんくす　TOMO@7106　T-BANG0028　@takuyais　ふぁるtypeR　TEAM　FUCHS　ALICE　わたしのたわし　Masa^H^　愚者ホジ
ナシ　ういすぷ　大砲鳥　たかしょん　イストリア　Rijarl　ぐんそう　OverRun　まさまさ　Naradesu　HIKOSAN　綾(ゼロ)　katchins　
ゆっきー　せがーる　GALM(ガルム)　しでん　ひで　takuma@vab　ボヤやん　ひらりん　Tajiboh　ニャコ　Force of　UKON　Me39!!
　じゅうはち　穐櫻　Talim JP　夜兎威川　コシヌケ1040　ナミナミ　ryu675　やまもとよしふみ　Gちゃん/ギフのGT好き!　りょーが。　マイ
てつ　jumi@1310　mayo966　瀬島商店　タカタン　あぷろ　sakki　くじら2号@CLA200　てぃす　ヨシダ★ヒトシ　あじょ　w黒い芝生w
　MTMKZ　loar　Quo　えびせん　to37game　MISOG　Segarok　da52i　karukaru　kishi　おっさん乙！　keeman　ホウイチ　
siu39　NagoyaDayan　N_ABe　hannpu　かわーん　B.b.ノミシャ　apulp　イーダル・アイダル　誠也@まなちゅん推し　SEI　na-
kashi-m2000　ごろにゃん　GSR1_17_100　あお　りゅうさん　夢旅猫　8841　おーくん　tail　wakou_　北原恵@北村喜彦　福2000冨
3999　hiro　tf　とミぃ　ch391　わぎゅ　がんばっぺ!　Aletta　A-Z-M-H-T-N　ナーガ・コーラス　PF_TANAKA　397　みふちゃん　A吉
@槍騎兵　chiwaring　isao-ka　Rog　H☆O　gyaokun　ジョニー兄貴　お酒かな　恋愛小説家(みやこびと)　H-B　yp　ザクロン　ぴよ
ぴよ丸　さく　鉄でもトラドラ　悠　LED907　ぽむぽ赤　シアトルロングホーン　09/30　P913　アース・ヴェスト　mosman　zacchi　缶バ
ッチ39　綾鷹　りのしよださお　てちゃ～ん　Aki　でんねこ　TMO　ジヤトコ　新潟手切りクラブ　いおり　すいか　スター★ファイター　ミ
クさんマジ天使@やまりょう　ななしのつかさ。　パルティ　SA.net　アッ!という間に個人スポンサー5年目の KANBE NOBUYUKI　ふみねこ　
kutta　Chikage　nyanbow39　damama4070　あべした　亞北@時給700円　MミケK　のんれん　hoff　☆グンちゃん連覇祈願&マイペ
ースでづっきー推し(^^)v☆　ATLAS　replic　いぶし銀兄　ふじび。　ちょま　ちはや/ちはにゃ　松ちゃん　ツインガンナー　いけしん@月天
　Aki_K　のんぺ　ベーグルちゃん　Toshi　おにひろMK2　ヤブ　tarte965　HTNMK01　optima32　切り裂きジャッ君　ウパ丸　ta-
ka1969.　ルーゼリア　はんたぁれみぃ　かたくり　イマタン　yoU711　mevo　音呼(ねこ)　kuro32　RZ-R　ちゅーあ　ショッカー@ノック
　美琴　BAL&シマシマ　さいあん　NYAXA　あしのあと　スパークリング　HITOCCHY　龍☆Drago　スイフト提督　神奈川のかっちゃん　
秋良　croubird　黒 キティ　キヨ　いっこう　いちょん太　ひろやん　ユード　ryo039　さば　とっぷう　dp　Kiriya3939　ばんぶ～　シェ
ラルド　Powered by UK　ないある　かぢゅー　さいれん　神維くるみ　たれのがれの　ORB-MBF-02　@solitary_islet　ホーク　あらはん
　ミハエル☆シューマッピー　１０４８ｃｏｌｏｒ　合同会社たけのこテック　宇治抹茶金時　小川　幸夫　理系整体師　ハル　スナシロ
　よん　橋本龍大@J31Axis　かだゆ?　NathanialBrown　とろあ　　　あぶらみだるお　numa　佑斗　DWORD.JP　tsnb　いもっち+α
　ぱんだ　EXIV9997　kotomi　コウカ　ろびぬ　ミコト　anmaki(あんまき)　Nobita.X105　D-JAW　桜火院 桜　Akira@SG9C　ラムサ
ス　taka_free　おとむ　ryou555　はねうま　イットリウム　さとがくまちゃぽせて　まーくん　ミハエルタジリ　みく通運　nari3　YASU　
Yousay　つきのうさこ　zerocs　key49　ゆきと　ソミック　umemasa　すぬお。　snowミク　dunamis@39　月姫　miku39@未來　R H
　おっきー　てらびっと　　　



3731 2018.11.01Personal Sponsors @

wihrlwind3939yi　ニョッキ　千葉拓也　倉内はやて　キノ　新堂勇人　うさちー　MODELLISTA　華音　眠兎　bilibili　渡志郎　X3777　MIKU　旋風　フェルロットーネ　arisa　Lpt_Yamamoto　き
くち　のぶ@喬久　mozu慧　とまぴー　けん　nico　雛猫　ショコラ　虹色夢屋　松浦イチロー　NOEL14　ぶらっくば～ど　EDF　Masaぴか　のぶっち777　須藤達也　セーラ　szk626　まことじん　
plumi0　LONG_GATE　える　あろー　ぽえみ　( ・́∀・̀)　善行@zenko0810　かべちょろやん　Sea-Bird　おまぬけANGEL　Phezer　HI-OH2017　xxいちxx　ゴシちゃん　ゆきだるま　larcyle　hisa-
da244　ホワイトブリム　しきどぉる　メロン　むらたか　ゆっち　MAKOTO　クロタソ　ドリラー　暮無mk-2　yuki　クロッド　KK　零観@今年も頑張れグッスマ&ミク　鉄斗羅　STAGEA　KAMIYA-T　
Undo　ショタロー　ちゅな　wavemotion　鎧潟の秀　たぁさん　グラビット　Nene Sakura　Prizon　Akiba39　ういあ　じゅんちゃん　hiro_ika　MASAKI　がぶぇ　たるるたっくん　104　源さん　
T-massa　NOVASTRIKE　ダンボバンビ　kum　ほたる　シンジ　haru　だやん203　カワイ　けん870　hirojan7　SANTA@VOC　タガっち　Meldhi　pigeon　レイトン1964　ユキト　jonspecial　
TYSKMGI　かすた　hoge2011　ひうみん　東雲　正樹　mi90-11　和田雅人　こさんた　Duke　ねこねこ証券　棚中制作所　gdon　トォル　サードフライデー　眞剱　みくみくスポンサーでCustom1　
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