
     平成２８年度寄附者一覧

都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

北海道 飯坂　一男 100,000 青森県 高木　寛之 26,000

北海道 石丸　伸博 38,000 青森県 横山　なおみ 24,000

北海道 岩崎　美由紀 10,000 岩手県 紺野　祐樹 36,000

北海道 内田　智文 36,000 岩手県 斉藤　宏之 76,000

北海道 小野寺　昌顕 10,000 岩手県 斉藤　満 14,000

北海道 加藤　文博 36,000 岩手県 堺田　幸志 40,000

北海道 亀山　弘子 62,000 岩手県 藤村　直人 16,000

北海道 亀山　泰幸 36,000 岩手県 三好　春生 20,000

北海道 日下　新吾 30,000 宮城県 飯島　健三 50,000

北海道 小泉　利雄 36,000 宮城県 菊地　正彦 42,000

北海道 杉本　亮 180,000 宮城県 菊池　靖 12,000

北海道 高木　亜紀 12,000 宮城県 後藤　泰己 36,000

北海道 高村　誠 14,000 宮城県 齊藤　和子 18,000

北海道 瀧　重成 38,000 宮城県 篠塚　綱仁 50,000

北海道 武内　拡晋 36,000 宮城県 鈴木　健一 52,000

北海道 武田　泰幸 14,000 宮城県 瀬戸　和彦 36,000

北海道 千葉　裕也 22,000 宮城県 田畑　正伍 10,000

北海道 中井　健太 16,000 宮城県 千葉　敏彦 550,000

北海道 中島　豊喜 12,000 宮城県 土井　孝博 36,000

北海道 中村　浩二 36,000 宮城県 富永　達也 26,000

北海道 濱本　季子 10,000 宮城県 沼田　悠甫 74,000

北海道 平野　雄大 36,000 宮城県 船木　学 12,000

北海道 藤田　浩孝 58,000 宮城県 舩津　考史 18,000

北海道 古川　将太 36,000 宮城県 矢内　孝志 36,000

北海道 堀江　仁 50,000 宮城県 渡辺　克司 102,000

北海道 前田　輪嘉幹 27,000 秋田県 木内　崇 10,000

北海道 見上　多鶴子 112,000 秋田県 久留嶋　千秋 38,000

北海道 宮田　史子 38,000 秋田県 高橋　和彦 54,000

北海道 村本　淳 46,000 秋田県 田口　裕也 14,000

北海道 森　由貴 72,000 山形県 安孫子　浩恒 14,000

北海道 山本　公平 10,000 山形県 島津　信人 36,000

北海道 横峯　一哉 12,000 福島県 青山　和彦 36,000

北海道 吉田　智和 48,000 福島県 赤間　周四郎 12,000

北海道 吉田　真誠 10,000 福島県 石井　英行 50,000

北海道 渡辺　一人 36,000 福島県 板垣　俊太郎 14,000

北海道 渡辺　達浩 52,000 福島県 伊藤　秀夫 36,000

青森県 工藤　龍一 36,000 福島県 白石　愛子 104,000

(単位:円)(敬称略)



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

福島県 高木　貴志 42,000 茨城県 小林　律之 10,000

福島県 高野　和広 18,000 茨城県 小福田　秀和 36,000

福島県 竹田　盛洋 42,000 茨城県 近藤　義延 52,000

福島県 立石　乃輔 100,000 茨城県 金野　昌樹 10,000

福島県 服部　尚士 58,000 茨城県 齋藤　勝弘 34,000

福島県 福井　智仁 36,000 茨城県 齋藤　克己 10,000

福島県 門馬　智之 104,000 茨城県 櫻井　信二 50,000

茨城県 阿部　仁 100,000 茨城県 佐々木　浩之 36,000

茨城県 飯塚　武 26,000 茨城県 佐藤　健一 150,000

茨城県 石川　記夫 36,000 茨城県 鈴木　淳 28,000

茨城県 石川　秀夫 12,000 茨城県 鈴木　優子 22,000

茨城県 伊藤　忠 18,000 茨城県 瀬川　隆行 36,000

茨城県 伊藤　みち瑠 12,000 茨城県 関口　久代 36,000

茨城県 稲葉　健二 72,000 茨城県 高久　毅 22,000

茨城県 井上　尚夫 10,000 茨城県 鷹巣　義幸 30,000

茨城県 猪又　豪洋 36,000 茨城県 高橋　直也 70,000

茨城県 伊原　国生 36,000 茨城県 田崎　友晃 16,000

茨城県 上西　義行 12,000 茨城県 田島　照久 16,000

茨城県 潮田　秀顕 12,000 茨城県 田代　護承 46,000

茨城県 江口　八治郎 48,000 茨城県 田中　耕太郎 22,000

茨城県 及川　正巳 20,000 茨城県 千装　勉 12,000

茨城県 岡田　一郎 200,000 茨城県 寺田　政治 26,000

茨城県 岡野　和幸 14,000 茨城県 中山　耕一 70,000

茨城県 小川　顕史 12,000 茨城県 南崎　慎輔 12,000

茨城県 角田　祐輔 46,000 茨城県 沼田　大輔 26,000

茨城県 風間　正明 36,000 茨城県 沼田　隆明 34,000

茨城県 風味　秀次 10,000 茨城県 野口　幸浩 36,000

茨城県 風見　学 60,000 茨城県 花嶋　直之 100,000

茨城県 加地　俊太郎 12,000 茨城県 松島　洋一郎 36,000

茨城県 嘉藤　貴行 10,000 茨城県 森田　大英 12,000

茨城県 金谷　大樹 52,000 茨城県 八木橋　清貞 24,000

茨城県 金子　英哲 100,000 茨城県 山岡　賢俊 12,000

茨城県 川上　幸子 62,000 茨城県 山田　史江 44,000

茨城県 川崎　善久 26,000 茨城県 山中　正文 26,000

茨城県 岸本　幹雄 60,000 茨城県 湯下　達広 22,000

茨城県 熊谷　博 24,000 茨城県 横張　敦 40,000

茨城県 熊崎　修司 30,000 茨城県 横山　暢彦 12,000

茨城県 小泉　裕美 10,000 茨城県 吉田　一紀 58,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

茨城県 吉田　勝 104,000 埼玉県 阿部　拓 10,000

茨城県 渡邉　愛子 24,000 埼玉県 綾部　統夫 14,000

栃木県 青木　謙祐 114,000 埼玉県 飯島　純 44,000

栃木県 荒井　康典 46,000 埼玉県 池田　祐輔 36,000

栃木県 岩間　恵三 36,000 埼玉県 石原　真一 12,000

栃木県 内田　一弘 26,000 埼玉県 一守　彰 26,000

栃木県 金澤　健一 36,000 埼玉県 伊東　新治 40,000

栃木県 川口　宏 12,000 埼玉県 猪野　崇 60,000

栃木県 神戸　健弥 58,000 埼玉県 井上　猛 16,000

栃木県 久保　昭彦 22,000 埼玉県 井上　徹 12,000

栃木県 小林　克則 10,000 埼玉県 井上　友洋 36,000

栃木県 小林　克己 12,000 埼玉県 今村　直樹 54,000

栃木県 坂根　健太 26,000 埼玉県 上原　隆衛 42,000

栃木県 田中　修平 36,000 埼玉県 臼井　一起 122,000

栃木県 永山　貴教 24,000 埼玉県 浦西　正善 10,000

栃木県 原　さやか 50,000 埼玉県 遠藤　俊太 18,000

栃木県 原　敏博 12,000 埼玉県 大江　洋平 16,000

栃木県 船越　政範 140,000 埼玉県 大釜　崇 36,000

栃木県 船橋　昌也 36,000 埼玉県 大野　敏英 12,000

栃木県 古谷　英俊 24,000 埼玉県 大橋　尚幸 40,000

栃木県 三輪　篤生 14,000 埼玉県 大畠　勝義 12,000

栃木県 山本　智幸 52,000 埼玉県 大平　匡史 10,000

群馬県 青木　亮二 12,000 埼玉県 岡田　真由美 36,000

群馬県 新井　博 14,000 埼玉県 岡本　努 14,000

群馬県 飯島　貴史 36,000 埼玉県 長田　久人 42,000

群馬県 小川　雅之 12,000 埼玉県 小野田　敦浩 228,000

群馬県 小澤　雄一 36,000 埼玉県 小野田　豊 40,000

群馬県 加藤　竜司 50,000 埼玉県 尾身　茂雄 26,000

群馬県 小池　諭 52,000 埼玉県 垣内　智晴 30,000

群馬県 小林　哲 40,000 埼玉県 柏岡　元彦 10,000

群馬県 桜沢　茂 52,000 埼玉県 金井　広 14,000

群馬県 鈴木　順之 12,000 埼玉県 上坂　光幸 36,000

群馬県 高橋　さとみ 10,000 埼玉県 神田　典子 18,000

群馬県 中崎　裕佑 26,000 埼玉県 北　裕次 36,000

群馬県 乘村　雄希 36,000 埼玉県 清水　健 36,000

群馬県 林　邦雄 100,000 埼玉県 日下　雄太 24,000

埼玉県 我妻　寿哉 22,000 埼玉県 久保田　聡 14,000

埼玉県 浅倉　正仁 40,000 埼玉県 久保田　太宏 18,000
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埼玉県 毛見　哲也 44,000 埼玉県 野本　大輔 14,000

埼玉県 小林　勉 72,000 埼玉県 萩原　起信 100,000

埼玉県 小宮山　佳実 36,000 埼玉県 長谷川　悠一 26,000

埼玉県 小山　裕庸 16,000 埼玉県 浜田　直樹 36,000

埼玉県 斉藤　一 60,000 埼玉県 早坂　理 76,000

埼玉県 坂巻　浩孝 76,000 埼玉県 日高　次郎 10,000

埼玉県 笹木　淳一 14,000 埼玉県 平塚　哲 36,000

埼玉県 佐藤　真揚 36,000 埼玉県 廣瀬　正昭 36,000

埼玉県 佐野　吉弥 60,000 埼玉県 深谷　佳一 26,000

埼玉県 澤田　由理子 12,000 埼玉県 古舘　正清 114,000

埼玉県 椎葉　寛 36,000 埼玉県 増田　清美 14,000

埼玉県 宍倉　雄一 36,000 埼玉県 松沼　弘泰 10,000

埼玉県 篠原　啓 40,000 埼玉県 馬橋　優枝 12,000

埼玉県 清水　純次郎 36,000 埼玉県 丸山　勝 16,000

埼玉県 杉本　一也 18,000 埼玉県 三枝　力男 72,000

埼玉県 鈴木　亮祐 52,000 埼玉県 水上　慎也 30,000

埼玉県 諏訪　須子 36,000 埼玉県 向　哲男 24,000

埼玉県 関口　聡志 50,000 埼玉県 村澤　彰 34,000

埼玉県 千賀　知樹 124,000 埼玉県 持田　文成 26,000

埼玉県 滝澤　久嗣 30,000 埼玉県 森田　恵子 10,000

埼玉県 武田　快紹 52,000 埼玉県 山口　秀典 24,000

埼玉県 田立　篤司 36,000 埼玉県 山口　里加 44,000

埼玉県 田中　健仁 18,000 埼玉県 山田　勇 40,000

埼玉県 田中　利穂 36,000 埼玉県 山田　和秀 14,000

埼玉県 田中　秀幸 16,000 埼玉県 横山　早和子 26,000

埼玉県 田中　亮平 54,000 埼玉県 芳川　幸恵 22,000

埼玉県 谷村　祐輔 36,000 埼玉県 吉野　真史 12,000

埼玉県 田村　達明 12,000 埼玉県 和久津　彰 26,000

埼玉県 鶴田　規久 76,000 埼玉県 鷲田　徹平 94,000

埼玉県 寺本　親人 40,000 埼玉県 渡邉　秀樹 36,000

埼玉県 戸井　康之 36,000 埼玉県 渡邉　利奈 36,000

埼玉県 遠山　英之 56,000 千葉県 相川　光徳 22,000

埼玉県 永井　康嵩 14,000 千葉県 青木　宏 84,000

埼玉県 中嶋　泰之 14,000 千葉県 阿部　功一 76,000

埼玉県 長堀　和正 76,000 千葉県 安蒜　綾子 36,000

埼玉県 中山　伸 26,000 千葉県 池田　誠 38,000

埼玉県 布目　光一 18,000 千葉県 石田　悠貴 36,000

埼玉県 根津　雅彦 36,000 千葉県 石橋　守正 114,000
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千葉県 石丸　愼司 10,000 千葉県 小林　瞳 28,000

千葉県 石村　奈緒 60,000 千葉県 齋藤　正邦 36,000

千葉県 伊藤　貴章 36,000 千葉県 齋藤　良子 22,000

千葉県 稲垣　しのぶ 96,000 千葉県 榊原　朗裕 24,000

千葉県 井上　直樹 10,000 千葉県 坂本　信寛 26,000

千葉県 岩橋　審 36,000 千葉県 佐川　祐介 38,000

千葉県 植田　篤礼 16,000 千葉県 佐久間　信光 40,000

千葉県 上野　孝吉 10,000 千葉県 櫻井　敏雄 36,000

千葉県 梅村　光平 24,000 千葉県 佐藤　寿和 28,000

千葉県 江口　賢 14,000 千葉県 佐藤　優 16,000

千葉県 及川　亮 100,000 千葉県 佐藤　雄人 36,000

千葉県 王尾　英明 36,000 千葉県 里見　卓也 12,000

千葉県 大槻　卓也 76,000 千葉県 島田　祐介 62,000

千葉県 大貫　毅 30,000 千葉県 庄司　洋 40,000

千葉県 大村　拓 10,000 千葉県 白畑　敬 150,000

千葉県 岡崎　秀雄 40,000 千葉県 新口　文康 50,000

千葉県 小笠原　寛弥 36,000 千葉県 進藤　哲 62,000

千葉県 尾方　吾太 36,000 千葉県 杉本　ちづる 10,000

千葉県 小澤　良和 16,000 千葉県 杉山　真樹 14,000

千葉県 小野　仁 38,000 千葉県 鈴木　敏一 36,000

千葉県 小野里　淳也 10,000 千葉県 鈴木　友彦 52,000

千葉県 小野寺　秀昭 60,000 千葉県 鈴木　元誉 14,000

千葉県 角田　哲也 36,000 千葉県 鈴木　芳雄 108,000

千葉県 加藤　政憲 40,000 千葉県 鈴木　芳樹 36,000

千葉県 門田　陽一 40,000 千葉県 角谷　裕章 82,000

千葉県 河合　徹 26,000 千葉県 勢納　統 36,000

千葉県 河野　健太郎 26,000 千葉県 高貝　和弘 60,000

千葉県 河野　真一 76,000 千葉県 高木　伸二 110,000

千葉県 河野　剛彦 134,000 千葉県 高瀬　完 36,000

千葉県 神崎　智 50,000 千葉県 高山　知也 20,000

千葉県 北田　悟史 76,000 千葉県 武井　信一 26,000

千葉県 北御門　隆志 62,000 千葉県 竹内　宏 42,000

千葉県 櫛方　麻美 116,000 千葉県 竹田　博仁 10,000

千葉県 毛塚　邦治 20,000 千葉県 田代　英史 20,000

千葉県 郷家　一紀 14,000 千葉県 田村　文哉 12,000

千葉県 河野　佑輔 18,000 千葉県 堤　一秀 36,000

千葉県 小金　潤 36,000 千葉県 寺本　知史 30,000

千葉県 小坂　孝二 70,000 千葉県 遠山　洋一 300,000
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千葉県 冨樫　光則 36,000 千葉県 山田　崇弘 10,000

千葉県 鳥居　剛 36,000 千葉県 山田　大 72,000

千葉県 中神　隆洋 40,000 千葉県 山本　庸守慶 36,000

千葉県 永塚　義和 14,000 千葉県 山本　憲廣 30,000

千葉県 仲根　臣之介 22,000 千葉県 吉門　寛也 36,000

千葉県 中町　康人 26,000 千葉県 吉川　謙次 40,000

千葉県 中村　聡佑 36,000 千葉県 吉野　晋也 26,000

千葉県 中村　優介 36,000 千葉県 渡部　昭裕 70,000

千葉県 中森　典雄 100,000 千葉県 渡邉　茂樹 12,000

千葉県 永矢　洋 12,000 千葉県 渡辺　紳一郎 20,000

千葉県 中山　康徳 100,000 千葉県 渡辺　寿幸 96,000

千葉県 中山　泰博 36,000 千葉県 渡邉　治男 36,000

千葉県 並木　洋一 36,000 東京都 青木　忠博 36,000

千葉県 西川　裕治 48,000 東京都 青木　洋武 26,000

千葉県 西村　雄貴 26,000 東京都 青柳　伸一 26,000

千葉県 橋本　信義 18,000 東京都 我妻　仁 76,000

千葉県 畠山　達也 40,000 東京都 秋葉　滋 114,000

千葉県 林　祐一 14,000 東京都 秋元　大樹 28,000

千葉県 平井　貴之 62,000 東京都 浅香　與士美 100,000

千葉県 平岡　重昭 10,000 東京都 浅見　和彦 18,000

千葉県 平野　雄一 14,000 東京都 東　章一 26,000

千葉県 広瀬　克 36,000 東京都 足立　憲彦 26,000

千葉県 福田　知晃 36,000 東京都 阿部　厚 40,000

千葉県 藤川　英之 52,000 東京都 阿部　秀昭 36,000

千葉県 藤田　歩 210,000 東京都 天野　祐一郎 50,000

千葉県 藤原　悌 42,000 東京都 荒井　靖 40,000

千葉県 前川　隆介 14,000 東京都 荒木　勲 60,000

千葉県 松永　芳幸 14,000 東京都 荒木　健一 36,000

千葉県 丸山　欽司 12,000 東京都 安藤　敬 50,000

千葉県 丸山　智由 60,000 東京都 安藤　豪志 14,000

千葉県 三島　哲也 82,000 東京都 飯島　昌宣 136,000

千葉県 南口　龍 70,000 東京都 飯塚　淳一 36,000

千葉県 三好　史剛 36,000 東京都 五十嵐　明彦 104,000

千葉県 元井　光康 10,000 東京都 猪狩　栄利子 18,000

千葉県 柳川瀬　健一 146,000 東京都 井川　雄亮 42,000

千葉県 山口　猛 76,000 東京都 池田　賢一 52,000

千葉県 山下　伸 52,000 東京都 池田　隆弘 36,000

千葉県 山田　昭夫 12,000 東京都 石井　裕也 12,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

東京都 石川　浩次郎 34,000 東京都 内山　喜昭 36,000

東京都 石川　由美子 16,000 東京都 鵜月　健彦 52,000

東京都 石倉　正啓 40,000 東京都 内海　弦 16,000

東京都 石黒　直裕 36,000 東京都 梅沢　浩一 10,000

東京都 石原　康児 32,000 東京都 浦地　信太郎 12,000

東京都 泉澤　渉 36,000 東京都 浦野　雄司 36,000

東京都 板野　光博 10,000 東京都 卜部　哲哉 36,000

東京都 板橋　正義 36,000 東京都 江川　春男 126,000

東京都 市川　哲也 36,000 東京都 榎本　浩 38,000

東京都 市川　博徳 12,000 東京都 遠藤　巧 36,000

東京都 市川　優 44,000 東京都 遠藤　肇 300,000

東京都 市原　雅宏 36,000 東京都 王　艶紅 30,000

東京都 井筒　一郎 14,000 東京都 王　麗媛 10,000

東京都 伊藤　恭治 14,000 東京都 扇　浩幸 12,000

東京都 伊藤　恵夫 26,000 東京都 大石　嘉彦 12,000

東京都 伊藤　庄一 48,000 東京都 大江　淳平 36,000

東京都 伊藤　大輔 50,000 東京都 大賀　努 18,000

東京都 伊藤　靖治 112,000 東京都 大久保　拓也 46,000

東京都 伊藤　洋平 26,000 東京都 大澤　亨 10,000

東京都 稲田　由美子 52,000 東京都 大関　桂 14,000

東京都 稲冨　滋 102,000 東京都 太田　清 30,000

東京都 稲葉　直道 42,000 東京都 太田　智亮 40,000

東京都 稲葉　豊 16,000 東京都 大田　義実 14,000

東京都 井上　敬督 165,000 東京都 大貫　隆裕 36,000

東京都 井上　誠二 12,000 東京都 大野　拓 52,000

東京都 井上　武洋 40,000 東京都 大堀　陽太郎 50,000

東京都 井上　洋 42,000 東京都 大前　舞子 30,000

東京都 井ノ口　善康 72,000 東京都 大曲　秀人 90,000

東京都 猪股　六津宏 52,000 東京都 大村　伸吾 18,000

東京都 今井　浩介 28,000 東京都 大村　隆明 12,000

東京都 今井　啓之 62,000 東京都 大森　徹 76,000

東京都 今村　ひと美 36,000 東京都 岡　圭太 50,000

東京都 岩城　五月 12,000 東京都 岡　崇 32,000

東京都 岩﨑　慧 28,000 東京都 岡田　達夫 26,000

東京都 上野　陽平 20,000 東京都 岡庭　聖 114,000

東京都 碓氷　和哉 40,000 東京都 岡野　哲也 10,000

東京都 内河　陽一郎 165,000 東京都 岡部　憲士 30,000

東京都 内山　隆 22,000 東京都 岡部　正寛 54,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

東京都 岡村　健司 40,000 東京都 鴨田　直樹 40,000

東京都 岡村　智也 36,000 東京都 唐笠　弘 22,000

東京都 小川　圭亮 32,000 東京都 太田　智亮 40,000

東京都 小川　浩二 36,000 東京都 大田　義実 14,000

東京都 小川　敬 26,000 東京都 大貫　隆裕 36,000

東京都 沖　寛之 54,000 東京都 大野　拓 52,000

東京都 小木曽　弘幸 36,000 東京都 大堀　陽太郎 50,000

東京都 奥田　薫之 20,000 東京都 大前　舞子 30,000

東京都 小澤　克典 36,000 東京都 大曲　秀人 90,000

東京都 織田　博幸 10,000 東京都 大村　伸吾 18,000

東京都 小田中　佳子 62,000 東京都 大村　隆明 12,000

東京都 小野　徳哉 76,000 東京都 大森　徹 76,000

東京都 小野　宏樹 36,000 東京都 岡　圭太 50,000

東京都 小野寺　智史 50,000 東京都 岡　崇 32,000

東京都 織畠　潤一 60,000 東京都 岡田　達夫 26,000

東京都 織井　康亙 32,000 東京都 岡庭　聖 114,000

東京都 貝森　卓人 36,000 東京都 岡野　哲也 10,000

東京都 加賀谷　治子 120,000 東京都 岡部　憲士 30,000

東京都 笠貫　由訓 36,000 東京都 岡部　正寛 54,000

東京都 梶山　栄二 28,000 東京都 岡村　健司 40,000

東京都 柏屋　一幸 26,000 東京都 岡村　智也 36,000

東京都 加瀬　公一郎 16,000 東京都 小川　圭亮 32,000

東京都 片野　雅之 14,000 東京都 小川　浩二 36,000

東京都 片野田　志朗 10,000 東京都 小川　敬 26,000

東京都 加藤　朝史 14,000 東京都 沖　寛之 54,000

東京都 加藤　俊 26,000 東京都 小木曽　弘幸 36,000

東京都 加藤　孝英 14,000 東京都 奥田　薫之 20,000

東京都 加藤　丈朋 36,000 東京都 小澤　克典 36,000

東京都 加藤　剛 10,000 東京都 織田　博幸 10,000

東京都 加藤　奈里 10,000 東京都 小田中　佳子 62,000

東京都 金子　優一 52,000 東京都 小野　徳哉 76,000

東京都 金田　雅之 36,000 東京都 小野　宏樹 36,000

東京都 狩野　貴俊 114,000 東京都 小野寺　智史 50,000

東京都 鎌内　由維 18,000 東京都 織畠　潤一 60,000

東京都 上口　康彦 52,000 東京都 織井　康亙 32,000

東京都 神坂　邦昭 52,000 東京都 貝森　卓人 36,000

東京都 上村　龍文 20,000 東京都 加賀谷　治子 120,000

東京都 鴨下　昇 72,000 東京都 笠貫　由訓 36,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

東京都 梶山　栄二 28,000 東京都 木村　友之 10,000

東京都 柏屋　一幸 26,000 東京都 工藤　俊輔 36,000

東京都 加瀬　公一郎 16,000 東京都 工藤　英之 16,000

東京都 片野　雅之 14,000 東京都 熊谷　一茂 26,000

東京都 片野田　志朗 10,000 東京都 栗原　一夫 12,000

東京都 加藤　朝史 14,000 東京都 栗原　崇明 114,000

東京都 加藤　俊 26,000 東京都 栗原　功幸 70,000

東京都 加藤　孝英 14,000 東京都 栗山　俊彦 150,000

東京都 加藤　丈朋 36,000 東京都 黒川　雅充 52,000

東京都 加藤　剛 10,000 東京都 黒崎　義規 42,000

東京都 加藤　奈里 10,000 東京都 黒﨑　義規 38,000

東京都 金子　優一 52,000 東京都 黒沢　茂伸 40,000

東京都 金田　雅之 36,000 東京都 小池　真史 18,000

東京都 狩野　貴俊 114,000 東京都 小泉　邦博 76,000

東京都 鎌内　由維 18,000 東京都 郷治　友孝 36,000

東京都 上口　康彦 52,000 東京都 五箇　勇人 36,000

東京都 神坂　邦昭 52,000 東京都 古賀　郁 30,000

東京都 上村　龍文 20,000 東京都 小坂　和己 36,000

東京都 鴨下　昇 72,000 東京都 小島　敏雄 110,000

東京都 鴨田　直樹 40,000 東京都 小島　洋一 14,000

東京都 唐笠　弘 22,000 東京都 湖城　智 12,000

東京都 唐澤　哲也 80,000 東京都 小高　康男 36,000

東京都 河井　彩公子 14,000 東京都 小谷　泰子 80,000

東京都 川上　和哉 134,000 東京都 五島　貴夫 28,000

東京都 川崎　由晴 84,000 東京都 後藤　直樹 50,000

東京都 川島　信之 24,000 東京都 小林　修 48,000

東京都 川瀬　剛太 70,000 東京都 小林　健司 76,000

東京都 川村　てる美 34,000 東京都 小林　幸生 18,000

東京都 菊池　守 26,000 東京都 小林　達也 26,000

東京都 木皿　吉昭 20,000 東京都 小林　伸行 42,000

東京都 岸　真司 36,000 東京都 小林　慎郷 40,000

東京都 岸田　由貴 10,000 東京都 小林　仁康 14,000

東京都 耒住野　武士 36,000 東京都 小林　政之 36,000

東京都 北川　太一 42,000 東京都 小林　裕 52,000

東京都 吉川　基宏 20,000 東京都 小林　良 228,000

東京都 木下　満 76,000 東京都 小前　海渡 36,000

東京都 木村　晃浩 40,000 東京都 小松　弘忠 42,000

東京都 木村　友信 36,000 東京都 小松　征行 36,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

東京都 近藤　武司 12,000 東京都 篠原　淳 10,000

東京都 近藤　聡邦 106,000 東京都 柴沼　弘行 186,000

東京都 蔡　誠献 210,000 東京都 地引　功 10,000

東京都 斉藤　修 24,000 東京都 島崎　美奈子 38,000

東京都 斉藤　浩二 14,000 東京都 島田　伊織 26,000

東京都 斉藤　隆男 50,000 東京都 島本　武彦 100,000

東京都 齊藤　立起 30,000 東京都 清水　俊和 36,000

東京都 齋藤　智之 26,000 東京都 清水　初 10,000

東京都 斉藤　美咲 26,000 東京都 清水　真也 14,000

東京都 斎藤　勇樹 18,000 東京都 清水　亮 36,000

東京都 齋藤　喜丈 144,000 東京都 東海林　謙治郎 28,000

東京都 齋藤　僚介 18,000 東京都 菅　英樹 200,000

東京都 坂井　朗 54,000 東京都 菅沼　信夫 36,000

東京都 坂本　和信 200,000 東京都 菅原　龍一 76,000

東京都 坂本　恵子 100,000 東京都 杉浦　正樹 36,000

東京都 坂本　睦夫 30,000 東京都 杉浦　裕美 10,000

東京都 佐久間　徹 36,000 東京都 杉村　壮介 28,000

東京都 桜井　文夫 12,000 東京都 杉山　賢次 36,000

東京都 櫻井　正博 10,000 東京都 杉山　洋 16,000

東京都 笹川　容平 30,000 東京都 鈴木　一星 36,000

東京都 佐々木　智宏 36,000 東京都 鈴木　聖仁 28,000

東京都 佐藤　法重 42,000 東京都 鈴木　健一 18,000

東京都 佐藤　克行 18,000 東京都 鈴木　成治 28,000

東京都 佐藤　史章 28,000 東京都 鈴木　宏幸 26,000

東京都 佐藤　宏紀 28,000 東京都 鈴木　雅考 36,000

東京都 佐藤　正樹 26,000 東京都 鈴木　政保 60,000

東京都 佐藤　公宣 196,000 東京都 鈴木　義弘 40,000

東京都 佐藤　真澄 12,000 東京都 須田　陽一 12,000

東京都 佐藤　元茂 14,000 東京都 須藤　聡 50,000

東京都 佐藤　陽平 36,000 東京都 須藤　哲典 52,000

東京都 里見　宗律 100,000 東京都 須原　茂 42,000

東京都 里村　恵子 10,000 東京都 関　伸泰 36,000

東京都 佐野　守計 40,000 東京都 関根　祥隆 26,000

東京都 猿楽　昌之 36,000 東京都 関根　怜一 12,000

東京都 澤田　学 36,000 東京都 関谷　達雄 36,000

東京都 塩田　徹 58,000 東京都 相馬　崇宏 30,000

東京都 重野　紘市郎 16,000 東京都 曽根　慎司 14,000

東京都 紫藤　昌彦 200,000 東京都 泰地　義典 36,000
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東京都 大長　伸吉 16,000 東京都 土屋　繁一 20,000

東京都 大門　和斗 36,000 東京都 都築　映子 14,000

東京都 垰野　俊幸 36,000 東京都 角田　修一 18,000

東京都 高川　秀樹 70,000 東京都 鶴羽　崇晋 36,000

東京都 高木　友絵 72,000 東京都 DEVRAJ JAIN RAJESH KUMAR 150,000

東京都 高岸　洋一 72,000 東京都 寺田　薫 30,000

東京都 高砂　修 36,000 東京都 土井　宏哲 100,000

東京都 高瀬　健作 48,000 東京都 ドゥルーズ　ステファニー 12,000

東京都 高橋　智 10,000 東京都 遠田　忠 42,000

東京都 高橋　信一 26,000 東京都 遠田　将史 56,000

東京都 高橋　大輔 26,000 東京都 徳生　武司 36,000

東京都 高橋　倫二 82,000 東京都 徳田　峻人 26,000

東京都 高橋　仁一 22,000 東京都 徳永　蔵人 24,000

東京都 高松　越百 114,000 東京都 徳増　有亮 120,000

東京都 太川　玉緒 52,000 東京都 轟　智明 38,000

東京都 滝本　継昭 200,000 東京都 冨田　純 36,000

東京都 竹内　慎司 14,000 東京都 冨田　曜嗣 24,000

東京都 竹内　由佳子 36,000 東京都 冨永　健 42,000

東京都 竹澤　武敏 36,000 東京都 内藤　章弘 72,000

東京都 武田　純人 100,000 東京都 中石　勝彦 40,000

東京都 竹村　宗隆 36,000 東京都 長尾　一正 92,000

東京都 田地　一欽 12,000 東京都 中尾　昌弘 50,000

東京都 田中　勝麻 52,000 東京都 長岡　良太郎 36,000

東京都 田中　健 200,000 東京都 中沖　勝明 228,000

東京都 田中　剛 26,000 東京都 中川　いち朗 16,000

東京都 田中　裕樹 36,000 東京都 長久保　樹一郎 10,000

東京都 谷口　宜嗣 62,000 東京都 中島　聡志 12,000

東京都 谷本　幸多朗 10,000 東京都 中島　順一 72,000

東京都 田淵　顕一 36,000 東京都 長島　千佳子 10,000

東京都 玉野　治 220,000 東京都 中島　円 50,000

東京都 千葉　直昭 34,000 東京都 中嶋　芳典 36,000

東京都 張　賢二 210,000 東京都 中島　亮 26,000

東京都 趙　波 16,000 東京都 永田　英二 36,000

東京都 柘植　幹雄 36,000 東京都 中田　海介 36,000

東京都 辻　和宜 52,000 東京都 中野　計人 28,000

東京都 辻　昭光 80,000 東京都 中野　裕仁 12,000

東京都 辻内　陵志 14,000 東京都 永見　浩之 30,000

東京都 土橋　亘 38,000 東京都 中村　慎似 34,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

東京都 中村　忠司 76,000 東京都 濱中　敏彦 20,000

東京都 中村　浩之 1,000,000 東京都 林　加奈子 36,000

東京都 中村　真樹 14,000 東京都 林　秀信 52,000

東京都 中村　正志 38,000 東京都 林　三佐夫 36,000

東京都 名児耶　剛 12,000 東京都 早水　義雄 50,000

東京都 並木　良憲 36,000 東京都 坂東　重浩 36,000

東京都 成田　政彦 10,000 東京都 東中川　教明 24,000

東京都 成瀬　正哉 12,000 東京都 樋口　周作 52,000

東京都 新妻　延幸 14,000 東京都 樋沼　まさみ 36,000

東京都 西岡　均 74,000 東京都 平田　泰行 10,000

東京都 西川　健太郎 36,000 東京都 平塚　真二 40,000

東京都 西澤　健太 24,000 東京都 平山　一彦 14,000

東京都 西澤　祐樹 14,000 東京都 廣瀬　公朗 36,000

東京都 西宮　良一 18,000 東京都 深谷　公勝 36,000

東京都 西村　真 36,000 東京都 福崎　宏志 62,000

東京都 西村　良太 36,000 東京都 福島　政利 12,000

東京都 西本　邦男 150,000 東京都 福田　達 26,000

東京都 二ノ宮　靖経 20,000 東京都 福田　尚晃 18,000

東京都 貫田　勝哉 58,000 東京都 福田　隆介 14,000

東京都 根本　一成 16,000 東京都 福永　大 40,000

東京都 根本　義紀 10,000 東京都 藤井　義文 76,000

東京都 納富　誠 14,000 東京都 藤川　剛正 72,000

東京都 野島　弘一朗 26,000 東京都 藤倉　真人 26,000

東京都 野田　典義 10,000 東京都 藤田　直己 36,000

東京都 能登　将成 36,000 東京都 藤田　英樹 12,000

東京都 野村　慎一郎 36,000 東京都 藤田　雅史 36,000

東京都 野渡　靖弘 62,000 東京都 藤山　裕之 10,000

東京都 橋本　慎志 14,000 東京都 古川　友宣 12,000

東京都 橋本　英幸 30,000 東京都 古川　友彦 76,000

東京都 橋本　昌也 60,000 東京都 古川　昌彦 12,000

東京都 橋本　佑一 36,000 東京都 古木　崇大 26,000

東京都 蓮池　拓明 42,000 東京都 古澤　圭壱 28,000

東京都 畑山　賢治 100,000 東京都 古澤　麻衣子 28,000

東京都 服部　正明 116,000 東京都 北條　幸希 10,000

東京都 服部　礼 318,000 東京都 保科　明 40,000

東京都 羽入　奈々 12,000 東京都 細田　紘史 70,000

東京都 幅田　紀一 50,000 東京都 堀　善雄 36,000

東京都 濱田　宇功 12,000 東京都 堀内　健 36,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

東京都 堀江　康之 16,000 東京都 武藤　真祐 10,000

東京都 本田　弘幸 24,000 東京都 武藤　敏秋 52,000

東京都 本田　元子 18,000 東京都 村上　篤史 36,000

東京都 前田　朝子 114,000 東京都 村上　あらし 200,000

東京都 前田　尊臣 52,000 東京都 村上　和彦 14,000

東京都 前田　達也 30,000 東京都 村上　繁祐 36,000

東京都 前田　亨 114,000 東京都 村上　雅一 12,000

東京都 前田　悠 40,000 東京都 村上　光儀 40,000

東京都 前田　優紀 26,000 東京都 村上　恵庸 26,000

東京都 牧野　裕 82,000 東京都 村田　茂 30,000

東京都 益子　裕樹 40,000 東京都 村松　大弐 20,000

東京都 松井　秀幸 38,000 東京都 村山　憲作 30,000

東京都 松尾　駿介 18,000 東京都 村山　利子 36,000

東京都 松尾　拓也 228,000 東京都 望月　政秀 56,000

東京都 松島　充季 26,000 東京都 本宮　一夫 30,000

東京都 松永　和宏 76,000 東京都 森川　敏行 26,000

東京都 松原　穣 36,000 東京都 森島　清 36,000

東京都 松本　直枝 36,000 東京都 森田　雅彦 22,000

東京都 松本　寛史 36,000 東京都 森田　満昌 12,000

東京都 丸山　真理 30,000 東京都 森田　寛 16,000

東京都 三嶋　章夫 26,000 東京都 森田　亮一 26,000

東京都 水川　悟 36,000 東京都 森本　哲朗 150,000

東京都 水島　剛 36,000 東京都 森谷　健 30,000

東京都 水野　増樹 36,000 東京都 守屋　史明 50,000

東京都 皆川　智彦 36,000 東京都 森山　純 14,000

東京都 南谷　慶子 14,000 東京都 師岡　丈司 36,000

東京都 皆見　浩 40,000 東京都 八木　耕一 36,000

東京都 南川　隆基 36,000 東京都 矢越　孝行 18,000

東京都 峯松　宏志 36,000 東京都 矢治　健一郎 76,000

東京都 御林　卓真 20,000 東京都 矢島　恭介 26,000

東京都 三村　尚樹 72,000 東京都 安江　英晴 12,000

東京都 宮尾　博一 14,000 東京都 安田　文昭 38,000

東京都 三宅　崇博 36,000 東京都 保永　涼子 12,000

東京都 三宅　弘樹 30,000 東京都 矢野　英司 36,000

東京都 宮沢　正浩 72,000 東京都 薮田　将也 36,000

東京都 宮島　直也 30,000 東京都 山内　明 26,000

東京都 三好　浩樹 38,000 東京都 山岡　篤 107,000

東京都 三輪　暁人 26,000 東京都 山岸　隆之 18,000
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東京都 山口　浩章 72,000 東京都 渡辺　浩二 14,000

東京都 山口　昌利 20,000 東京都 渡邊　智史 100,000

東京都 山﨑　絢子 36,000 東京都 渡邊　裕介 36,000

東京都 山﨑　一也 28,000 神奈川県 青柳　秀彦 40,000

東京都 山崎　隆雄 36,000 神奈川県 秋田　憲一郎 10,000

東京都 山崎　武一郎 34,000 神奈川県 秋山　典久 12,000

東京都 山崎　浩志 52,000 神奈川県 阿久井　則睦 40,000

東京都 山崎　富士雄 40,000 神奈川県 圷　毅 72,000

東京都 山崎　由岐子 40,000 神奈川県 荒井　泰一 26,000

東京都 山下　隆介 12,000 神奈川県 有光　良典 108,000

東京都 山田　健一 18,000 神奈川県 有村　敏郎 36,000

東京都 山田　貴久 72,000 神奈川県 飯島　信幸 30,000

東京都 山田　朋英 10,000 神奈川県 伊川　直美 16,000

東京都 山内　博雄 38,000 神奈川県 石井　耕治 40,000

東京都 山道　善隆 88,000 神奈川県 石川　孝二 16,000

東京都 山村　武 14,000 神奈川県 石川　小百合 28,000

東京都 山本　桂 88,000 神奈川県 石切山　俊博 52,000

東京都 山本　謙介 52,000 神奈川県 石郷岡　宏 14,000

東京都 山本　智史 12,000 神奈川県 板橋　祐一 72,000

東京都 山本　秀一 14,000 神奈川県 伊藤　啓二 14,000

東京都 山本　雅英 40,000 神奈川県 井上　直 12,000

東京都 横山　司 36,000 神奈川県 今井　聖子 48,000

東京都 吉岡　裕次郎 30,000 神奈川県 岩本　晋 52,000

東京都 吉川　葵 106,000 神奈川県 上原　義昭 10,000

東京都 吉汲　宏毅 36,000 神奈川県 江端　保宏 26,000

東京都 吉澤　将弘 36,000 神奈川県 遠藤　豊策 46,000

東京都 吉田　明弘 72,000 神奈川県 大石　克洋 18,000

東京都 吉田　拓 18,000 神奈川県 大越　達也 26,000

東京都 吉田　達也 62,000 神奈川県 大島　秀一 228,000

東京都 吉田　裕志 76,000 神奈川県 大谷　崇之 36,000

東京都 吉田　隆一 12,000 神奈川県 大塚　桂一 10,000

東京都 吉村　慈子 14,000 神奈川県 大野　裕児 36,000

東京都 米山　恵美 10,000 神奈川県 大場　香絵 10,000

東京都 リーパー　ヨシオ 30,000 神奈川県 大平　耕介 26,000

東京都 龍　愛信 24,000 神奈川県 大矢　恵 24,000

東京都 若島　周作 10,000 神奈川県 岡　喜樹 20,000

東京都 和田　真一 85,000 神奈川県 小川　栄一 36,000

東京都 和田　竜二 36,000 神奈川県 小川　雅久 30,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

神奈川県 小川　泰典 22,000 神奈川県 小林　亘人 12,000

神奈川県 尾崎　健介 54,000 神奈川県 小林　久和 36,000

神奈川県 落合　直樹 14,000 神奈川県 小林　正文 70,000

神奈川県 小野　泰嗣 36,000 神奈川県 近藤　一 42,000

神奈川県 笠井　一輝 14,000 神奈川県 斎藤　茂 26,000

神奈川県 笠原　章宏 24,000 神奈川県 齋藤　己代治 200,000

神奈川県 風間　俊男 36,000 神奈川県 齊藤　禎明 108,000

神奈川県 梶川　裕之 12,000 神奈川県 坂巻　正巳 68,000

神奈川県 梶山　祐貴 36,000 神奈川県 佐々木　健一 52,000

神奈川県 片岡　務 76,000 神奈川県 佐々木　保 72,000

神奈川県 加藤　隆明 42,000 神奈川県 笹本　和彦 14,000

神奈川県 加藤　優一 40,000 神奈川県 佐治　龍 26,000

神奈川県 金子　優 50,000 神奈川県 佐藤　英一 36,000

神奈川県 金子　嘉秀 12,000 神奈川県 佐藤　俊 114,000

神奈川県 金田　相基 36,000 神奈川県 佐藤　嬉珍 26,000

神奈川県 蕪木　敦 104,000 神奈川県 佐藤　雅彦 36,000

神奈川県 上石　安寿 26,000 神奈川県 澤村　啓 36,000

神奈川県 亀田　雅博 26,000 神奈川県 柴野　陽介 54,000

神奈川県 川崎　博之 40,000 神奈川県 島田　哲宏 14,000

神奈川県 川島　聖 36,000 神奈川県 島田　正志 50,000

神奈川県 川名　康正 114,000 神奈川県 嶋津　里紗 38,000

神奈川県 川野　毅 10,000 神奈川県 下田　啓二 36,000

神奈川県 環貫　佑介 10,000 神奈川県 白井　純孝 12,000

神奈川県 岸本　純 24,000 神奈川県 神宮司　正伸 40,000

神奈川県 岸本　卓也 72,000 神奈川県 菅原　幹大 68,000

神奈川県 北村　真太郎 36,000 神奈川県 杉浦　稔康 36,000

神奈川県 木下　渉 36,000 神奈川県 鈴木　さやか 49,000

神奈川県 木村　和広 26,000 神奈川県 鈴木　茂雄 36,000

神奈川県 木村　嘉男 38,000 神奈川県 鈴木　健夫 40,000

神奈川県 国方　広一郎 40,000 神奈川県 鈴木　信幸 274,000

神奈川県 久保　貴昭 20,000 神奈川県 鈴木　史明 36,000

神奈川県 久保　直之 26,000 神奈川県 鈴木　雅芳 40,000

神奈川県 小石　祐太朗 12,000 神奈川県 関口　靖 10,000

神奈川県 幸田　和之 36,000 神奈川県 十河　康雄 40,000

神奈川県 小門　亮介 36,000 神奈川県 成　七龍 10,000

神奈川県 國分　隆博 76,000 神奈川県 高木　和美 14,000

神奈川県 後藤　早栄子 14,000 神奈川県 髙木　敏幸 20,000

神奈川県 小林　徹也 26,000 神奈川県 髙島　陽一 52,000
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神奈川県 高瀬　純平 36,000 神奈川県 平川　功 34,000

神奈川県 高橋　秀雄 36,000 神奈川県 平野　正芳 12,000

神奈川県 高橋　雄治 10,000 神奈川県 福丸　直樹 24,000

神奈川県 竹中　泰紀 80,000 神奈川県 藤井　雅敏 36,000

神奈川県 田嶋　康弘 14,000 神奈川県 藤井　雄介 36,000

神奈川県 田中　昭光 62,000 神奈川県 藤巻　直人 36,000

神奈川県 谷口　雅彦 76,000 神奈川県 戸來　真之 36,000

神奈川県 玉置　龍也 36,000 神奈川県 保坂　正俊 18,000

神奈川県 塚本　努 36,000 神奈川県 細貝　一弘 40,000

神奈川県 角田　徹也 10,000 神奈川県 堀田　毅 14,000

神奈川県 出水　厚喜 24,000 神奈川県 堀　圭吾 14,000

神奈川県 時本　晋吾 36,000 神奈川県 本多　宏之 14,000

神奈川県 徳永　隆志 36,000 神奈川県 前田　壮人 28,000

神奈川県 富田　直樹 36,000 神奈川県 前田　雅代 14,000

神奈川県 永井　良輔 14,000 神奈川県 前橋　匠 36,000

神奈川県 中澤　翔 40,000 神奈川県 巻幡　理代 24,000

神奈川県 仲澤　宏行 40,000 神奈川県 松井　智志 102,000

神奈川県 長澤　裕二 14,000 神奈川県 松岡　健太郎 42,000

神奈川県 永薗　亜希子 32,000 神奈川県 松岡　宏明 36,000

神奈川県 中田　哲博 36,000 神奈川県 松下　太郎 114,000

神奈川県 長田　大輔 36,000 神奈川県 松田　宏徳 14,000

神奈川県 中野　裕之 18,000 神奈川県 松田　宏幸 12,000

神奈川県 中村　義雄 70,000 神奈川県 松田　政敏 14,000

神奈川県 中本　浩 54,000 神奈川県 松谷　英樹 36,000

神奈川県 中山　章広 36,000 神奈川県 松村　智 50,000

神奈川県 並木　英明 36,000 神奈川県 松本　貴之 44,000

神奈川県 滑　慎一郎 12,000 神奈川県 松山　晃植 36,000

神奈川県 奈良間　力 24,000 神奈川県 丸山　克幸 26,000

神奈川県 新山　知弘 60,000 神奈川県 丸山　奈津子 80,000

神奈川県 西山　誠弘 40,000 神奈川県 三浦　陽二郎 14,000

神奈川県 根岸　宏行 14,000 神奈川県 三平　まさ子 150,000

神奈川県 野口　学 12,000 神奈川県 蓑島　浩明 26,000

神奈川県 野崎　誠 28,000 神奈川県 美馬　雄一郎 36,000

神奈川県 野中　果林 28,000 神奈川県 宮田　晃臣 52,000

神奈川県 野中　光昭 28,000 神奈川県 宮地　竜治 36,000

神奈川県 蓮見　雅彦 85,000 神奈川県 三好　理恵 18,000

神奈川県 林　俊彦 26,000 神奈川県 森井　栄次 22,000

神奈川県 原　寛 1,500,000 神奈川県 森田　大輔 30,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

神奈川県 森藤　康輔 26,000 富山県 西嶋　聖矢 36,000

神奈川県 森本　雅之 36,000 富山県 蓮間　好一 26,000

神奈川県 矢島　きよ子 18,000 富山県 細野　寛徳 16,000

神奈川県 安田　浩 36,000 富山県 宮島　康平 40,000

神奈川県 柳澤　充 44,000 石川県 越後　岳士 36,000

神奈川県 薮田　祐三 26,000 石川県 遠藤　將光 10,000

神奈川県 八巻　隆浩 22,000 石川県 向田　能典 36,000

神奈川県 山下　展子 10,000 石川県 台蔵　晴久 14,000

神奈川県 山本　善光 10,000 石川県 中尾　和正 18,000

神奈川県 湯屋　基生 20,000 石川県 室野　豊 40,000

神奈川県 楊　存儀 10,000 福井県 生田　有希 12,000

神奈川県 吉澤　裕之 100,000 福井県 石田　丈幸 34,000

神奈川県 吉田　剣 16,000 福井県 桑原　照茂 98,000

神奈川県 吉田　周平 18,000 福井県 高木　隆敏 28,000

神奈川県 吉田　雅人 24,000 福井県 塚倉　英治 26,000

神奈川県 吉田　竜介 34,000 福井県 土屋　克之 104,000

神奈川県 渡部　哲 14,000 山梨県 落合　誠 20,000

神奈川県 渡邊　常樹 40,000 山梨県 加藤　俊之 36,000

新潟県 赤木　建介 30,000 山梨県 三枝　博 36,000

新潟県 五十嵐　昌志 30,000 山梨県 鈴木　政孝 116,000

新潟県 市川　高夫 50,000 山梨県 長沼　司 26,000

新潟県 稲葉　淳 40,000 山梨県 間島　健 36,000

新潟県 金田　直彦 26,000 山梨県 山内　昇 14,000

新潟県 喜多　学之 12,000 山梨県 山本　晃司 10,000

新潟県 小松　集一 36,000 長野県 赤羽　晃 22,000

新潟県 小松　貴宏 60,000 長野県 小口　貴士 18,000

新潟県 坂井　肇二 26,000 長野県 金田　健太郎 28,000

新潟県 佐藤　良一 16,000 長野県 小林　一成 60,000

新潟県 静野　大輔 12,000 長野県 小林　源吾 34,000

新潟県 清水　孝兼 52,000 長野県 小林　弘典 36,000

新潟県 杉原　泰洋 104,000 長野県 高橋　宣行 10,000

新潟県 諏訪　通博 42,000 長野県 田丸　はるみ 18,000

新潟県 西舘　正芳 26,000 長野県 筒井　賢一 26,000

新潟県 細野　正光 26,000 長野県 山浦　晃隆 40,000

新潟県 村山　稔 34,000 岐阜県 安藤　聡 76,000

新潟県 山田　翔太 36,000 岐阜県 石川　敏幸 26,000

富山県 小野　敦 36,000 岐阜県 石塚　達夫 26,000

富山県 長澤　勝将 36,000 岐阜県 伊藤　勝文 22,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

岐阜県 今井　正樹 36,000 静岡県 坂下　勲 18,000

岐阜県 鵜飼　浩司 12,000 静岡県 佐々木　典夫 36,000

岐阜県 大村　英二 22,000 静岡県 佐野　泰一郎 26,000

岐阜県 千田　豊彦 76,000 静岡県 鈴木　俊之 50,000

岐阜県 添田　政勝 14,000 静岡県 鈴木　博 12,000

岐阜県 棚橋　義次 76,000 静岡県 瀬戸　和年 36,000

岐阜県 土田　洋平 34,000 静岡県 高木　昇 48,000

岐阜県 中村　貴夫 20,000 静岡県 立花　本清 36,000

岐阜県 野田　孝司 18,000 静岡県 田村　圭浩 36,000

岐阜県 早川　三根夫 56,000 静岡県 土屋　隆司 20,000

岐阜県 林　成章 28,000 静岡県 坪内　祐一 36,000

岐阜県 早野　洋司 36,000 静岡県 永田　大樹 14,000

岐阜県 藤岡　幹久 12,000 静岡県 夏目　和典 26,000

岐阜県 藤根　大樹 26,000 静岡県 根津　英明 14,000

岐阜県 堀内　尚哉 28,000 静岡県 野崎　敦靖 10,000

岐阜県 真弓　信一 40,000 静岡県 藤森　大二郎 12,000

岐阜県 水野　雅彦 22,000 静岡県 堀井　達志 16,000

岐阜県 村田　一弘 52,000 静岡県 本田　雄気 24,000

岐阜県 森下　駿 14,000 静岡県 松枝　秀樹 40,000

岐阜県 山本　裕之 36,000 静岡県 松本　有己 36,000

岐阜県 李　政秀 12,000 静岡県 丸井　智和 10,000

岐阜県 渡辺　隆二 18,000 静岡県 丸山　誠二 10,000

岐阜県 和仁　恵一 14,000 静岡県 水上　高秀 36,000

静岡県 飯田　耕平 26,000 静岡県 水上　真行 12,000

静岡県 生田　克行 36,000 静岡県 宮下　あかね 120,000

静岡県 井上　博之 10,000 静岡県 三輪　雅人 26,000

静岡県 今井　正樹 32,000 静岡県 諸井　祐美 52,000

静岡県 梅原　広幸 36,000 静岡県 山口　貴久 52,000

静岡県 遠藤　光俊 44,000 静岡県 山本　稔 14,000

静岡県 大石　哲也 22,000 静岡県 吉永　英人 36,000

静岡県 尾崎　佳江 36,000 静岡県 吉村　佳二 864,000

静岡県 勝山　泰吉 36,000 静岡県 渡邊　将雄 36,000

静岡県 川上　顯雄 36,000 静岡県 渡邊　幸夫 62,000

静岡県 川口　暁生 12,000 愛知県 青木　浩一 40,000

静岡県 川崎　和芳 54,000 愛知県 芦野　賢一 26,000

静岡県 木本　妙子 36,000 愛知県 安達　敦哉 12,000

静岡県 久野　友也 26,000 愛知県 天池　純一 54,000

静岡県 斎藤　洋平 36,000 愛知県 天野　正則 84,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

愛知県 鮎川　浩一 86,000 愛知県 川口　淳子 36,000

愛知県 新井　琴奈 12,000 愛知県 川本　義清 152,000

愛知県 荒川　三千代 76,000 愛知県 菊池　和真 22,000

愛知県 生田　直樹 36,000 愛知県 菊池　秀樹 28,000

愛知県 池内　裕史 28,000 愛知県 木下　慎司 104,000

愛知県 石川　智章 134,000 愛知県 木村　浩章 42,000

愛知県 石川　泰成 10,000 愛知県 木村　昌弘 36,000

愛知県 石田　尚志 12,000 愛知県 清田　けい子 26,000

愛知県 石田　信文 10,000 愛知県 楠本　正広 36,000

愛知県 石野　誠 18,000 愛知県 熊谷　尚也 16,000

愛知県 磯谷　武史 40,000 愛知県 黒川　春樹 14,000

愛知県 市江　亮一 32,000 愛知県 桑野　篤史 20,000

愛知県 伊藤　昭弘 36,000 愛知県 古賀　準之助 24,000

愛知県 伊藤　享史 36,000 愛知県 後藤　康之 36,000

愛知県 伊藤　光 36,000 愛知県 後藤　幸弘 36,000

愛知県 伊藤　芳子 20,000 愛知県 小林　隼 10,000

愛知県 岩田　秀一 26,000 愛知県 酒井　金一 274,000

愛知県 岩田　政貢 12,000 愛知県 佐々木　鉄二 26,000

愛知県 岩藤　太輔 26,000 愛知県 笹森　裕介 26,000

愛知県 岩本　佳世 40,000 愛知県 佐藤　新 12,000

愛知県 上田　直樹 40,000 愛知県 篠崎　敏男 14,000

愛知県 上田　素子 114,000 愛知県 篠田　和伸 40,000

愛知県 海野　奈央子 24,000 愛知県 柴田　直輝 52,000

愛知県 海野　怜 36,000 愛知県 島川　克也 40,000

愛知県 江崎　希巳江 16,000 愛知県 清水　大吾 36,000

愛知県 江間　孝則 42,000 愛知県 下川　高賢 26,000

愛知県 太田　善康 36,000 愛知県 下田　公司 30,000

愛知県 大西　健一 80,000 愛知県 白川　篤典 38,000

愛知県 大橋　正幸 12,000 愛知県 末廣　真道 14,000

愛知県 岡田　明人 36,000 愛知県 末松　昌樹 26,000

愛知県 柿野　伸二郎 12,000 愛知県 杉江　純人 52,000

愛知県 加藤　圭二 36,000 愛知県 杉原　寛治 114,000

愛知県 加藤　俊介 76,000 愛知県 杉本　千秋 26,000

愛知県 加藤　剛 10,000 愛知県 鈴木　賢治 36,000

愛知県 加藤　浩幸 36,000 愛知県 鈴木　崇史 12,000

愛知県 加藤　雅人 14,000 愛知県 鈴木　武 60,000

愛知県 加藤　満夫 36,000 愛知県 春原　聡 26,000

愛知県 神谷　義巳 36,000 愛知県 住田　智勝 20,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

愛知県 曽我　信之 22,000 愛知県 深谷　央 26,000

愛知県 多賀　輝 46,000 愛知県 福田　有造 14,000

愛知県 高木　昭英 10,000 愛知県 冨士原　浩祐 42,000

愛知県 高田　修 80,000 愛知県 藤原　崇志 108,000

愛知県 高橋　美知子 26,000 愛知県 藤原　弘和 26,000

愛知県 高濱　和也 40,000 愛知県 札軒　富美夫 36,000

愛知県 竹林　紀貴 14,000 愛知県 別所　洋司 36,000

愛知県 武山　誠 36,000 愛知県 星野　友哉 12,000

愛知県 田島　和博 36,000 愛知県 細江　貴之 100,000

愛知県 田中　裕二 114,000 愛知県 細江　哲也 114,000

愛知県 田邉　章宏 40,000 愛知県 堀口　江梨子 22,000

愛知県 田邉　勉 76,000 愛知県 堀部　賢一 153,000

愛知県 田辺　義博 16,000 愛知県 堀部　美津江 40,000

愛知県 谷山　啓介 72,000 愛知県 前田　千芳利 36,000

愛知県 谷脇　和宏 12,000 愛知県 前田　広明 10,000

愛知県 茶谷　雅裕 52,000 愛知県 前渕　和也 76,000

愛知県 土本　千恵子 34,000 愛知県 松尾　力 50,000

愛知県 椿原　隆寿 14,000 愛知県 松島　弘幸 34,000

愛知県 テラハラ　マサヨシ 12,000 愛知県 松山　明敬 22,000

愛知県 遠山　慎也 36,000 愛知県 三澤　琢哉 100,000

愛知県 中西　浩和 16,000 愛知県 三品　和広 36,000

愛知県 長野　那岐 36,000 愛知県 水井　俊文 36,000

愛知県 中林　雅裕 14,000 愛知県 水野　貴之 26,000

愛知県 中村　正人 114,000 愛知県 水野　健雄 72,000

愛知県 中村　靖紀 36,000 愛知県 水野　雅文 36,000

愛知県 中村　諒 26,000 愛知県 水野　功雄 26,000

愛知県 中本　正二 88,000 愛知県 村井　悟 36,000

愛知県 西原　峯季 160,000 愛知県 村上　嘉浩 12,000

愛知県 野々山　淳 12,000 愛知県 目良　幸久 40,000

愛知県 野村　祐久 114,000 愛知県 森　久雄 140,000

愛知県 長谷川　淳一 36,000 愛知県 森川　将成 14,000

愛知県 服部　敬 28,000 愛知県 山内　康生 14,000

愛知県 英　昇 36,000 愛知県 山内　裕士 84,000

愛知県 早川　龍一 36,000 愛知県 山賀　崇 36,000

愛知県 林　香奈枝 36,000 愛知県 山岸　俊哉 36,000

愛知県 林　達彦 26,000 愛知県 山崎　俊夫 40,000

愛知県 林　寛晃 52,000 愛知県 山田　まさ子 28,000

愛知県 坂野　俊直 42,000 愛知県 山田　義宏 18,000
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愛知県 山手　一輝 71,000 滋賀県 佐橋　里知 78,000

愛知県 山本　太樹 36,000 滋賀県 篠原　喜治 36,000

愛知県 山本　正人 76,000 滋賀県 高畑　英司 16,000

愛知県 湯川　博 36,000 滋賀県 竹田　美香 26,000

愛知県 余語　春雄 40,000 滋賀県 那須　準子 10,000

愛知県 吉川　和宏 12,000 滋賀県 服部　政憲 80,000

愛知県 吉田　和彦 40,000 滋賀県 鼻戸　由美 36,000

愛知県 吉田　知弘 10,000 滋賀県 眞岡　和也 60,000

愛知県 吉田　稔 46,000 滋賀県 三吉　祥之 52,000

愛知県 吉村　実 52,000 滋賀県 柳原　和範 30,000

愛知県 若林　正和 72,000 滋賀県 山口　剛司 14,000

愛知県 渡辺　隆男 14,000 京都府 青山　裕 36,000

三重県 魚見　忠久 36,000 京都府 石原　駿太 40,000

三重県 大倉　秀久 76,000 京都府 今村　貞洋 34,000

三重県 大畑　俊一 36,000 京都府 内山　亘 104,000

三重県 加藤　義人 14,000 京都府 内海　敏夫 36,000

三重県 北岡　康郎 14,000 京都府 大瀬　裕之 26,000

三重県 後藤　周一 36,000 京都府 大西　茂 72,000

三重県 小林　周一 14,000 京都府 岡田　英之 10,000

三重県 阪　学 36,000 京都府 奥　圭司良 38,000

三重県 鈴村　栄久 60,000 京都府 奥野　雄一 12,000

三重県 高橋　芳夫 100,000 京都府 金岡　秀晃 40,000

三重県 谷奥　良文 76,000 京都府 金子　嘉晃 36,000

三重県 畑名　計伸 36,000 京都府 鎌田　陽介 12,000

三重県 藤井　信之 18,000 京都府 北澤　真一 26,000

三重県 増見　宗一郎 36,000 京都府 木下　奈美 10,000

三重県 松本　和久 26,000 京都府 木村　直義 12,000

三重県 山路　健太 43,000 京都府 越野　寿成 14,000

三重県 山室　正尚 12,000 京都府 小島　清成 36,000

三重県 吉川　友規 36,000 京都府 坂根　範彦 36,000

滋賀県 阿蘓　久志 18,000 京都府 佐藤　好則 36,000

滋賀県 荒木　潤一 34,000 京都府 塩田　修平 26,000

滋賀県 出野　朋英 36,000 京都府 塩田　大介 46,000

滋賀県 上川　孝男 34,000 京都府 下西　健史 124,000

滋賀県 大西　亜希子 228,000 京都府 白石　和正 62,000

滋賀県 柏倉　正範 14,000 京都府 末廣　展久 12,000

滋賀県 葛川　睦 16,000 京都府 菅沼　成輝 40,000

滋賀県 小泉　聡 36,000 京都府 鈴木　直樹 24,000
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京都府 田村　譲 36,000 大阪府 大浅　康平 36,000

京都府 鳥山　浩康 42,000 大阪府 大池　貴史 140,000

京都府 中村　晃輔 40,000 大阪府 大倉　弘士 36,000

京都府 中山　貴弘 16,000 大阪府 大迫　正史 12,000

京都府 野田　安信 36,000 大阪府 大澤　昌宏 16,000

京都府 松井　隆明 36,000 大阪府 大出　和孝 14,000

京都府 松浦　恵美子 36,000 大阪府 尾形　健一 22,000

京都府 松本　良文 42,000 大阪府 岡本　将央 40,000

京都府 松山　徹 40,000 大阪府 岡本　倫代 100,000

京都府 村田　裕政 40,000 大阪府 奥野　亜妃子 10,000

京都府 安村　優巨 26,000 大阪府 香川　秀秋 42,000

京都府 山崎　誠二 34,000 大阪府 垣内　俊彦 20,000

京都府 吉田　強志 18,000 大阪府 勝野　耕治 52,000

京都府 渡辺　慶宏 12,000 大阪府 勝藤　大輔 52,000

大阪府 青木　宏実 36,000 大阪府 金森　浩平 40,000

大阪府 阿比野　隆義 30,000 大阪府 金田　善俊 36,000

大阪府 雨河　竜夫 36,000 大阪府 亀山　貞 150,000

大阪府 有馬　敬介 10,000 大阪府 狩場　孝治 26,000

大阪府 有馬　純一 140,000 大阪府 川崎　理恵 12,000

大阪府 池田　晴勝 36,000 大阪府 神田　資大 12,000

大阪府 石井　康晴 60,000 大阪府 神田　博之 54,000

大阪府 石川　尚隆 40,000 大阪府 岸上　仁 36,000

大阪府 石田　明美 36,000 大阪府 北代　優雅 62,000

大阪府 石田　恒司 36,000 大阪府 北谷　龍平 36,000

大阪府 石田　重央 10,000 大阪府 北野　直 36,000

大阪府 石谷　真 36,000 大阪府 北村　和雄 10,000

大阪府 伊田　剛章 40,000 大阪府 絹巻　和美 12,000

大阪府 伊藤　宗太郎 36,000 大阪府 金　泰慶 40,000

大阪府 井上　富雄 36,000 大阪府 黒田　賢一 14,000

大阪府 岩本　健児 36,000 大阪府 後藤　基志 52,000

大阪府 植田　智博 42,000 大阪府 小西　克彦 36,000

大阪府 上田　博之 52,000 大阪府 木本　誠 26,000

大阪府 上田　祐司 14,000 大阪府 小林　正弥 10,000

大阪府 鵜澤　良則 36,000 大阪府 小南　賢二 34,000

大阪府 氏野　ヒデ子 40,000 大阪府 今埜　京子 14,000

大阪府 内海　暁子 10,000 大阪府 齋藤　秀一 36,000

大阪府 宇野　吉裕 26,000 大阪府 酒井　智 76,000

大阪府 鵜浦　一久 70,000
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大阪府 坂梨　和晴 36,000 大阪府 難波　嘉彦 100,000

大阪府 佐藤　忠義 34,000 大阪府 西川　健 12,000

大阪府 芝田　正樹 42,000 大阪府 西田　茂 26,000

大阪府 白井　泰 36,000 大阪府 西中　邦拓 16,000

大阪府 末安　洋 20,000 大阪府 野瀬　啓三 38,000

大阪府 杉本　佳代 12,000 大阪府 野田　歩 12,000

大阪府 鈴木　稔秀 22,000 大阪府 延澤　祥一 24,000

大阪府 鈴木　基弘 76,000 大阪府 長谷　智文 36,000

大阪府 澄川　慎司 36,000 大阪府 畠山　大志 12,000

大阪府 髙田　幸男 10,000 大阪府 浜岡　康夫 48,000

大阪府 滝本　克徳 26,000 大阪府 浜崎　新 36,000

大阪府 瀧谷　哲生 40,000 大阪府 林　達也 42,000

大阪府 竹内　和代 36,000 大阪府 平山　喬司 42,000

大阪府 竹田　尚人 38,000 大阪府 広瀬　拓也 24,000

大阪府 田中　諭 228,000 大阪府 廣田　洸樹 22,000

大阪府 田中　暢 200,000 大阪府 藤井　容子 14,000

大阪府 田中　智大 26,000 大阪府 藤岡　宏文 40,000

大阪府 田辺　泰孝 12,000 大阪府 藤澤　豊治 34,000

大阪府 谷口　みのり 38,000 大阪府 別役　敏幸 36,000

大阪府 谷本　忠義 32,000 大阪府 本田　沙織 36,000

大阪府 千佐　緑 10,000 大阪府 前田　嘉寿夫 16,000

大阪府 千葉　暢一 40,000 大阪府 前田　知哉 10,000

大阪府 茶谷　徳啓 20,000 大阪府 前田　幸夫 50,000

大阪府 辻　敬一 38,000 大阪府 松井　克栄 10,000

大阪府 津村　裕子 58,000 大阪府 松岡　展弘 36,000

大阪府 寺師　久智 10,000 大阪府 松下　祐樹 14,000

大阪府 床田　宗隆 16,000 大阪府 松本　義政 48,000

大阪府 冨田　壮一 24,000 大阪府 南　将晃 14,000

大阪府 永井　孝尚 28,000 大阪府 宮尾　昂佑 18,000

大阪府 永井　剛 26,000 大阪府 宮本　久美 28,000

大阪府 中川　一之 26,000 大阪府 村井　尚子 28,000

大阪府 中川　良三 12,000 大阪府 村尾　光弘 10,000

大阪府 中津　正利 12,000 大阪府 村上　英樹 52,000

大阪府 仲辻　猛士 104,000 大阪府 村田　金子 18,000

大阪府 中辻　猛 36,000 大阪府 森　康祐 48,000

大阪府 永平　貴嗣 26,000 大阪府 八木　美佐子 16,000

大阪府 中村　優美 54,000 大阪府 安田　有沙 40,000

大阪府 中山　雅道 26,000 大阪府 康田　英勝 114,000
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大阪府 矢野川　慎一 22,000 兵庫県 坂本　美穂 12,000

大阪府 山田　茂善 12,000 兵庫県 塩見　高志 36,000

大阪府 芳田　豊司 26,000 兵庫県 下宮　良庸 40,000

大阪府 依岡　高弘 16,000 兵庫県 庄瀬　祥晃 52,000

大阪府 若杉　公一 164,000 兵庫県 新宅　雅義 26,000

大阪府 脇　耕二 36,000 兵庫県 杉本　秀之 36,000

大阪府 脇川　伸治 26,000 兵庫県 砂田　純平 26,000

大阪府 渡辺　宏志 36,000 兵庫県 太白　守貞 100,000

兵庫県 青木　一憲 12,000 兵庫県 平　和樹 36,000

兵庫県 浅井　邦光 14,000 兵庫県 田上　雄一 50,000

兵庫県 淺沼　知宣 55,000 兵庫県 瀧川　信二 124,000

兵庫県 井口　秀人 16,000 兵庫県 田島　雄 12,000

兵庫県 今井　邦彦 18,000 兵庫県 田中　英治 36,000

兵庫県 今井　利憲 28,000 兵庫県 田中　浩司 100,000

兵庫県 今井　啓登 36,000 兵庫県 田中　浩太郎 72,000

兵庫県 大形　茂雄 14,000 兵庫県 田中　信幸 36,000

兵庫県 大滝　亮輔 36,000 兵庫県 谷口　健二 82,000

兵庫県 岡田　利夫 24,000 兵庫県 田村　優介 94,000

兵庫県 緒方　文人 54,000 兵庫県 俵　武尊 38,000

兵庫県 岡本　健一郎 36,000 兵庫県 辻下　泰史 170,000

兵庫県 奥平　和良 118,000 兵庫県 津田　和之 72,000

兵庫県 長田　靖 14,000 兵庫県 泊　美里 26,000

兵庫県 小野　誠之 26,000 兵庫県 永井　新治郎 36,000

兵庫県 小野　博信 10,000 兵庫県 中尾　雅彦 36,000

兵庫県 尾上　賢 52,000 兵庫県 中尾　佳裕 12,000

兵庫県 小野田　孝 12,000 兵庫県 中川　英博 36,000

兵庫県 加藤　さと子 10,000 兵庫県 中島　秋彦 46,000

兵庫県 亀原　圭一 36,000 兵庫県 中嶋　司 36,000

兵庫県 河村　浩司 20,000 兵庫県 永野　誠 26,000

兵庫県 北川　善也 10,000 兵庫県 中野　好朗 10,000

兵庫県 木村　孝志 36,000 兵庫県 中村　睦 14,000

兵庫県 木本　志朗 48,000 兵庫県 中村　伸生 12,000

兵庫県 児嶋　勝也 52,000 兵庫県 西口　朋子 36,000

兵庫県 齋藤　匡美 36,000 兵庫県 野口　憲吾 24,000

兵庫県 齋藤　充洋 36,000 兵庫県 野村　幸太郎 36,000

兵庫県 坂上　雄司 26,000 兵庫県 灰崎　恭一 52,000

兵庫県 坂口　真史 26,000 兵庫県 林　総一 14,000

兵庫県 坂田　俊男 36,000 兵庫県 日吉　尚生 36,000
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兵庫県 福井　正樹 18,000 奈良県 橋本　三佐代 12,000

兵庫県 福原　恒 192,000 奈良県 前田　宗幸 140,000

兵庫県 藤井　道円 10,000 奈良県 村田　勝則 50,000

兵庫県 藤林　清嗣 36,000 奈良県 室崎　伸二 36,000

兵庫県 古庄　健 84,000 奈良県 八巻　敏幸 52,000

兵庫県 鉾之原　沙樹 36,000 奈良県 吉川　実保 26,000

兵庫県 堀　裕子 26,000 和歌山県 大嶋　研三 150,000

兵庫県 本田　真澄 10,000 和歌山県 小上　晃宏 36,000

兵庫県 前田　泰資 12,000 和歌山県 高野　郁晴 64,000

兵庫県 松尾　健一郎 114,000 和歌山県 谷口　和也 36,000

兵庫県 松岡　正純 36,000 和歌山県 田村　修志 38,000

兵庫県 真次　知秀 36,000 和歌山県 中口　規弘 36,000

兵庫県 松永　久美子 14,000 和歌山県 福井　大輔 26,000

兵庫県 萬谷　喜一 36,000 岡山県 石井　義孝 36,000

兵庫県 三木　啓介 26,000 岡山県 大西　直規 210,000

兵庫県 村本　真甲夫 76,000 岡山県 岡　章義 36,000

兵庫県 森　裕司 76,000 岡山県 上山　伸也 36,000

兵庫県 森　真智子 68,000 岡山県 茅原　悠紀 36,000

兵庫県 森川　理 36,000 岡山県 川崎　良二 60,000

兵庫県 森本　譲 36,000 岡山県 香山　豊 10,000

兵庫県 藪本　訓弘 26,000 岡山県 小坂　顕太郎 12,000

兵庫県 山口　恭平 26,000 岡山県 重松　英臣 52,000

兵庫県 湯浅　祥弘 36,000 岡山県 妹尾　孝司 36,000

兵庫県 湯原　厚夫 20,000 岡山県 田鎖　武 10,000

兵庫県 横山　善英 36,000 岡山県 武田　隼人 174,000

兵庫県 吉田　寛 76,000 岡山県 藤間　健 36,000

兵庫県 吉村　圭史 10,000 岡山県 時岡　史明 38,000

奈良県 伊藤　眞廣 24,000 岡山県 則本　敦 36,000

奈良県 浦田　正弘 38,000 岡山県 日根野谷　一 14,000

奈良県 枝川　篤永 140,000 岡山県 松本　浩揮 14,000

奈良県 荻田　卓 50,000 岡山県 宮田　貴志 10,000

奈良県 奥西　良康 36,000 岡山県 安原　隆雄 14,000

奈良県 河本　真紀 10,000 岡山県 横田　悟 12,000

奈良県 岸本　哲彦 12,000 広島県 井本　晃司 12,000

奈良県 喜多　信行 30,000 広島県 馬越　雅治 10,000

奈良県 辻井　茂 26,000 広島県 柏田　昌哉 36,000

奈良県 寺田　仁郎 52,000 広島県 片岡　慎二 28,000

奈良県 橋本　恵介 12,000 広島県 川上　良子 80,000
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広島県 北川　博彰 42,000 愛媛県 小林　弘和 36,000

広島県 北村　浩平 14,000 愛媛県 重松　晃 36,000

広島県 久保　尚史 20,000 愛媛県 篠原　俊二 18,000

広島県 白木　清子 12,000 愛媛県 谷本　圭吾 36,000

広島県 末廣　英治 36,000 愛媛県 中島　浩一郎 36,000

広島県 鈴藤　建二 12,000 愛媛県 真川　祥一 26,001

広島県 瀬尾　幸江 10,000 愛媛県 森井　知典 54,000

広島県 高橋　英樹 36,000 福岡県 秋月　龍胆 12,000

広島県 高橋　英輝 36,000 福岡県 安部　亘 42,000

広島県 田中　出 108,000 福岡県 池田　信博 36,000

広島県 谷口　靖男 22,000 福岡県 上原　光博 36,000

広島県 中野　徹 26,000 福岡県 大久保　安見 20,000

広島県 原田　謙 90,000 福岡県 大野　良一 14,000

広島県 春木　泰行 22,000 福岡県 大村　重成 12,000

広島県 藤澤　祐作 28,000 福岡県 小川　勝己 250,000

広島県 三原　尚 36,000 福岡県 小川　慶史 28,000

広島県 宮口　雅夫 40,000 福岡県 鎌田　慶太 10,000

広島県 村岡　賢一郎 36,000 福岡県 亀村　泰司 12,000

広島県 山内　正規 28,000 福岡県 川口　貴史 24,000

山口県 沖　和也 24,000 福岡県 木原　芳夫 14,000

山口県 久保　和彦 36,000 福岡県 久保　克紀 42,000

山口県 倉田　沙登美 26,000 福岡県 倉田　毅 36,000

山口県 柴田　正幸 100,000 福岡県 国分　博希 12,000

山口県 竹本　有光 44,000 福岡県 小島　忠義 26,000

山口県 中嶋　健聖 26,000 福岡県 古城　沙保理 36,000

山口県 中田　伸治 72,000 福岡県 小林　龍己 12,000

山口県 野口　博史 30,000 福岡県 古森　美紀 40,000

山口県 宮崎　啓介 10,000 福岡県 小柳　毅 50,000

徳島県 八田　次郎 104,000 福岡県 佐々木　美由紀 10,000

徳島県 林　英司 60,000 福岡県 佐藤　弘 36,000

徳島県 山口　稔 18,000 福岡県 佐藤　靖浩 16,000

香川県 伊藤　謙 36,000 福岡県 下村　晋 14,000

香川県 岩田　生子 44,000 福岡県 末松　広実 10,000

香川県 佐藤　和彦 50,000 福岡県 鈴木　卓也 10,000

香川県 藤原　英起 34,000 福岡県 角　雅章 76,000

愛媛県 相原　敬 22,000 福岡県 高木　晟 36,000

愛媛県 尾崎　文紀 42,000 福岡県 高橋　吉宏 54,000

愛媛県 越智　紳一郎 114,000 福岡県 武内　富士夫 36,000



都道府県 寄附者氏名 寄附金額 都道府県 寄附者氏名 寄附金額

福岡県 立石　美眞子 20,000 長崎県 野中　文陽 12,000

福岡県 田中　久善 36,000 熊本県 川口　英明 36,000

福岡県 友岡　泰明 26,000 熊本県 川崎　勉 115,000

福岡県 長尾　吉伸 12,000 熊本県 高橋　徹 36,000

福岡県 中島　洋平 98,000 熊本県 田端　徳雄 50,000

福岡県 永野　賢一 18,000 熊本県 中川　弘彰 72,000

福岡県 中村　昭司 18,000 熊本県 西山　博 10,000

福岡県 楢木野　仁司 36,000 熊本県 牧　信宏 36,000

福岡県 野田　周 12,000 熊本県 松川　豪策 36,000

福岡県 野村　明生 26,000 熊本県 森　寛行 40,000

福岡県 花田　浩昭 40,000 熊本県 笠　直喜 36,000

福岡県 原　典久 16,000 大分県 佐藤　城治 18,000

福岡県 春田　和哉 58,000 大分県 島田　真一朗 18,000

福岡県 福島　純二 36,000 大分県 牟田口　和昭 40,000

福岡県 藤井　康作 26,000 宮崎県 黒木　裕平 26,000

福岡県 藤山　修司 78,000 宮崎県 古角　哲也 36,000

福岡県 本田　信義 62,000 宮崎県 後藤　秀実 22,000

福岡県 前田　謙太郎 20,000 宮崎県 長野　正典 114,000

福岡県 松成　康生 218,000 宮崎県 野中　隆史 40,000

福岡県 三井所　嘉彦 26,000 宮崎県 外赤　修 14,000

福岡県 光武　慎一朗 52,000 鹿児島県 相川　裕 12,000

福岡県 宮本　正成 36,000 鹿児島県 奥田　弘志 54,000

福岡県 森園　茂明 10,000 鹿児島県 野口　秀平 10,000

福岡県 彌永　秀樹 50,000 鹿児島県 林　豊秀 418,000

福岡県 山浦　寛 14,000 鹿児島県 福井　秀樹 52,000

福岡県 弓指　恵一 36,000 鹿児島県 安田　将 42,000

福岡県 横山　昌幸 76,000 沖縄県 島田　学 105,000

佐賀県 鈴木　浩 14,000 沖縄県 仲田　真吾 36,000

佐賀県 富崎　謙二 28,000 沖縄県 前加良　太作 72,000

長崎県 有里　恭一 36,000 沖縄県 松田　直幸 36,000

長崎県 音なぎ　通洋 72,000 沖縄県 三戸　正人 12,000

長崎県 折原　里枝 12,000 沖縄県 與座　浩次 18,000

長崎県 北村　啓二 36,000

長崎県 久保川　莉紗 10,000 【事業者等寄附】 (単位:円)

長崎県 徳永　耕一 24,000

長崎県 永江　勝則 36,000

長崎県 中島　亮 52,000 80,000

長崎県 中村　誠一 36,000

団体名称 寄附金額

アサヒビール株式会社茨城工場


