
醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 4444蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

楼楼楼楼杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关关𠔉傱 傱冭㒼𠑊㓇冃僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 冃冭傱 傱关㓇𠑊冋冣僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 𠗖傱 傱冣𠑊关冃僳傱

㒼傱 O尟慤奙傱 关傱 傱𠔉𠑊冣㓇僳傱

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 关冋傱 傱㒼关𠑊𠗖冋僳傱

冃傱 儻佖0傱 㒼傱 傱关冃𠑊𠗖僳傱

冋傱 哢史枴傱 冋傱 傱𠗖𠑊冣冭僳傱

㒼傱 犢ö0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

冘傱 桧え0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

冣傱 餌慟0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

冭傱 静ジ枴傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

㓇傱 06傚0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

𠗖傱 憎ǒ0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

关𠔉傱 范爨0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

关关傱 㔾ö0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

关冃傱 慟愾0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

关冋傱 憎扣0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

关㒼傱 嘎焚0傱 关傱 傱冋𠑊冃冃僳傱

傱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 5555蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关冣冘傱 傱㓇冘𠑊𠗖冋僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 冃𠔉傱 傱关𠔉𠑊㒼关僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 㒼傱 傱冃𠑊𠔉㓇僳傱

㒼傱 恧懨嬛捱傱 关傱 傱𠔉𠑊冘冃僳傱

冘傱 幷慿捱尶捱懢抨幨傱 关傱 傱𠔉𠑊冘冃僳傱

冣傱 廔恉奙幷慿捱嬛幷奙傱 关傱 傱𠔉𠑊冘冃僳傱

 

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 冃关傱 傱㒼㓇𠑊㓇冋僳傱

冃傱 【啼擺0傱 冘傱 傱关关𠑊冣冃僳傱

冋傱 哢史枴傱 㒼傱 傱𠗖𠑊冋僳傱

㒼傱 儻佖0傱 冋傱 傱冣𠑊𠗖冭僳傱

冘傱 疲⑬ぐ傱 冃傱 傱㒼𠑊冣冘僳傱

冣傱 ┗慟0傱 冃傱 傱㒼𠑊冣冘僳傱

冭傱 犢ö0傱 关傱 傱冃𠑊冋冃僳傱

㓇傱 ┗戡0傱 关傱 傱冃𠑊冋冃僳傱

𠗖傱 静ジ枴傱 关傱 傱冃𠑊冋冃僳傱

关𠔉傱 06傚0傱 关傱 傱冃𠑊冋冃僳傱

关关傱 憎ǒ0傱 关傱 傱冃𠑊冋冃僳傱

关冃傱 毫戡0傱 关傱 傱冃𠑊冋冃僳傱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 6666蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

楼楼楼楼杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关冃𠔉傱 傱㓇㒼𠑊冘僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 关㒼傱 傱𠗖𠑊㓇冘僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 㒼傱 傱冃𠑊㓇关僳傱

㒼傱 媲捱屙幛懢懥奙傱 关傱 傱𠔉𠑊冭僳傱

冘傱 幷慿捱尶捱懢抨幨傱 关傱 傱𠔉𠑊冭僳傱

冣傱 喤嘹摂傱 冃傱 傱关𠑊㒼僳傱

 

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 关冭傱 傱㒼冋𠑊冘㓇僳傱

冃傱 【啼擺0傱 㒼傱 傱关𠔉𠑊冃冘僳傱

冋傱 哢史枴傱 㒼傱 傱关𠔉𠑊冃冘僳傱

㒼傱 捽澱戡0傱 㒼傱 傱关𠔉𠑊冃冘僳傱

冘傱 度柮0傱 冃傱 傱冘𠑊关冃僳傱

冣傱 桧え0傱 冃傱 傱冘𠑊关冃僳傱

冭傱 哢薙0傱 关傱 傱冃𠑊冘冣僳傱

㓇傱 憎ǒ0傱 关傱 傱冃𠑊冘冣僳傱

𠗖傱 ⅶ袿0傱 关傱 傱冃𠑊冘冣僳傱

关𠔉傱 愾躪0傱 关傱 傱冃𠑊冘冣僳傱

关关傱 憎扣0傱 关傱 傱冃𠑊冘冣僳傱

关冃傱 嘎焚0傱 关傱 傱冃𠑊冘冣僳傱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 7777蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

楼楼楼楼杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关㓇关傱 傱㓇关𠑊𠗖僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 冃𠗖傱 傱关冋𠑊关冃僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 冘傱 傱冃𠑊冃冣僳傱

㒼傱 O尟慤奙傱 冋傱 傱关𠑊冋冘僳傱

冘傱 媲捱屙幛懢懥奙傱 关傱 傱𠔉𠑊㒼冘僳傱

冣傱 嵾姟寗努北楼傱 关傱 傱𠔉𠑊㒼冘僳傱

冭傱 愊捱懢抨幨傱 关傱 傱𠔉𠑊㒼冘僳傱

傱

撚撚撚撚囡囡囡囡傱 傱傱傱饅饅饅饅囡囡囡囡 傱 傱

 

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 关𠗖傱 傱冋冣𠑊冘冋僳傱

冃傱 儻佖0傱 冘傱 傱𠗖𠑊冣关僳傱

冋傱 【啼擺0傱 冘傱 傱𠗖𠑊冣关僳傱

㒼傱 哢史枴傱 㒼傱 傱冭𠑊冣𠗖僳傱

冘傱 疲⑬ぐ傱 冋傱 傱冘𠑊冭冣僳傱

冣傱 ⅶ袿0傱 冃傱 傱冋𠑊㓇㒼僳傱

冭傱 八㮈0傱 冃傱 傱冋𠑊㓇㒼僳傱

㓇傱 嘎焚0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

𠗖傱 毫戡0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关𠔉傱 黯た0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关关傱 憎扣0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关冃傱 捽澱戡0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关冋傱 幟傚0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关㒼傱 憎ǒ0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关冘傱 慙校0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关冣傱 ┗慟0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关冭傱 静ジ枴傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关㓇傱 度柮0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

关𠗖傱 犢ö0傱 关傱 傱关𠑊𠗖冃僳傱

 



醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 8888蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

楼楼楼楼杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关𠗖冃傱 傱㓇冋𠑊㓇㒼僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 冋关傱 傱关冋𠑊冘冋僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 冘傱 傱冃𠑊关㓇僳傱

㒼傱 幷慿捱尶捱懢抨幨傱 关傱 傱𠔉𠑊㒼冋僳傱

 

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 冃冘傱 傱冋冣𠑊冃冋僳傱

冃傱 【啼擺0傱 冭傱 傱关𠔉𠑊关㒼僳傱

冋傱 疲⑬ぐ傱 冣傱 傱㓇𠑊冣𠗖僳傱

㒼傱 桧え0傱 冣傱 傱㓇𠑊冣𠗖僳傱

冘傱 犢ö0傱 冘傱 傱冭𠑊冃㒼僳傱

冣傱 啼Y0傱 冘傱 傱冭𠑊冃㒼僳傱

冭傱 哢史枴傱 冃傱 傱冃𠑊㓇𠗖僳傱

㓇傱 ┗慟0傱 冃傱 傱冃𠑊㓇𠗖僳傱

𠗖傱 杰戡0傱 冃傱 傱冃𠑊㓇𠗖僳傱

关𠔉傱 毫戡0傱 冃傱 傱冃𠑊㓇𠗖僳傱

关关傱 嘎焚0傱 冃傱 傱冃𠑊㓇𠗖僳傱

关冃傱 度柮0傱 关傱 傱关𠑊㒼㒼僳傱

关冋傱 儻佖0傱 关傱 傱关𠑊㒼㒼僳傱

关㒼傱 餌慟0傱 关傱 傱关𠑊㒼㒼僳傱

关冘傱 慙校0傱 关傱 傱关𠑊㒼㒼僳傱

关冣傱 慟愾0傱 关傱 傱关𠑊㒼㒼僳傱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 9999蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

楼楼楼楼杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关冘㒼傱 傱㓇㓇𠑊冘僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 关冣傱 傱𠗖𠑊关𠗖僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 冋傱 傱关𠑊冭冃僳傱

㒼傱 O尟慤奙傱 关傱 傱𠔉𠑊冘冭僳傱

 

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 关冋傱 傱冃冣僳傱

冃傱 疲⑬ぐ傱 㓇傱 傱关冣僳傱

冋傱 嘎焚0傱 㒼傱 傱㓇僳傱

㒼傱 儻佖0傱 冋傱 傱冣僳傱

冘傱 【啼擺0傱 冋傱 傱冣僳傱

冣傱 哢史枴傱 冋傱 傱冣僳傱

冭傱 八㮈0傱 冋傱 傱冣僳傱

㓇傱 桧え0傱 冃傱 傱㒼僳傱

𠗖傱 ┗慟0傱 冃傱 傱㒼僳傱

关𠔉傱 杰戡0傱 冃傱 傱㒼僳傱

关关傱 幟傚0傱 冃傱 傱㒼僳傱

关冃傱 啼Y0傱 冃傱 傱㒼僳傱

关冋傱 豎袍0傱 关傱 傱冃僳傱

关㒼傱 餌慟0傱 关傱 傱冃僳傱

关冘傱 北騁愾0傱 关傱 傱冃傱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 10101010蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

楼楼楼楼杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关㓇冭傱 傱𠗖𠔉𠑊冋冋僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 关㓇傱 傱㓇𠑊冣𠗖僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 冃傱 傱𠔉𠑊𠗖冣僳傱

 

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 冋冭傱 傱㒼冋𠑊冘冃僳傱

冃傱 疲⑬ぐ傱 关冘傱 傱关冭𠑊冣㒼僳傱

冋傱 哢史枴傱 𠗖傱 傱关𠔉𠑊冘㓇僳傱

㒼傱 【啼擺0傱 冘傱 傱冘𠑊㓇㓇僳傱

冘傱 儻佖0傱 㒼傱 傱㒼𠑊冭僳傱

冣傱 桧え0傱 冃傱 傱冃𠑊冋冘僳傱

冭傱 杰戡0傱 冃傱 傱冃𠑊冋冘僳傱

㓇傱 啼Y0傱 冃傱 傱冃𠑊冋冘僳傱

𠗖傱 嘎焚0傱 冃傱 傱冃𠑊冋冘僳傱

关𠔉傱 犢ö0傱 关傱 傱关𠑊关冭僳傱

关关傱 豎袍0傱 关傱 傱关𠑊关冭僳傱

关冃傱 餌慟0傱 关傱 傱关𠑊关冭僳傱

关冋傱 慙校0傱 关傱 傱关𠑊关冭僳傱

关㒼傱 八㮈0傱 关傱 傱关𠑊关冭僳傱

关冘傱 憖眛0傱 关傱 傱关𠑊关冭僳傱

关冣傱 毫戡0傱 关傱 傱关𠑊关冭僳傱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



醐醐醐醐2007200720072007朮朮朮朮 11111111蠻蠻蠻蠻乞乞乞乞    

楼楼楼楼杕杕杕杕36ト36ト36ト36ト枀枀枀枀傱傱傱傱

抅傱 楼杕36ト枀傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 荳袿傱 关冃冭傱 傱㓇𠔉𠑊㓇𠗖僳傱

冃傱 庋巇幛戹捱嬝36ト傱 关𠗖傱 傱关冃𠑊关僳傱

冋傱 ̶楼遊肉36ト傱 㒼傱 傱冃𠑊冘㒼僳傱

㒼傱 崁戇慤抨㌒戡傱 冃傱 傱关𠑊冃冭僳傱

冘傱 幷慿捱尶捱懢抨幨傱 关傱 傱𠔉𠑊冣冋僳傱

冣傱 O尟慤奙傱 关傱 傱𠔉𠑊冣冋僳傱

冭傱 喤嘹摂傱 冋傱 傱关𠑊𠗖关僳傱

傱

撚撚撚撚囡囡囡囡傱 傱傱傱饅饅饅饅囡囡囡囡 傱 傱

ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0ジぐ枴0傱傱傱傱

抅傱 ジぐ枴0傱 奙嬝屭屙傱 嬡懢忪傱

关傱 覩静ジ傱 关关傱 傱冃冭𠑊冘僳傱

冃傱 疲⑬ぐ傱 㓇傱 傱冃𠔉僳傱

冋傱 【啼擺0傱 㒼傱 傱关𠔉僳傱

㒼傱 犢ö0傱 冃傱 傱冘僳傱

冘傱 桧え0傱 冃傱 傱冘僳傱

冣傱 哢史枴傱 冃傱 傱冘僳傱

冭傱 静ジ枴傱 冃傱 傱冘僳傱

㓇傱 愾塀0傱 冃傱 傱冘僳傱

𠗖傱 ⅶ袿0傱 冃傱 傱冘僳傱

关𠔉傱 申ĩ0傱 关傱 傱冃𠑊冘僳傱

关关傱 幟傚0傱 关傱 傱冃𠑊冘僳傱

关冃傱 戡賤0傱 关傱 傱冃𠑊冘僳傱

关冋傱 捽澱戡0傱 关傱 傱冃𠑊冘僳傱

关㒼傱 嘎焚0傱 关傱 傱冃𠑊冘僳傱

傱

撚撚撚撚囡囡囡囡傱 傱傱傱饅饅饅饅囡囡囡囡 傱 傱

 



【【【【2007年年年年 4月月月月】】】】 

国国国国（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 110  74.82% 

2 ネットワーク組織 27  18.36% 

3 米国営利組織 9  6.12% 

4 西サモア 1  0.68% 

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 13  41.93% 

2 埼玉県 4  12.9% 

3 大阪府 3  9.67% 

4 愛知県 1  3.22% 

5 千葉県 1  3.22% 

6 静岡県 1  3.22% 

7 京都府 1  3.22% 

8 茨城県 1  3.22% 

9 長野県 1  3.22% 

10 新潟県 1  3.22% 

11 高知県 1  3.22% 

12 岡山県 1  3.22% 

13 長崎県 1  3.22% 

14 鳥取県 1  3.22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【【【【2007年年年年 5月月月月】】】】 

（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 165  85.93% 

2 ネットワーク組織 20  10.41% 

3 米国営利組織 4  2.08% 

4 ベルギー 1  0.52% 

5 ニュージーランド 1  0.52% 

6 パプアニューギニア 1  0.52% 

 

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 21  48.83% 

2 神奈川県 5  11.62% 

3 大阪府 4  9.3% 

4 埼玉県 3  6.97% 

5 北海道 2  4.65% 

6 福岡県 2  4.65% 

7 愛知県 1  2.32% 

8 福島県 1  2.32% 

9 京都府 1  2.32% 

10 茨城県 1  2.32% 

11 長野県 1  2.32% 

12 徳島県 1  2.32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【【【【2007年年年年 6月月月月】】】】 

国国国国（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 120  84.5% 

2 ネットワーク組織 14  9.85% 

3 米国営利組織 4  2.81% 

4 オーストラリア 1  0.7% 

5 ニュージーランド 1  0.7% 

6 その他 2  1.4% 

 

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 17  43.58% 

2 神奈川県 4  10.25% 

3 大阪府 4  10.25% 

4 鹿児島県 4  10.25% 

5 兵庫県 2  5.12% 

6 千葉県 2  5.12% 

7 大分県 1  2.56% 

8 長野県 1  2.56% 

9 熊本県 1  2.56% 

10 山梨県 1  2.56% 

11 長崎県 1  2.56% 

12 鳥取県 1  2.56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【【【【2007年年年年 7月月月月】】】】 

国国国国（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 181  81.9% 

2 ネットワーク組織 29  13.12% 

3 米国営利組織 5  2.26% 

4 西サモア 3  1.35% 

5 オーストラリア 1  0.45% 

6 チェコ共和国 1  0.45% 

7 ポーランド 1  0.45% 

 

前前前前へへへへ    次次次次へへへへ   

 

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 19  36.53% 

2 埼玉県 5  9.61% 

3 神奈川県 5  9.61% 

4 大阪府 4  7.69% 

5 北海道 3  5.76% 

6 熊本県 2  3.84% 

7 群馬県 2  3.84% 

8 鳥取県 1  1.92% 

9 徳島県 1  1.92% 

10 沖縄県 1  1.92% 

11 長崎県 1  1.92% 

12 鹿児島県 1  1.92% 

13 宮城県 1  1.92% 

14 長野県 1  1.92% 

15 岐阜県 1  1.92% 

16 福岡県 1  1.92% 

17 京都府 1  1.92% 

18 兵庫県 1  1.92% 

19 愛知県 1  1.92% 

 



【【【【2007年年年年 8月月月月】】】】 

国国国国（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 192  83.84% 

2 ネットワーク組織 31  13.53% 

3 米国営利組織 5  2.18% 

4 ニュージーランド 1  0.43% 

 

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 25  36.23% 

2 神奈川県 7  10.14% 

3 北海道 6  8.69% 

4 千葉県 6  8.69% 

5 愛知県 5  7.24% 

6 奈良県 5  7.24% 

7 大阪府 2  2.89% 

8 福岡県 2  2.89% 

9 広島県 2  2.89% 

10 徳島県 2  2.89% 

11 鳥取県 2  2.89% 

12 兵庫県 1  1.44% 

13 埼玉県 1  1.44% 

14 静岡県 1  1.44% 

15 岐阜県 1  1.44% 

16 岡山県 1  1.44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【【【【2007年年年年 9月月月月】】】】 

国国国国（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 154  88.5% 

2 ネットワーク組織 16  9.19% 

3 米国営利組織 3  1.72% 

4 西サモア 1  0.57% 

 

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 13  26% 

2 北海道 8  16% 

3 鳥取県 4  8% 

4 埼玉県 3  6% 

5 神奈川県 3  6% 

6 大阪府 3  6% 

7 群馬県 3  6% 

8 千葉県 2  4% 

9 福岡県 2  4% 

10 広島県 2  4% 

11 宮城県 2  4% 

12 奈良県 2  4% 

13 栃木県 1  2% 

14 静岡県 1  2% 

15 和歌山県 1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【【【【2007年年年年 10月月月月】】】】 

国国国国（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 187  90.33% 

2 ネットワーク組織 18  8.69% 

3 米国営利組織 2  0.96% 

 

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 37  43.52% 

2 北海道 15  17.64% 

3 大阪府 9  10.58% 

4 神奈川県 5  5.88% 

5 埼玉県 4  4.7% 

6 千葉県 2  2.35% 

7 広島県 2  2.35% 

8 奈良県 2  2.35% 

9 鳥取県 2  2.35% 

10 愛知県 1  1.17% 

11 栃木県 1  1.17% 

12 静岡県 1  1.17% 

13 岐阜県 1  1.17% 

14 群馬県 1  1.17% 

15 岩手県 1  1.17% 

16 徳島県 1  1.17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【【【【2007年年年年 11月月月月】】】】 

国国国国（（（（組織組織組織組織））））    

順 国（組織） アクセス グラフ 

1 日本 127  80.89% 

2 ネットワーク組織 19  12.1% 

3 米国営利組織 4  2.54% 

4 ソロモン諸島 2  1.27% 

5 ニュージーランド 1  0.63% 

6 西サモア 1  0.63% 

7 その他 3  1.91% 

 

前前前前へへへへ    次次次次へへへへ   

都道府県都道府県都道府県都道府県    

順 都道府県 アクセス グラフ 

1 東京都 11  27.5% 

2 北海道 8  20% 

3 神奈川県 4  10% 

4 愛知県 2  5% 

5 千葉県 2  5% 

6 大阪府 2  5% 

7 京都府 2  5% 

8 山口県 2  5% 

9 熊本県 2  5% 

10 三重県 1  2.5% 

11 宮城県 1  2.5% 

12 島根県 1  2.5% 

13 鹿児島県 1  2.5% 

14 鳥取県 1  2.5% 

 

前前前前へへへへ    次次次次へへへへ   

 


