
     平成２９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 浅井　光範 44,000 北海道 西田　哲治 36,000

北海道 浅野　洋平 12,000 北海道 西村　英夫 10,000

北海道 今井　芳枝 18,000 北海道 橋本　勇二 12,000

北海道 今村　仁彦 10,000 北海道 服部　佳子 14,000

北海道 内田　智文 20,000 北海道 濱本　季子 10,000

北海道 大岡　賢司 210,000 北海道 林　友翔 12,000

北海道 大津　秀隆 68,000 北海道 原谷　健太郎 12,000

北海道 岡田　義広 26,000 北海道 樋口　眞琴 30,000

北海道 岡部　真美 150,000 北海道 久滝　俊博 12,000

北海道 長内　正宏 13,000 北海道 平松　基生 50,000

北海道 勝田　茂 20,000 北海道 古川　将太 44,000

北海道 紙谷　寛之 58,000 北海道 星野　真 38,000

北海道 亀山　弘子 36,000 北海道 前田　輪嘉幹 26,000

北海道 川森　英夫 10,000 北海道 増田　美智代 40,000

北海道 菊島　真 12,000 北海道 増田　靖士 40,000

北海道 北川　寛 10,000 北海道 水上　弘 64,000

北海道 木村　武将 58,000 北海道 皆川　裕樹 134,000

北海道 久保田　賢 14,000 北海道 南　登志靖 50,000

北海道 小坂　義弘 28,000 北海道 峯　和樹 44,000

北海道 小林　克久 100,000 北海道 森　貴之 12,000

北海道 齋木　大 12,000 北海道 森山　豊 36,000

北海道 坂井　俊紀 56,000 北海道 山田　淳 12,000

北海道 坂本　和也 46,000 北海道 山中　清光 18,000

北海道 坂本　哲也 46,000 青森県 石野　睦子 10,000

北海道 佐々木　あや子 34,000 青森県 岩村　暢寿 18,000

北海道 渋谷　啓二 12,000 青森県 古川　早苗 10,000

北海道 島崎　秀夫 98,000 青森県 玉山　公基 20,000

北海道 島田　茂樹 12,000 青森県 成田　清彦 30,000

北海道 清水　乾 26,000 青森県 三國谷　恵 28,000

北海道 菅野　亮則 34,000 青森県 山本　浩平 10,000

北海道 相馬　学 28,000 岩手県 猪股　智 26,000

北海道 高松　裕志 38,000 岩手県 大澤　泰介 20,000

北海道 高宮　央 26,000 岩手県 貝淵　俊光 36,000

北海道 髙栁　佳代 10,000 岩手県 加藤　健治 30,000

北海道 種畑　昌明 10,000 岩手県 紺野　祐樹 35,000

北海道 富永　晃広 38,000 岩手県 斉藤　文子 12,000

北海道 中村　哲久 26,000 岩手県 堺田　幸志 34,000

(単位:円)(敬称略)
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岩手県 鈴木　裕司 16,000 宮城県 守屋　雄司 58,000

岩手県 田鎖　健一 12,000 秋田県 会田　寛隆 32,000

岩手県 沼田　徳生 20,000 秋田県 石井　貴幸 10,000

岩手県 松舘　邦彦 14,000 秋田県 磯崎　悠耶 14,000

岩手県 柳谷　茂夫 10,000 秋田県 木内　崇 10,000

宮城県 阿部　豪友 50,000 秋田県 高橋　孝志 10,000

宮城県 飯島　健三 50,000 秋田県 田口　裕也 14,000

宮城県 泉谷　政義 10,000 秋田県 田村　康樹 36,000

宮城県 一條　和彦 10,000 秋田県 和田　勉 22,000

宮城県 大場　信行 138,000 山形県 阿蘓　仁一 56,000

宮城県 小笠原　純 12,000 山形県 臼井　賢司 30,000

宮城県 小笠原　弘之 54,000 山形県 小野　徹 22,000

宮城県 小高　雄悦 60,000 山形県 高橋　秀也 10,000

宮城県 小野　省太 28,000 山形県 谷口　隆 72,000

宮城県 川島　宣人 36,000 山形県 藤田　登志也 300,000

宮城県 菅野　俊也 28,000 山形県 星川　仁人 18,000

宮城県 國方　彦志 96,000 山形県 本間　龍介 50,000

宮城県 齋藤　清文 500,000 福島県 青山　和彦 46,000

宮城県 齊藤　晴也 18,000 福島県 赤間　周四郎 12,000

宮城県 齊藤　徹 18,000 福島県 安島　誠 10,000

宮城県 櫻場　一郎 10,000 福島県 阿部　正 18,000

宮城県 芝山　丈晴 10,000 福島県 荒木　壯 16,000

宮城県 鈴木　健一 100,000 福島県 五十嵐　盛雄 34,000

宮城県 武田　茂敬 12,000 福島県 石川　崇 35,000

宮城県 田畑　正伍 10,000 福島県 小林　磨巧 100,000

宮城県 富川　学 10,000 福島県 菅谷　敏 10,000

宮城県 中川　政行 10,000 福島県 須永　佳央 76,000

宮城県 中田　公夫 22,000 福島県 関根　庸 36,000

宮城県 新沼　篤 80,000 福島県 高瀬　英剛 24,000

宮城県 沼倉　和彦 32,000 福島県 高野　和広 50,000

宮城県 根本　卓 10,000 福島県 竹田　盛洋 30,000

宮城県 畑本　健人 16,000 福島県 立石　乃輔 150,000

宮城県 畑本　健人 11,000 福島県 田部　周市 36,000

宮城県 藤田　央 90,000 福島県 服部　尚士 48,000

宮城県 古井　直栄 50,000 茨城県 浅見　康文 50,000

宮城県 堀川　長寛 24,000 茨城県 阿部　仁 100,000

宮城県 三浦　智宏 16,000 茨城県 荒井　慎一郎 10,000

宮城県 森下　重貞 50,000 茨城県 新井　敏夫 20,000
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茨城県 飯島　貴志 100,000 茨城県 加葉田　究 30,000

茨城県 飯塚　武 12,000 茨城県 鏑木　正樹 50,000

茨城県 猪狩　秀夫 200,000 茨城県 河合　厚 10,000

茨城県 池田　謙一 20,000 茨城県 河合　毅 30,000

茨城県 石井　輝男 400,000 茨城県 河野　光弘 12,000

茨城県 石井　友弥 96,000 茨城県 木口　雅生 10,000

茨城県 石川　英子 32,000 茨城県 北井　浩一 50,000

茨城県 石田　賀子 10,000 茨城県 北薗　祐也 10,000

茨城県 石津　儀治 36,000 茨城県 北薗　祐也 10,000

茨城県 磯野　里江 18,000 茨城県 草尾　豊 36,000

茨城県 稲村　典昭 24,000 茨城県 工藤　美奈子 14,000

茨城県 猪又　豪洋 10,000 茨城県 久保田　龍夫 10,000

茨城県 井場　貴教 14,000 茨城県 熊谷　博 24,000

茨城県 岩田　孝之 10,000 茨城県 小林　律之 18,000

茨城県 岩永　勝 10,000 茨城県 小森　賢良 70,000

茨城県 牛尾　幸光 10,000 茨城県 小森　良容 24,000

茨城県 潮田　秀顕 10,000 茨城県 小山　賀津登 36,000

茨城県 碓井　隆司 130,000 茨城県 齋藤　寛 20,000

茨城県 宇野　仁美 32,000 茨城県 坂　良太 14,000

茨城県 江口　八治郎 10,000 茨城県 酒井　健司 22,000

茨城県 海老原　寿人 350,000 茨城県 櫻井　敏雄 400,000

茨城県 遠藤　充 50,000 茨城県 櫻井　正子 300,000

茨城県 及川　正巳 12,000 茨城県 佐藤　勇 60,000

茨城県 大竹　勇太 52,000 茨城県 佐藤　健一 80,000

茨城県 岡崎　洋平 14,000 茨城県 佐藤　誠志 10,000

茨城県 岡野　和幸 24,000 茨城県 志鎌　明人 18,000

茨城県 小川　勝浩 20,000 茨城県 柴山　博治 24,000

茨城県 小口　奈津美 42,000 茨城県 島田　憲成 10,000

茨城県 小倉　浩幸 10,000 茨城県 鈴木　淳 28,000

茨城県 尾崎　幸一郎 48,000 茨城県 鈴木　真也 16,000

茨城県 柿田　穣 20,000 茨城県 鈴木　慎弥 16,000

茨城県 笠川　輝章 10,000 茨城県 鈴木　光雄 10,000

茨城県 風見　学 20,000 茨城県 鈴木　義弘 20,000

茨城県 梶山　義孝 28,000 茨城県 蔵渕　智和 106,000

茨城県 柏原　中 26,000 茨城県 高岩　圭司 14,000

茨城県 片山　雄二 14,000 茨城県 鷹巣　義幸 16,000

茨城県 金谷　大樹 132,000 茨城県 高橋　秀郎 16,000

茨城県 金子　英哲 150,000 茨城県 田﨑　正美 46,000
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茨城県 多田　康人 498,000 茨城県 丸山　雅史 80,000

茨城県 多田　由起 122,000 茨城県 水越　武 26,000

茨城県 立原　直樹 12,000 茨城県 水野　徹 20,000

茨城県 田中　耕太郎 22,000 茨城県 溝尾　祐一 42,000

茨城県 田中　洋子 10,000 茨城県 三村　賢司 18,000

茨城県 田中　博幸 24,000 茨城県 宮内　光一 16,000

茨城県 知久　明義 10,000 茨城県 村上　将俊 200,000

茨城県 槌田　武史 200,000 茨城県 八木橋　清貞 20,000

茨城県 手塚　好弘 14,000 茨城県 山口　明 10,000

茨城県 出野　隆之 36,000 茨城県 山口　和信 10,000

茨城県 遠山　暢之 12,000 茨城県 山口　裕司 26,000

茨城県 富山　光行 49,000 茨城県 山田　史江 24,000

茨城県 董　ソウチ 10,000 茨城県 大和　幸雄 10,000

茨城県 中島　有里江 40,000 茨城県 山中　正文 36,000

茨城県 長友　芳郎 50,000 茨城県 山西　裕 64,000

茨城県 中村　達也 40,000 茨城県 湯下　達広 20,000

茨城県 中山　耕一 90,000 茨城県 若林　祐市 20,000

茨城県 夏目　英克 14,000 茨城県 渡邉　克彦 52,000

茨城県 西村　篤典 24,000 茨城県 渡邉　剛 500,000

茨城県 沼尻　保 10,000 茨城県 渡辺　庸介 20,000

茨城県 沼田　大輔 26,000 栃木県 新井　勇治 34,000

茨城県 根本　実 156,000 栃木県 安齋　一三 62,000

茨城県 野村　廣雄 50,000 栃木県 石倉　信一 34,000

茨城県 蓮田　英昭 10,000 栃木県 岩間　光朗 28,000

茨城県 長谷川　靖則 20,000 栃木県 江連　明美 10,000

茨城県 長谷川　陽子 14,000 栃木県 遠藤　洋平 36,000

茨城県 畑　崇広 12,000 栃木県 大須賀　敏子 12,000

茨城県 羽生　友香 140,000 栃木県 岡田　嘉右衛門 20,000

茨城県 原　健 400,000 栃木県 金谷　裕司 12,000

茨城県 藤井　昭二 14,000 栃木県 川口　宏 10,000

茨城県 藤原　亮 70,000 栃木県 菊地　智美 12,000

茨城県 古田　一将 54,000 栃木県 君島　貴幸 12,000

茨城県 ﾍﾞﾙﾆｴ　ﾍﾗﾝｿﾜ 10,000 栃木県 齊藤　茂 36,000

茨城県 前川　正彦 16,000 栃木県 櫻井　太郎 36,000

茨城県 前田　和信 20,000 栃木県 佐藤　光弘 26,000

茨城県 松坂　雅則 364,000 栃木県 住本　哲 30,000

茨城県 松澤　剛 200,000 栃木県 長　敬史 12,000

茨城県 松本　伯正 10,000 栃木県 那花　英克 30,000
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栃木県 林　堅二 30,000 群馬県 山田　桃子 12,000

栃木県 久次　雄三 12,000 埼玉県 青木　厚 146,000

栃木県 平石　康徳 38,000 埼玉県 青木　和男 50,000

栃木県 福田　明彦 12,000 埼玉県 青木　健児 32,000

栃木県 福田　健次 36,000 埼玉県 青木　純 36,000

栃木県 船越　政範 70,000 埼玉県 青山　慎一郎 36,000

栃木県 細田　弥生 62,000 埼玉県 赤井　洋平 26,000

栃木県 松田　健司 10,000 埼玉県 小豆畑　知広 16,000

栃木県 松本　せつ子 10,000 埼玉県 足立　圭一郎 18,000

栃木県 宮下　恭子 50,000 埼玉県 安達　健 20,000

栃木県 山口　岳史 20,000 埼玉県 阿部　大隼 60,000

栃木県 山本　容子 12,000 埼玉県 荒木　学 38,000

栃木県 吉川　國子 10,000 埼玉県 荒深　真裕子 12,000

群馬県 相澤　智弘 228,000 埼玉県 安藤　正 18,000

群馬県 岩﨑　俊弥 20,000 埼玉県 飯島　純 16,000

群馬県 岩崎　智行 32,000 埼玉県 飯嶋　淳滋 200,000

群馬県 大川　雄巳 34,000 埼玉県 飯野　洋志 32,000

群馬県 岡澤　智孝 50,000 埼玉県 池田　朗 50,000

群馬県 岡島　進 20,000 埼玉県 池田　脩一 10,000

群馬県 小倉　隆一 20,000 埼玉県 石川　啓 16,000

群馬県 加藤　広行 10,000 埼玉県 井田　信昭 26,000

群馬県 加藤　竜司 22,000 埼玉県 市川　明子 100,000

群馬県 金子　恵輔 10,000 埼玉県 市原　宏美 36,000

群馬県 小磯　宗弘 134,000 埼玉県 伊東　飛鳥 18,000

群馬県 齊藤　徳之 44,000 埼玉県 伊藤　英子 10,000

群馬県 境原　和樹 10,000 埼玉県 伊東　新治 42,000

群馬県 猿橋　正樹 10,000 埼玉県 伊藤　英樹 62,000

群馬県 渋谷　広之 20,000 埼玉県 稲垣　寛至 30,000

群馬県 角野　博之 22,000 埼玉県 井上　篤典 50,000

群馬県 関口　象一 36,000 埼玉県 井上　諭 10,000

群馬県 相馬　暢晃 10,000 埼玉県 井上　政幸 16,000

群馬県 高田　和広 34,000 埼玉県 井部　允昭 100,000

群馬県 高橋　さとみ 24,000 埼玉県 今村　直樹 18,000

群馬県 龍城　宏典 400,000 埼玉県 入澤　佳見 36,000

群馬県 棚橋　得有 24,000 埼玉県 岩井　雅夫 14,000

群馬県 南雲　明 32,000 埼玉県 岩滝　直大 16,000

群馬県 林　邦雄 96,000 埼玉県 上田　真也 74,000

群馬県 門傳　剛 28,000 埼玉県 鵜飼　淨 256,000
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埼玉県 臼倉　靖士 36,000 埼玉県 北川　雄基郎 12,000

埼玉県 鵜沼　照美 22,000 埼玉県 北澤　稔 16,000

埼玉県 浦　達志 12,000 埼玉県 北村　勇治 50,000

埼玉県 上矢　宣子 12,000 埼玉県 絹張　理佳 22,000

埼玉県 江口　浩章 12,000 埼玉県 木村　卓博 12,000

埼玉県 江田　剛 16,000 埼玉県 木村　建彦 10,000

埼玉県 大内　一伸 36,000 埼玉県 曲　洪超 10,000

埼玉県 大河原　泰輔 12,000 埼玉県 窪木　良男 10,000

埼玉県 大島　栄正 50,000 埼玉県 栗原　みち子 32,000

埼玉県 大谷　翔 16,000 埼玉県 黒崎　宗宏 10,000

埼玉県 大塚　和司 36,000 埼玉県 黒須　保高 26,000

埼玉県 大西　弘人 20,000 埼玉県 小西　和幸 10,000

埼玉県 大西　美江 16,000 埼玉県 小西　隆行 16,000

埼玉県 大野　美紀 46,000 埼玉県 小林　弘典 10,000

埼玉県 大場　亮佑 16,000 埼玉県 小室　正則 44,000

埼玉県 荻野　順一郎 10,000 埼玉県 小山　裕庸 10,000

埼玉県 荻原　章弘 500,000 埼玉県 近　好美 10,000

埼玉県 小澤　秀治 76,000 埼玉県 齋藤　愛 62,000

埼玉県 小沢　拓 50,000 埼玉県 斉藤　英伸 62,000

埼玉県 越智　純一 27,000 埼玉県 齋藤　拓郎 172,000

埼玉県 小野　康治 36,000 埼玉県 斎藤　信子 16,000

埼玉県 小野　祥 34,000 埼玉県 酒井　唯史 10,000

埼玉県 小野　幹夫 18,000 埼玉県 櫻井　正 22,000

埼玉県 小野　義明 62,000 埼玉県 佐々木　雅彦 18,000

埼玉県 笠井　忍 12,000 埼玉県 笹沼　政夫 10,000

埼玉県 加藤　貴紀 40,000 埼玉県 佐藤　良輔 10,000

埼玉県 加藤　広久 220,000 埼玉県 佐野　吉弥 36,000

埼玉県 金子　利行 16,000 埼玉県 澤崎　光太 36,000

埼玉県 金子　裕之 16,000 埼玉県 宍倉　雄一 36,000

埼玉県 金子　隆一 114,000 埼玉県 篠崎　淳一 20,000

埼玉県 唐澤　隆 10,000 埼玉県 篠田　秀泰 14,000

埼玉県 烏　一男 12,000 埼玉県 柴田　雅通 14,000

埼玉県 川崎　信行 10,000 埼玉県 渋谷　協太 10,000

埼玉県 川治　利夫 130,000 埼玉県 渋谷　強 10,000

埼玉県 川島　信雄 200,000 埼玉県 清水　由紀子 200,000

埼玉県 川端　富士夫 20,000 埼玉県 白石　直樹 16,000

埼玉県 菅野　徳之 50,000 埼玉県 末田　健一 50,000

埼玉県 菊池　圭二 78,000 埼玉県 杉本　一也 10,000
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埼玉県 スギヤマ　タクヤ 36,000 埼玉県 仲　正義 10,000

埼玉県 鈴木　和正 36,000 埼玉県 中里　勇樹 12,000

埼玉県 鈴木　徹也 74,000 埼玉県 永瀬　一郎 54,000

埼玉県 鈴木　浩人 36,000 埼玉県 中田　政一 20,000

埼玉県 鈴木　康史 36,000 埼玉県 中野　翼 10,000

埼玉県 鈴木　和佳奈 10,000 埼玉県 長野　洋一 14,000

埼玉県 関根　悠馬 50,000 埼玉県 中村　豊 46,000

埼玉県 関山　裕士 34,000 埼玉県 中山　一宏 14,000

埼玉県 千賀　知樹 138,000 埼玉県 西崎　直之 10,000

埼玉県 千田　達也 60,000 埼玉県 西田　亮 36,000

埼玉県 曽我　陽介 12,000 埼玉県 西山　文康 18,000

埼玉県 曽田　正彦 10,000 埼玉県 能味　次郎 10,000

埼玉県 曽根　正次 10,000 埼玉県 野口　律奈 24,000

埼玉県 代島　克巳 24,000 埼玉県 野田　圭二 64,000

埼玉県 高沢　泰弘 12,000 埼玉県 蓮沼　喜高 36,000

埼玉県 高野　順平 103,000 埼玉県 濱尾　一郎 14,000

埼玉県 高橋　修哉 52,000 埼玉県 浜野　絢也 100,000

埼玉県 髙橋　俊哉 44,000 埼玉県 林　宏幸 16,000

埼玉県 高橋　祐登 24,000 埼玉県 原　浩一 50,000

埼玉県 高山　大 50,000 埼玉県 治田　千州 38,000

埼玉県 滝澤　久嗣 36,000 埼玉県 樋口　球也 34,000

埼玉県 瀧澤　盛和 22,000 埼玉県 畢　銘 12,000

埼玉県 武井　滋 30,000 埼玉県 福田　崇也 12,000

埼玉県 武井　治江 300,000 埼玉県 福永　耕一 10,000

埼玉県 武田　快紹 36,000 埼玉県 福本　亘 18,000

埼玉県 田代　成昭 10,000 埼玉県 藤原　弘一 36,000

埼玉県 立島　惠 10,000 埼玉県 古岡　弘好 28,000

埼玉県 田中　利穂 26,000 埼玉県 細合　浩司 20,000

埼玉県 谷島　直樹 18,000 埼玉県 細田　浩司 86,000

埼玉県 辻本　敏男 20,000 埼玉県 細沼　知則 16,000

埼玉県 手嶋　義雄 20,000 埼玉県 正木　光好 28,000

埼玉県 寺谷　友希 40,000 埼玉県 町田　佳子 16,000

埼玉県 土居　正登 38,000 埼玉県 松岡　一雄 10,000

埼玉県 德田　広樹 40,000 埼玉県 松﨑　寛 22,000

埼玉県 飛田　秀明 12,000 埼玉県 松島　雄一 44,000

埼玉県 鳥居　荘太 100,000 埼玉県 松村　繁男 12,000

埼玉県 鳥海　新 50,000 埼玉県 丸田　晃代 14,000

埼玉県 鳥海　克也 10,000 埼玉県 水野　京子 44,000
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埼玉県 水村　常人 18,000 千葉県 飯岡　誠 10,000

埼玉県 宮生　洋子 34,000 千葉県 井川　裕史 18,000

埼玉県 宮崎　裕司 12,000 千葉県 池田　進 50,000

埼玉県 六角屋　秀久 10,000 千葉県 池田　陽子 10,000

埼玉県 望月　祐輝 60,000 千葉県 池上　渉一 18,000

埼玉県 森　信男 18,000 千葉県 石田　純一 26,000

埼玉県 森川　肇 14,000 千葉県 石野　健太 12,000

埼玉県 森田　節子 26,000 千葉県 石畑　奈津 12,000

埼玉県 森田　喜紀 16,000 千葉県 市井　栄治 14,000

埼玉県 森谷　正輝 22,000 千葉県 市河　茂樹 22,000

埼玉県 諸井　美知子 54,000 千葉県 市川　寛樹 20,000

埼玉県 保川　信行 300,000 千葉県 伊藤　彰洋 24,000

埼玉県 矢野　正和 24,000 千葉県 伊藤　亮 16,000

埼玉県 矢部　友康 20,000 千葉県 稲田　義治 130,000

埼玉県 山口　和弘 16,000 千葉県 稲葉　啓子 14,000

埼玉県 山口　秀典 34,000 千葉県 井上　晃 16,000

埼玉県 山崎　一成 120,000 千葉県 井上　公太郎 50,000

埼玉県 山﨑　唯生 14,000 千葉県 今村　正昭 36,000

埼玉県 山崎　良明 20,000 千葉県 今本　敬 64,000

埼玉県 山本　秀一 12,000 千葉県 岩井　力 44,000

埼玉県 弓削田　悦司 300,000 千葉県 岩田　治 44,000

埼玉県 横山　健一郎 36,000 千葉県 岩橋　審 34,000

埼玉県 吉井　修三 22,000 千葉県 岩橋　正治 18,000

埼玉県 吉川　由似 10,000 千葉県 岩間　富男 10,000

埼玉県 吉田　眞一 106,000 千葉県 後地　雅彦 26,000

埼玉県 吉田　真 12,000 千葉県 内田　太一 36,000

埼玉県 吉水　克敏 100,000 千葉県 宇藤　薫 82,000

埼玉県 吉本　貴一 12,000 千葉県 蝦名　玄 10,000

埼玉県 米本　壽勝 44,000 千葉県 王　宇飛 22,000

埼玉県 和賀　政伸 28,000 千葉県 大作　三好 28,000

埼玉県 脇　徹雄 50,000 千葉県 大澤　宏 280,000

埼玉県 渡邉　純一 16,000 千葉県 大城　章男 20,000

千葉県 青木　宏 28,000 千葉県 大須賀　弘和 28,000

千葉県 赤津　伸子 14,000 千葉県 大村　健二 50,000

千葉県 秋山　弘司 10,000 千葉県 小柏　順 10,000

千葉県 芦谷　源一 10,000 千葉県 奥山　雅也 36,000

千葉県 天田　茂雄 36,000 千葉県 小倉　史嵩 12,000

千葉県 荒井　肇 32,000 千葉県 尾崎　洋 30,000
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千葉県 小高　知之 140,000 千葉県 小松　茂 20,000

千葉県 小野　仁 18,000 千葉県 小山　泰弘 16,000

千葉県 小野澤　修 28,000 千葉県 是枝　茂 28,000

千葉県 尾花　三智也 72,000 千葉県 斎藤　修 44,000

千葉県 大日方　仁 12,000 千葉県 齋藤　哲男 50,000

千葉県 加賀谷　均 10,000 千葉県 齊藤　晴美 12,000

千葉県 片山　賢哉 42,000 千葉県 斉藤　英明 22,000

千葉県 加藤　康次 10,000 千葉県 酒井　廣文 16,000

千葉県 加藤　美智子 18,000 千葉県 坂本　輝文 62,000

千葉県 金谷　泰久 96,000 千葉県 佐久間　信光 50,000

千葉県 金子　大介 100,000 千葉県 櫻井　康治 100,000

千葉県 金子　元樹 14,000 千葉県 佐々木　輝明 12,000

千葉県 釜崎　直人 500,000 千葉県 笹田　勝義 10,000

千葉県 軽部　哲也 12,000 千葉県 笹原　明子 18,000

千葉県 川名　隆博 36,000 千葉県 笹部　恵津子 10,000

千葉県 河野　剛彦 36,000 千葉県 指田　弘文 12,000

千葉県 儀俄　大輔 30,000 千葉県 佐生　恵一 120,000

千葉県 北島　昌昭 22,000 千葉県 佐藤　誠士 12,000

千葉県 北田　悟史 36,000 千葉県 佐藤　太紀 12,000

千葉県 北原　秀喜 36,000 千葉県 佐藤　雄 50,000

千葉県 北村　達 10,000 千葉県 三瓶　洋介 18,000

千葉県 木下　稔久 36,000 千葉県 柴田　健一郎 10,000

千葉県 日下部　浩之 12,000 千葉県 島　孝治 20,000

千葉県 國近　信吾 12,000 千葉県 嶋田　貴子 52,000

千葉県 黒川　幸詞 20,000 千葉県 島田　斉 10,000

千葉県 毛塚　邦治 10,000 千葉県 島田　正彦 12,000

千葉県 小石川　進 54,000 千葉県 清水　清美 20,000

千葉県 河野　和徳 20,000 千葉県 下山　雄大 10,000

千葉県 興梠　慧輔 50,000 千葉県 白石　進 36,000

千葉県 古賀　英明 80,000 千葉県 白鳥　大司 54,000

千葉県 小島　寛 14,000 千葉県 進藤　雅夫 30,000

千葉県 後藤　俊二 74,000 千葉県 菅原　早人 86,000

千葉県 後藤　昇 20,000 千葉県 杉谷　雅志 24,000

千葉県 後藤　英夫 18,000 千葉県 杉本　悠飛 10,000

千葉県 小西　達也 44,000 千葉県 杉山　重人 10,000

千葉県 小林　一隆 18,000 千葉県 鈴木　茂樹 12,000

千葉県 小林　正佳 30,000 千葉県 鈴木　誠二郎 148,000

千葉県 小林　慶信 28,000 千葉県 鈴木　仁 132,000
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千葉県 鈴木　宏 12,000 千葉県 天田　賢 28,000

千葉県 鈴木　芳雄 10,000 千葉県 東濱　忠良 34,000

千葉県 鈴木　善之 10,000 千葉県 年次　重男 16,000

千葉県 関　直人 10,000 千葉県 鳥居　剛 18,000

千葉県 関根　隆行 50,000 千葉県 中石　慶二 28,000

千葉県 関山　究 70,000 千葉県 中島　宏幸 50,000

千葉県 妹尾　淳 80,000 千葉県 中田　浩之 10,000

千葉県 曹　小平 132,000 千葉県 中辻　勝也 10,000

千葉県 早田　悟 12,000 千葉県 中村　健二 10,000

千葉県 染谷　直輝 34,000 千葉県 中村　優介 20,000

千葉県 反田　祐介 50,000 千葉県 成田　均 18,000

千葉県 高木　伸二 10,000 千葉県 西江　淑郎 22,000

千葉県 高草木　裕二 20,000 千葉県 西川　裕治 24,000

千葉県 高瀬　完 26,000 千葉県 西川　航 22,000

千葉県 高田　伸介 26,000 千葉県 西村　雄貴 36,000

千葉県 高橋　希矩夫 20,000 千葉県 西山　和宏 22,000

千葉県 高橋　京一 32,000 千葉県 根村　諭 22,000

千葉県 高橋　謙二 50,000 千葉県 野口　篤 50,000

千葉県 髙橋　秀一 30,000 千葉県 萩谷　修平 10,000

千葉県 高橋　哲雄 18,000 千葉県 橋本　大介 62,000

千葉県 高森　繁 58,000 千葉県 橋本　雄大 12,000

千葉県 高山　知也 62,000 千葉県 長谷川　竜也 36,000

千葉県 滝田　光章 12,000 千葉県 長谷川　文雄 100,000

千葉県 武内　俊輔 10,000 千葉県 羽田　二朗 36,000

千葉県 竹内　一 102,000 千葉県 服部　成治 30,000

千葉県 竹内　史人 10,000 千葉県 花里　功 36,000

千葉県 武田　勝幸 10,000 千葉県 濱田　留美子 12,000

千葉県 竹之下　剛 150,000 千葉県 林　亨 20,000

千葉県 田中　大介 44,000 千葉県 林田　邦男 320,000

千葉県 種谷　徳人 10,000 千葉県 原田　祐治 10,000

千葉県 田村　康 10,000 千葉県 針尾　靖彦 62,000

千葉県 俵　圭吾 50,000 千葉県 引間　正英 30,000

千葉県 近松　奈保美 20,000 千葉県 日野　恵子 50,000

千葉県 千原　章義 12,000 千葉県 日比野　佑哉 46,000

千葉県 張　楊 12,000 千葉県 平井　洋介 12,000

千葉県 土屋　豊 100,000 千葉県 平岡　真一 24,000

千葉県 鶴田　孝 34,000 千葉県 平澤　幸太 26,000

千葉県 寺本　知史 10,000 千葉県 平野　和英 30,000
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千葉県 平山　貴史 12,000 千葉県 山崎　隆之 10,000

千葉県 深井　彰 10,000 千葉県 山崎　道利 26,000

千葉県 福井　英伸 20,000 千葉県 山下　茂一 150,000

千葉県 福島　新一 20,000 千葉県 山下　浩子 28,000

千葉県 藤井　貴弘 60,000 千葉県 山田　茂雄 50,000

千葉県 藤井　拓良 80,000 千葉県 山田　亨 114,000

千葉県 藤井　亮多 54,000 千葉県 山本　久実子 78,000

千葉県 藤田　剛 16,000 千葉県 山本　太志 200,000

千葉県 藤本　幸生 10,000 千葉県 山本　拓也 36,000

千葉県 藤本　浩史 10,000 千葉県 山本　裕之 150,000

千葉県 ヘル　マント 49,000 千葉県 山本　佳弘 12,000

千葉県 星野　光風 26,000 千葉県 横山　正人 40,000

千葉県 堀上　郁夫 10,000 千葉県 吉崎　英彦 12,000

千葉県 本田　直之 10,000 千葉県 芳野　紀良 16,000

千葉県 本間　英雄 50,000 千葉県 吉村　久美子 36,000

千葉県 蒔田　康揮 12,000 千葉県 吉村　忠広 22,000

千葉県 牧之瀬　孝 54,000 千葉県 吉村　恵 14,000

千葉県 真坂　勇矢 30,000 千葉県 劉　泓彬 12,000

千葉県 松田　誠 28,000 千葉県 脇谷　隆徳 63,000

千葉県 松村　栄治 28,000 千葉県 渡辺　健太 96,000

千葉県 丸茂　孝雄 26,000 千葉県 渡辺　寿幸 10,000

千葉県 丸山　智由 60,000 東京都 相田　勇人 28,000

千葉県 三木　篤 50,000 東京都 青井　優 76,000

千葉県 三木　智隆 12,000 東京都 青戸　謙典 12,000

千葉県 水野　宏 10,000 東京都 青野　仁 1,000,000

千葉県 宮川　秀一 36,000 東京都 青野　巧 36,000

千葉県 深山　慎二 20,000 東京都 青野　史寛 300,000

千葉県 茂木　章次 10,000 東京都 赤尾　隼人 10,000

千葉県 矢口　克己 22,000 東京都 秋田　健太郎 20,000

千葉県 八子　卓 50,000 東京都 秋元　択朗 108,000

千葉県 安川　洋 28,000 東京都 秋山　勝夫 108,000

千葉県 安田　明弘 14,000 東京都 阿久澤　みどり 16,000

千葉県 安原　樹志郎 26,000 東京都 芥川　淳 12,000

千葉県 谷津　大幾 18,000 東京都 浅井　裕一 12,000

千葉県 柳澤　史朗 78,000 東京都 浅見　勲 50,000

千葉県 柳元　真介 24,000 東京都 浅利　悠生 12,000

千葉県 山内　聡 10,000 東京都 吾田　鉄司 36,000

千葉県 山口　一郎 18,000 東京都 安彦　広斉 62,000



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 阿部　京子 22,000 東京都 池田　佳乃 20,000

東京都 阿部　敬 10,000 東京都 池谷　八重子 14,000

東京都 阿部　健男 26,000 東京都 池永　洋司 10,000

東京都 阿部　達郎 74,000 東京都 池野　千夏 18,000

東京都 天野　満里子 40,000 東京都 諌山　裕一郎 96,000

東京都 天野　祐一郎 18,000 東京都 石井　正 20,000

東京都 網野　重人 100,000 東京都 石井　延幸 148,000

東京都 雨宮　美奈子 12,000 東京都 石井　宏和 36,000

東京都 新井　康平 68,000 東京都 石神　恵二 32,000

東京都 新井　亨 22,000 東京都 石川　昌一 50,000

東京都 荒木　健一 10,000 東京都 石川　雅己 30,000

東京都 荒木　萌生 36,000 東京都 石川　靖弘 110,000

東京都 有川　七重 10,000 東京都 石川　裕司 34,000

東京都 有冨　幸子 10,000 東京都 石田　佳奈 10,000

東京都 有馬　潤 50,000 東京都 石田　純哉 12,000

東京都 安藤　太一 26,000 東京都 石田　正 10,000

東京都 安藤　敬 90,000 東京都 石田　勝士 30,000

東京都 安藤　豪志 28,000 東京都 井實　博昭 32,000

東京都 安藤　豪規 12,000 東京都 石原　宏太郎 10,000

東京都 安藤　善久 80,000 東京都 石本　崇人 16,000

東京都 飯塚　淳一 32,000 東京都 石本　直樹 10,000

東京都 飯塚　裕 100,000 東京都 石山　和也 28,000

東京都 飯野　恭子 14,000 東京都 泉川　寛樹 22,000

東京都 飯野　光徳 10,000 東京都 伊勢　佑佳 10,000

東京都 飯山　正司 42,000 東京都 磯貝　武志 36,000

東京都 家入　稚奈 172,000 東京都 市川　直樹 10,000

東京都 五十嵐　清博 30,000 東京都 市野　則夫 100,000

東京都 五十嵐　昂 10,000 東京都 一松　紀行 30,000

東京都 猪狩　栄利子 18,000 東京都 出井　教雄 106,000

東京都 猪狩　勝則 8,000 東京都 伊藤　勇 36,000

東京都 井川　本子 10,000 東京都 伊藤　清 62,000

東京都 井口　耕一 12,000 東京都 伊藤　恵夫 20,000

東京都 井口　完 14,000 東京都 伊藤　滋伸 36,000

東京都 井口　満 10,000 東京都 伊藤　貴夫 28,000

東京都 池田　公洋 56,000 東京都 伊藤　宣行 20,000

東京都 池田　淳 36,000 東京都 伊藤　則久 12,000

東京都 池田　哲 44,000 東京都 伊藤　正樹 44,000

東京都 池田　裕一 18,000 東京都 伊藤　雅彦 320,000



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 伊藤　雅浩 18,000 東京都 宇田　隆典 50,000

東京都 伊藤　与里子 26,000 東京都 内　竜也 12,000

東京都 伊藤　怜司 30,000 東京都 内河　陽一郎 200,000

東京都 稲熊　秀雄 10,000 東京都 打越　佐智子 10,000

東京都 稲葉　直道 72,000 東京都 内田　晃雄 50,000

東京都 稲葉　由之 26,000 東京都 内田　愛 14,000

東京都 井上　源希 24,000 東京都 内山　喜昭 36,000

東京都 井上　幸司 50,000 東京都 梅沢　浩一 16,000

東京都 井上　宏祐 96,000 東京都 浦田　英次 20,000

東京都 井上　直 12,000 東京都 浦田　一雄 30,000

東京都 井上　泰一 600,000 東京都 浦野　雄司 16,000

東京都 井上　真文 36,000 東京都 江川　春男 26,000

東京都 井上　雄 30,000 東京都 江口　誠一郎 24,000

東京都 井上　雄祐 36,000 東京都 江越　秀一 78,000

東京都 猪股　和彦 18,000 東京都 江崎　竜一 10,000

東京都 今井　克治 100,000 東京都 江戸　將人 50,000

東京都 今井　啓之 10,000 東京都 榎内　浩之 36,000

東京都 今井　光弘 50,000 東京都 江間　篤史 18,000

東京都 今川　謙二 54,000 東京都 惠村　甲子朗 148,000

東京都 岩崎　和夫 58,000 東京都 江本　渚 94,000

東京都 岩崎　親裕 30,000 東京都 遠藤　聡 50,000

東京都 岩澤　武 20,000 東京都 遠藤　徹 10,000

東京都 岩下　善夫 30,000 東京都 遠藤　信孝 30,000

東京都 岩瀬　恵子 34,000 東京都 遠藤　肇 200,000

東京都 岩谷　洋介 38,000 東京都 遠藤　寛徳 10,000

東京都 岩堀　直樹 32,000 東京都 大石　嘉彦 10,000

東京都 上木　邦彦 10,000 東京都 大泉　育世 74,000

東京都 植島　慎介 46,000 東京都 大枝　祐介 30,000

東京都 上田　香織 10,000 東京都 大川　友佳子 28,000

東京都 上野　猛 22,000 東京都 扇田　朋彦 20,000

東京都 上野　裕之 12,000 東京都 大久保　和彦 32,000

東京都 上野　雪峰 60,000 東京都 大久保　拓也 18,000

東京都 上原　悠 18,000 東京都 大河内　啓介 28,000

東京都 宇賀神　俊之 62,000 東京都 大越　拓馬 76,000

東京都 潮田　麻友子 12,000 東京都 太田　圭祐 30,000

東京都 丑澤　正樹 10,000 東京都 太田　淳一 28,000

東京都 薄井　進 10,000 東京都 太田　努 20,000

東京都 鶉橋　研治 100,000 東京都 太田　隼人 34,000
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東京都 太田　雅章 30,000 東京都 小川　知一 12,000

東京都 太田　佳明 100,000 東京都 小川　直人 20,000

東京都 太田　義明 36,000 東京都 小川　宏 14,000

東京都 大竹　秀孝 50,000 東京都 沖　寛之 36,000

東京都 大谷　昭彦 10,000 東京都 沖江　一也 36,000

東京都 大谷　明 10,000 東京都 荻原　祐二 12,000

東京都 大谷　智子 32,000 東京都 沖山　圭佑 36,000

東京都 大塚　健司 26,000 東京都 小栗　研二郎 10,000

東京都 大塚　哲 34,000 東京都 尾崎　望 20,000

東京都 大塚　浩 10,000 東京都 長田　和清 150,000

東京都 大西　徹 12,000 東京都 小澤　祐介 12,000

東京都 大西　芳幸 14,000 東京都 小島　邦広 120,000

東京都 大沼　尚人 34,000 東京都 小田島　尚子 30,000

東京都 大野　和樹 80,000 東京都 小野　晃 106,000

東京都 大野　智之 500,000 東京都 小野　仁 18,000

東京都 大橋　弘周 12,000 東京都 小幡　悟史 18,000

東京都 大原　和之 18,000 東京都 小山　洋範 50,000

東京都 大堀　陽太郎 36,000 東京都 加賀美　妙子 12,000

東京都 大前　勝史 10,000 東京都 加賀谷　治子 20,000

東京都 大政　良二 106,000 東京都 香川　修弘 50,000

東京都 大村　泰史 12,000 東京都 柿本　夕子 36,000

東京都 大村　康二 50,000 東京都 角田　たえ子 75,000

東京都 大森　靖之 36,000 東京都 角光　佑太 20,000

東京都 大和　紘己 10,000 東京都 筧　孝太郎 10,000

東京都 岡﨑　睦未 14,000 東京都 掛谷　和俊 134,000

東京都 小笠原　豊 36,000 東京都 景山　勇樹 12,000

東京都 岡戸　秀樹 32,000 東京都 風見　真弓 12,000

東京都 岡野　功道 16,000 東京都 鹿島　定雄 14,000

東京都 岡林　大樹 32,000 東京都 樫村　幸子 20,000

東京都 岡部　憲士 14,000 東京都 柏崎　征司 50,000

東京都 岡部　健斗 10,000 東京都 片野田　志朗 50,000

東京都 岡部　昌樹 10,000 東京都 勝村　正親 20,000

東京都 岡部　有香 10,000 東京都 加藤　千典 10,000

東京都 岡村　由希子 36,000 東京都 加藤　茂樹 150,000

東京都 小川　明美 12,000 東京都 加藤　孝英 16,000

東京都 小川　和彦 18,000 東京都 加藤　貴之 50,000

東京都 小川　圭亮 24,000 東京都 加藤　丈朋 22,000

東京都 小川　忍 64,000 東京都 加藤　龍一 20,000
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東京都 上遠野　功 50,000 東京都 菊田　浩二 44,000

東京都 門山　雄一 24,000 東京都 菊池　孝 110,000

東京都 金井　達良 74,000 東京都 菊池　美穂 10,000

東京都 金岡　健 28,000 東京都 岸　純一 10,000

東京都 金田　加奈子 10,000 東京都 岸　真司 36,000

東京都 金子　弥生 18,000 東京都 岸　竜也 10,000

東京都 金子　祐輔 10,000 東京都 北川　健太郎 10,000

東京都 兼子　陽市郎 10,000 東京都 北辻　佳憲 12,000

東京都 金子　嘉秀 12,000 東京都 喜多村　成雄 32,000

東京都 金田　雅之 36,000 東京都 木野　幸江 10,000

東京都 金田　庸一 10,000 東京都 木村　衣里 28,000

東京都 兼松　浩一 14,000 東京都 木村　圭佑 28,000

東京都 鏑木　儀郎 32,000 東京都 木村　太郎 10,000

東京都 鎌谷　賢之 12,000 東京都 木村　肇 40,000

東京都 亀井　義昭 50,000 東京都 木村　寛人 38,000

東京都 鴨井　陽一郎 14,000 東京都 木村　浩幸 40,000

東京都 栢木　興太郎 20,000 東京都 木村　誠 26,000

東京都 栢森　啓一郎 32,000 東京都 木村　亮介 50,000

東京都 唐笠　弘 26,000 東京都 久賀　祥雄 10,000

東京都 唐橋　頼之 10,000 東京都 日下部　正男 108,000

東京都 川合　晋史 26,000 東京都 草間　薫 34,000

東京都 川合　拓海 36,000 東京都 工藤　愛 60,000

東京都 河合　真穂 70,000 東京都 工藤　茂樹 100,000

東京都 河合　祐子 18,000 東京都 工藤　貢 92,000

東京都 川上　和哉 22,000 東京都 國本　浩嗣 86,000

東京都 川上　和哉 22,000 東京都 久保　健一 14,000

東京都 川上　正夫 36,000 東京都 窪田　英一郎 16,000

東京都 川口　昇 34,000 東京都 久保田　圭一 10,000

東京都 川久保　智枝子 16,000 東京都 久保田　耕平 14,000

東京都 川崎　由晴 40,000 東京都 久保田　達郎 16,000

東京都 川島　敏 50,000 東京都 久保田　翼 34,000

東京都 河島　英夫 10,000 東京都 倉沢　孝敬 22,000

東京都 川嶋　啓史 40,000 東京都 倉田　和也 34,000

東京都 河田　光弘 12,000 東京都 栗原　一夫 10,000

東京都 川名　竜介 100,000 東京都 栗原　浩文 16,000

東京都 神崎　敬三 150,000 東京都 黒岩　里恵 18,000

東京都 神田　清隆 60,000 東京都 黒木　正男 12,000

東京都 菊川　隆之 22,000 東京都 黒沢　光伸 48,000
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東京都 桑島　豊彦 48,000 東京都 近藤　聡邦 36,000

東京都 桑野　洋平 12,000 東京都 近藤　信昭 20,000

東京都 郷治　友孝 12,000 東京都 今野　義仁 300,000

東京都 神田　秀樹 54,000 東京都 西城　由之 12,000

東京都 合田　泰政 48,000 東京都 齋藤　栄司 16,000

東京都 上瀧　秀貴 12,000 東京都 斎藤　健二 36,000

東京都 河野　知子 18,000 東京都 斎藤　恒次 20,000

東京都 河野　長 20,000 東京都 齋藤　隆行 16,000

東京都 小笹　めぐみ 40,000 東京都 齊藤　拓史 36,000

東京都 小島　清 18,000 東京都 齊藤　立起 30,000

東京都 小島　敏雄 16,000 東京都 斎藤　輝夫 26,000

東京都 小島　直樹 48,000 東京都 齋藤　一 16,000

東京都 小杉　徹 10,000 東京都 齊藤　浩志 10,000

東京都 小杉　佳大 54,000 東京都 齋藤　雅子 30,000

東京都 小高　康男 36,000 東京都 齋藤　正康 12,000

東京都 児玉　成志 34,000 東京都 齋藤　光弘 20,000

東京都 Kochar　Sharad 64,000 東京都 斎藤　勇樹 18,000

東京都 後藤　志真子 26,000 東京都 酒井　大輔 100,000

東京都 後藤　直樹 36,000 東京都 酒井　寛之 16,000

東京都 後藤　康秀 18,000 東京都 榊　裕子 20,000

東京都 後藤　龍学 38,000 東京都 坂田　公司 24,000

東京都 小林　章人 10,000 東京都 坂ノ下　忍 108,000

東京都 小林　和則 34,000 東京都 酒巻　俊嗣 10,000

東京都 小林　大河 10,000 東京都 坂本　和信 187,000

東京都 小林　拓 10,000 東京都 坂本　恵子 138,000

東京都 小林　智里 10,000 東京都 坂本　守 10,000

東京都 小林　秀文 20,000 東京都 坂本　睦夫 30,000

東京都 小林　弘明 30,000 東京都 櫻井　忠男 20,000

東京都 小松田　真広 50,000 東京都 櫻井　秀樹 50,000

東京都 小室　千明 12,000 東京都 佐光　美樹 22,000

東京都 小森　信和 10,000 東京都 笹川　尚子 20,000

東京都 小谷田　一詞 10,000 東京都 佐々木　鉄男 16,000

東京都 小柳　一郎 30,000 東京都 佐々木　昇 20,000

東京都 小柳　広高 28,000 東京都 佐々木　一 96,000

東京都 小山　潔人 12,000 東京都 佐々木　容子 14,000

東京都 小山　潔人 12,000 東京都 佐々木　怜奈 38,000

東京都 小山　潔人 12,000 東京都 佐々野　泰臣 32,000

東京都 今田　壮一郎 36,000 東京都 笹本　明義 132,000



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 佐藤　晶紀 10,000 東京都 島崎　武士 96,000

東京都 佐藤　泉 500,000 東京都 島崎　祐介 16,000

東京都 佐藤　加寿洋 10,000 東京都 島田　俊彦 80,000

東京都 佐藤　眞一 40,000 東京都 嶋田　秀行 16,000

東京都 佐藤　純斗 54,000 東京都 清水　潤 50,000

東京都 佐藤　隆 16,000 東京都 清水　浩一 120,000

東京都 佐藤　俊朗 10,000 東京都 清水　博行 96,000

東京都 佐藤　秀雄 12,000 東京都 志村　綾子 10,000

東京都 佐藤　文彦 96,000 東京都 志村　和秀 80,000

東京都 佐藤　雅一 36,000 東京都 シムラ　ヒトミ 36,000

東京都 佐藤　将之 10,000 東京都 下川　祐司 36,000

東京都 佐藤　真澄 22,000 東京都 下田　邦子 22,000

東京都 佐藤　夕季 18,000 東京都 下野　栄子 14,000

東京都 佐藤　庸子 10,000 東京都 下野　雅承 10,000

東京都 佐野　穰 52,000 東京都 下村　俊二 50,000

東京都 澤田　大貴 50,000 東京都 鄒　楽平 36,000

東京都 沢田　雅彦 50,000 東京都 庄﨑　渉 14,000

東京都 澤田　美穂子 14,000 東京都 庄司　貢一郎 28,000

東京都 澤田　好見 30,000 東京都 庄司　佳晃 10,000

東京都 ジェイコブス　マイケル 280,000 東京都 小豆　晃一 14,000

東京都 塩崎　正英 20,000 東京都 鄭　文植 30,000

東京都 塩野　真理 20,000 東京都 白川　壱彰 40,000

東京都 志賀　紀浩 18,000 東京都 白崎　学 10,000

東京都 仕黒　大輔 10,000 東京都 末川　久幸 270,000

東京都 市東　勇 30,000 東京都 須賀　欣也 40,000

東京都 地主　将久 100,000 東京都 菅　伸彦 10,000

東京都 篠原　淳 10,000 東京都 菅　英樹 54,000

東京都 篠原　勝治 26,000 東京都 菅野　範英 68,000

東京都 篠原　勝治 12,000 東京都 菅原　崇博 18,000

東京都 篠原　伸哉 86,000 東京都 杉原　俊裕 10,000

東京都 柴田　和樹 10,000 東京都 杉原　博茂 300,000

東京都 柴田　経 18,000 東京都 杉村　彩子 56,000

東京都 柴沼　弘行 36,000 東京都 杉村　壮介 28,000

東京都 柴橋　慶多 10,000 東京都 杉山　具子 22,000

東京都 柴原　公明 28,000 東京都 杉山　弘修 430,000

東京都 渋谷　昌幸 36,000 東京都 須崎　継之 36,000

東京都 島崎　淳 200,000 東京都 鈴木　新 54,000

東京都 島崎　正剛 20,000 東京都 鈴木　啓一 50,000



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 鈴木　聡子 18,000 東京都 高橋　千晶 28,000

東京都 鈴木　貴子 10,000 東京都 高橋　剛 12,000

東京都 鈴木　達朗 16,000 東京都 高橋　直樹 12,000

東京都 鈴木　正樹 100,000 東京都 高橋　文成 62,000

東京都 鈴木　潤 36,000 東京都 高橋　雄一 18,000

東京都 鈴木　裕二 10,000 東京都 高橋　雄治 10,000

東京都 鈴木　順仁 60,000 東京都 高橋　竜 108,000

東京都 須藤　哲典 36,000 東京都 高橋　竜一 100,000

東京都 須藤　有樹 14,000 東京都 高畑　武彦 14,000

東京都 須永　真人 62,000 東京都 髙部　智哲 10,000

東京都 角　大治朗 48,000 東京都 田上　富美子 10,000

東京都 角　博之 12,000 東京都 高森　大 24,000

東京都 住江　眞 36,000 東京都 高山　清行 200,000

東京都 瀬川　儒志 54,000 東京都 滝内　高子 148,000

東京都 関口　皓祐 96,000 東京都 瀧山　亜希 300,000

東京都 関口　健 14,000 東京都 田口　明男 20,000

東京都 関谷　恵悟 28,000 東京都 田口　健一 300,000

東京都 瀬戸　歩 10,000 東京都 田口　之康 12,000

東京都 瀬戸　優和 32,000 東京都 武井　寛之 14,000

東京都 TSAO　CHUN YI 18,000 東京都 竹内　一郎 38,000

東京都 曽　鵬 36,000 東京都 竹内　正光 40,000

東京都 早田　政孝 10,000 東京都 竹内　友理 40,000

東京都 曾我　裕介 50,000 東京都 武江　斉 10,000

東京都 曽志崎　雅史 32,000 東京都 竹岡　正博 50,000

東京都 園田　広弥 72,000 東京都 竹澤　武敏 36,000

東京都 田浦　義明 70,000 東京都 武田　純人 10,000

東京都 高居　衛 30,000 東京都 竹田　豊加州 10,000

東京都 高岡　亮寛 10,000 東京都 武田　匡永 32,000

東京都 高川　秀樹 26,000 東京都 竹山　絵利 18,000

東京都 高木　明夫 36,000 東京都 田古島　伸浩 10,000

東京都 高木　徹 10,000 東京都 田島　幹也 10,000

東京都 高岸　洋一 36,000 東京都 忠縄　龍哉 50,000

東京都 高田　大器 96,000 東京都 立石　孝 10,000

東京都 高田　塁 14,000 東京都 田戸　雅宏 16,000

東京都 高野　利幸 12,000 東京都 田中　健介 14,000

東京都 鷹野　久遠 10,000 東京都 田中　聡子 10,000

東京都 高橋　一雄 20,000 東京都 田中　淳 30,000

東京都 髙橋　卓巳 18,000 東京都 田中　俊一 12,000
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東京都 田中　孝欣 20,000 東京都 津和崎　宏児 10,000

東京都 田中　剛 10,000 東京都 デュラン　シャルル 16,000

東京都 田中　利昌 50,000 東京都 寺沢　敏章 94,000

東京都 田中　直文 18,000 東京都 天満　信夫 20,000

東京都 田中　洋 58,000 東京都 土井　宏哲 100,000

東京都 田中　悠輝 10,000 東京都 ドゥルーズ　ステファニー 16,000

東京都 田中　祐治 50,000 東京都 泊　和弘 20,000

東京都 田中　陽 48,000 東京都 富田　慎治 14,000

東京都 田中　良知 130,000 東京都 冨長　幸恵 16,000

東京都 田辺　朝雄 50,000 東京都 富安　創 20,000

東京都 田辺　雄一郎 32,000 東京都 冨吉　政貴 34,000

東京都 谷内　大祐 12,000 東京都 豊川　修一郎 18,000

東京都 谷垣　眞也 36,000 東京都 豊島　治 10,000

東京都 谷口　眞 34,000 東京都 内藤　章弘 36,000

東京都 谷口　善昭 30,000 東京都 直井　照代 36,000

東京都 谷澤　利幸 10,000 東京都 永井　晋平 34,000

東京都 玉置　肇 18,000 東京都 長井　太郎 62,000

東京都 田村　信吾 40,000 東京都 長井　敏洋 50,000

東京都 田村　年彦 32,000 東京都 永井　まり 28,000

東京都 田村　博之 30,000 東京都 永江　禎 100,000

東京都 樽本　親昌 34,000 東京都 中河　敦 40,000

東京都 蔡　英愛 24,000 東京都 中川　いち朗 16,000

東京都 千葉　克彦 10,000 東京都 中川　祥汰 12,000

東京都 千葉　雅樹 12,000 東京都 中川　秀之 10,000

東京都 中鏡　みゆき 30,000 東京都 仲川　稔 20,000

東京都 中條　裕人 104,000 東京都 長久保　樹一郎 12,000

東京都 趙　龍俊 12,000 東京都 中込　民人 10,000

東京都 帖佐　義之 10,000 東京都 長崎　隼也 12,000

東京都 辻　明久 24,000 東京都 中里　木綿子 12,000

東京都 辻　春香 10,000 東京都 中澤　眞澄 74,000

東京都 辻󠄀　浩史 150,000 東京都 中島　克子 18,000

東京都 津田　淳一郎 74,000 東京都 中島　克巳 30,000

東京都 土倉　直樹 42,000 東京都 中島　健二 300,000

東京都 土田　裕子 10,000 東京都 中島　弘道 62,000

東京都 土屋　幸二 36,000 東京都 中島　円 14,000

東京都 堤　邦彦 14,000 東京都 中島　靖博 12,000

東京都 綱島　駿 22,000 東京都 永瀬　光生 14,000

東京都 坪井　進一郎 100,000 東京都 永田　隆雄 10,000
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東京都 永田　寿夫 36,000 東京都 西村　秀彦 18,000

東京都 中田　實枝子 22,000 東京都 西山　隆雄 50,000

東京都 中西　俊博 56,000 東京都 新田　泰三 14,000

東京都 中西　康崇 100,000 東京都 二ノ宮　靖経 10,000

東京都 中野　和敏 86,000 東京都 二瓶　貴子 20,000

東京都 中野　計人 14,000 東京都 二瓶　玉生 48,000

東京都 中野　直子 14,000 東京都 沼尾　隆 46,000

東京都 中野　博美 42,000 東京都 根本　克己 12,000

東京都 中野　正之 60,000 東京都 野口　茂 26,000

東京都 中原　友美 16,000 東京都 野末　侃太 34,000

東京都 永見　浩之 50,000 東京都 野田　俊一 12,000

東京都 中道　秀夫 50,000 東京都 野田　真一郎 80,000

東京都 長嶺　公広 46,000 東京都 野田　隆志 48,000

東京都 長嶺　浩樹 36,000 東京都 野田　肇 10,000

東京都 中村　祥子 26,000 東京都 野田　典義 100,000

東京都 中村　慎似 150,000 東京都 野中　祐樹 128,000

東京都 中村　孝子 18,000 東京都 野村　団 18,000

東京都 中村　隆之 40,000 東京都 野村　容 10,000

東京都 中村　太郎 62,000 東京都 萩原　英明 18,000

東京都 中村　剛 36,000 東京都 萩原　真弓 12,000

東京都 中村　三紀 12,000 東京都 橋本　幸明 12,000

東京都 中村　美幸 34,000 東京都 橋本　昌也 30,000

東京都 中森　達也 12,000 東京都 橋本　裕介 50,000

東京都 永山　英樹 64,000 東京都 長谷川　敦史 18,000

東京都 中山　優 80,000 東京都 長谷川　一知 12,000

東京都 中山　祐一 36,000 東京都 長谷川　孝一 10,000

東京都 奈須田　緑二 10,000 東京都 長谷川　俊也 46,000

東京都 七海　勇 50,000 東京都 長谷川　祐二 10,000

東京都 西井　寿一 16,000 東京都 畑田　憲一 34,000

東京都 西河　亮輔 36,000 東京都 鉢村　剛 96,000

東京都 西澤　健太 40,000 東京都 服部　和彦 28,000

東京都 西澤　世行 30,000 東京都 服部　浩 10,000

東京都 西田　幸平 68,000 東京都 服部　雅明 34,000

東京都 西田　賢史 10,000 東京都 服部　正佑 100,000

東京都 仁科　勝利 30,000 東京都 花岡　宏一 10,000

東京都 西中　悟 106,000 東京都 花形　照美 18,000

東京都 西原　信博 86,000 東京都 浜　洋平 32,000

東京都 西村　明高 48,000 東京都 濱口　純 20,000
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東京都 浜田　学 80,000 東京都 蛭間　正信 100,000

東京都 浜辺　篤 12,000 東京都 広川　誠 50,000

東京都 浜村　雄人 10,000 東京都 廣瀬　敏之 10,000

東京都 早川　剛 36,000 東京都 広瀬　友也 28,000

東京都 林　尚吾 10,000 東京都 廣田　征二 36,000

東京都 林　達也 28,000 東京都 廣野　研一 12,000

東京都 林　知弘 32,000 東京都 廣山　一美 10,000

東京都 林　秀明 108,000 東京都 深田　鉄平 10,000

東京都 林　尚示 34,000 東京都 深田　秀正 76,000

東京都 林　幹雄 46,000 東京都 深野　章 36,000

東京都 早水　義雄 36,000 東京都 吹谷　直彦 16,000

東京都 原　興一郎 36,000 東京都 福岡　圭介 10,000

東京都 原　幸平 50,000 東京都 福岡　岳穂 20,000

東京都 原口　早苗 16,000 東京都 福島　一俊 28,000

東京都 原口　大輔 70,000 東京都 福島　達男 26,000

東京都 原園　正和 100,000 東京都 福島　寛司 18,000

東京都 原田　勝弘 32,000 東京都 福島　安秀 50,000

東京都 原田　圭一 290,000 東京都 福田　翔平 12,000

東京都 原田　博行 134,000 東京都 福田　泰生 180,000

東京都 春名　誠 26,000 東京都 福田　英彦 36,000

東京都 春山　秀遠 150,000 東京都 藤井　さゆり 20,000

東京都 坂東　法隆 50,000 東京都 藤居　琢也 62,000

東京都 Peters II Joseph James 28,000 東京都 藤枝　広巳 14,000

東京都 比嘉　学 18,000 東京都 藤川　剛正 36,000

東京都 引山　高志 36,000 東京都 藤川　剛正 36,000

東京都 樋口　俊輔 50,000 東京都 藤木　慎太郎 12,000

東京都 樋口　直子 12,000 東京都 藤城　輝 50,000

東京都 菱沼　竜也 50,000 東京都 藤野　尚隆 10,000

東京都 肥田　雄三 10,000 東京都 藤原　和彦 34,000

東京都 日原　義文 10,000 東京都 藤巻　達史 26,000

東京都 兵庫　優貴 36,000 東京都 藤村　祐介 100,000

東京都 平井　友行 10,000 東京都 藤森　俊介 36,000

東京都 平岡　裕美 20,000 東京都 藤山　浩光 96,000

東京都 平川　雄男 10,000 東京都 二見　耕司 22,000

東京都 平田　俊明 22,000 東京都 古川　明 20,000

東京都 平田　正一 14,000 東京都 古川　聡 32,000

東京都 平野　英治 20,000 東京都 古木　崇大 24,000

東京都 平野　謙二 18,000 東京都 古澤　健太郎 16,000



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 古庄　真人 50,000 東京都 町田　健一 36,000

東京都 古田　俊洋 10,000 東京都 松井　直也 108,000

東京都 古田　由貴 12,000 東京都 松浦　正二 12,000

東京都 古橋　幸人 50,000 東京都 松尾　香那子 26,000

東京都 古谷　豊 10,000 東京都 松尾　駿介 18,000

東京都 別府　保男 32,000 東京都 松尾　芳樹 396,000

東京都 保坂　昌宏 12,000 東京都 松崎　寛子 10,000

東京都 星野　弘 10,000 東京都 松崎　真人 18,000

東京都 干場　友宏 14,000 東京都 松下　広樹 30,000

東京都 細田　邦雄 20,000 東京都 松園　伸 16,000

東京都 細野　圭 18,000 東京都 松永　健司 50,000

東京都 細野　正博 50,000 東京都 松波　秀明 50,000

東京都 細谷　明生 36,000 東京都 松野　伸浩 12,000

東京都 堀田　麻衣子 10,000 東京都 松本　佳世 10,000

東京都 堀　雅尚 10,000 東京都 松本　昌 18,000

東京都 堀内　健 34,000 東京都 松本　照生 14,000

東京都 堀切　健史 18,000 東京都 松本　比沙江 26,000

東京都 堀崎　修一 172,000 東京都 松本　泰利 10,000

東京都 堀地　紀行 16,000 東京都 Mhaisalkar　Aboli 52,000

東京都 堀部　秀夫 10,000 東京都 丸山　順 30,000

東京都 本郷　克也 100,000 東京都 丸山　亮 48,000

東京都 本田　夏子 500,000 東京都 三浦　健太 22,000

東京都 本田　裕美子 22,000 東京都 三沖　俊六 48,000

東京都 本間　崇愛 10,000 東京都 三上　知紀 28,000

東京都 前嶋　祐輔 50,000 東京都 三上　智正 30,000

東京都 前田　純子 10,000 東京都 三差　崇 132,000

東京都 前田　健徳 46,000 東京都 三澤　里子 30,000

東京都 前田　義祐 10,000 東京都 三澤　敏幸 132,000

東京都 真壁　健 20,000 東京都 三嶋　章夫 26,000

東京都 牧尾　太知 54,000 東京都 水川　悟 20,000

東京都 牧野　治郎 58,000 東京都 水谷　龍雄 300,000

東京都 牧野　智隆 12,000 東京都 水野　直美 22,000

東京都 牧野　典彰 14,000 東京都 水野　将明 12,000

東京都 正野　翔 26,000 東京都 水野　増樹 72,000

東京都 増井　典子 36,000 東京都 水野　増樹 18,000

東京都 増田　健太郎 100,000 東京都 溝口　晴康 28,000

東京都 間瀬　健二郎 50,000 東京都 道下　崇史 100,000

東京都 町田　英一 200,000 東京都 三井　慎也 10,000



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 三村　雅彦 14,000 東京都 本橋　誠 16,000

東京都 皆川　俊介 16,000 東京都 百川　泰司 10,000

東京都 南　杏里 48,000 東京都 森川　翔太 48,000

東京都 南　愼一 10,000 東京都 森川　隆 14,000

東京都 南川　泰則 16,000 東京都 森川　敏行 36,000

東京都 三縄　将丈 10,000 東京都 守口　顕一 100,000

東京都 峰松　健治 105,000 東京都 森口　睦 10,000

東京都 三原　弘明 10,000 東京都 森部　勇 82,000

東京都 三原　涼 18,000 東京都 森谷　健 10,000

東京都 三間　隆史 30,000 東京都 守屋　史明 18,000

東京都 宮尾　俊太朗 50,000 東京都 森山　千鶴 18,000

東京都 宮川　暁 28,000 東京都 麽　森 10,000

東京都 宮越　則和 500,000 東京都 八木　耕一 16,000

東京都 宮坂　信久 28,000 東京都 保田　哲幸 50,000

東京都 宮坂　匡則 36,000 東京都 谷内田　澄男 256,000

東京都 宮崎　秀一 20,000 東京都 柳沢　香 20,000

東京都 宮崎　敬芳 10,000 東京都 柳田　佳広 10,000

東京都 宮崎　誠 30,000 東京都 矢野　啓子 12,000

東京都 宮田　慶 198,000 東京都 矢野　訓道 12,000

東京都 宮田　忠明 20,000 東京都 山内　久子 72,000

東京都 宮竹　秀彰 10,000 東京都 山川　宏人 50,000

東京都 みやたに　たかし 14,000 東京都 山川　義介 108,000

東京都 三輪　直 28,000 東京都 山岸　浩史 44,000

東京都 武藤　純子 28,000 東京都 山口　恵子 54,000

東京都 村井　信二 50,000 東京都 山口　浩二 100,000

東京都 村形　聡 12,000 東京都 山口　聡 16,000

東京都 村上　豪人 98,000 東京都 山口　勇人 24,000

東京都 村社　研太郎 10,000 東京都 山口　佑介 36,000

東京都 村田　貴志 10,000 東京都 山崎　和弘 12,000

東京都 村松　大弐 18,000 東京都 山崎　研 132,000

東京都 室井　春幸 22,000 東京都 山﨑　静枝 36,000

東京都 目黒　誠之 10,000 東京都 山下　学 10,000

東京都 毛利　栄希 22,000 東京都 山下　美恵子 36,000

東京都 茂木　直之 200,000 東京都 山田　健一 18,000

東京都 望月　惠一郎 350,000 東京都 山田　健一 12,000

東京都 元崎　良信 100,000 東京都 山田　哲 10,000

東京都 本島　拓哉 50,000 東京都 山田　哲 10,000

東京都 元田　直輝 12,000 東京都 山田　利明 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

東京都 山田　通久 14,000 東京都 吉田　徹 78,000

東京都 山田　良和 28,000 東京都 吉田　昌功 36,000

東京都 大和屋　暁 104,000 東京都 吉田　裕介 71,000

東京都 山根　庸史 26,000 東京都 吉田　裕佑 12,000

東京都 山本　桂 88,000 東京都 吉田　隆一 12,000

東京都 山本　広信 200,000 東京都 吉田　隆一 12,000

東京都 山本　高太郎 36,000 東京都 吉竹　豪 50,000

東京都 山本　智史 10,000 東京都 吉永　知弘 12,000

東京都 山本　孝信 12,000 東京都 吉野　将吾 10,000

東京都 山本　健 12,000 東京都 吉原　史朗 100,000

東京都 山本　典子 12,000 東京都 依田　寛永 30,000

東京都 山本　ヒカル 36,000 東京都 依田　平 96,000

東京都 山本　寛子 10,000 東京都 米田　卓矢 14,000

東京都 山本　勝 38,000 東京都 蓬田　和輝 50,000

東京都 山本　裕介 28,000 東京都 李　隆徳 58,000

東京都 山本　悠里名 20,000 東京都 笠　直人 12,000

東京都 山本　理恵 48,000 東京都 ルー　ブレンドン 30,000

東京都 山谷　真児 20,000 東京都 若田部　欣也 36,000

東京都 柚木　秀隆 36,000 東京都 若林　隆広 132,000

東京都 弓削　佳央 10,000 東京都 若松　貞康 40,000

東京都 影向　雅典 12,000 東京都 若松　務 148,000

東京都 横井　航 50,000 東京都 和栗　章 32,000

東京都 横内　裕佳子 10,000 東京都 和田　彰 56,000

東京都 横川　真一 96,000 東京都 和田　直人 18,000

東京都 横手　大地 22,000 東京都 和田　学 10,000

東京都 横山　大輔 28,000 東京都 渡邉　歩 16,000

東京都 横山　了士 50,000 東京都 渡邊　克則 24,000

東京都 横山　瑠里 52,000 東京都 渡邊　健太郎 26,000

東京都 吉岡　智司 40,000 東京都 渡辺　幸一 12,000

東京都 由川　英二 36,000 東京都 渡辺　聡 58,000

東京都 由川　英二 28,000 東京都 渡部　親八 100,000

東京都 好川　隆三 12,000 東京都 渡辺　大地 18,000

東京都 吉田　顕仁 22,000 東京都 渡部　知博 100,000

東京都 吉田　勲 50,000 東京都 渡邉　憲和 28,000

東京都 吉田　圭造 10,000 東京都 渡邉　寿 44,000

東京都 吉田　季吉 100,000 東京都 渡辺　浩 26,000

東京都 吉田　隆洋 40,000 東京都 渡邉　浩美 12,000

東京都 吉田　達也 62,000 東京都 渡邉　宏幸 270,000
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東京都 渡邉　正起 34,000 神奈川県 伊藤　岩雄 12,000

東京都 渡邊　剛人 36,000 神奈川県 伊藤　俊介 10,000

東京都 渡邉　護 48,000 神奈川県 伊藤　哲治 58,000

東京都 渡邊　美恵子 32,000 神奈川県 伊藤　大展 18,000

東京都 渡辺　幸雄 12,000 神奈川県 稲田　淳一 34,000

東京都 渡部　勝行 50,000 神奈川県 稲田　保彦 26,000

神奈川県 相澤　秀樹 100,000 神奈川県 稲葉　義幸 62,000

神奈川県 相田　亮 10,000 神奈川県 井上　和俊 32,000

神奈川県 青木　昌義 28,000 神奈川県 井上　浩輔 10,000

神奈川県 青沼　繁 20,000 神奈川県 井上　雄介 10,000

神奈川県 秋山　容平 18,000 神奈川県 射場　哲夫 10,000

神奈川県 浅川　知広 12,000 神奈川県 井村　健吾 34,000

神奈川県 浅田　真理 62,000 神奈川県 岩井　友和 30,000

神奈川県 芦田　裕二 10,000 神奈川県 岩井　正明 32,000

神奈川県 足立　泰治 26,000 神奈川県 岩崎　暉男 36,000

神奈川県 厚地　由仁 30,000 神奈川県 岩澤　俊裕 100,000

神奈川県 阿部　孝彦 22,000 神奈川県 上田　昇 78,000

神奈川県 天倉　一博 10,000 神奈川県 上野　正実 18,000

神奈川県 天野　彰人 500,000 神奈川県 上野　まどか 10,000

神奈川県 天野　安代 10,000 神奈川県 牛尾　良太 30,000

神奈川県 新井　美香 14,000 神奈川県 臼谷　昌城 16,000

神奈川県 安齋　豪格 500,000 神奈川県 梅田　浩二 36,000

神奈川県 安藤　悟 33,000 神奈川県 浦上　祐樹 52,000

神奈川県 池田　邦之 10,000 神奈川県 遠藤　光衛 50,000

神奈川県 池田　寛 10,000 神奈川県 大石　克洋 28,000

神奈川県 池田　千枝 30,000 神奈川県 大江　剛人 32,000

神奈川県 池田　幸雄 20,000 神奈川県 大川　隆一 40,000

神奈川県 伊沢　つぐみ 28,000 神奈川県 大河原　幸一 50,000

神奈川県 石井　英二 16,000 神奈川県 大木　芳枝 106,000

神奈川県 石王　美惠子 100,000 神奈川県 大久保　孝彦 26,000

神奈川県 石川　真州 108,000 神奈川県 大熊　公樹 30,000

神奈川県 石坂　純一郎 32,000 神奈川県 大里　崇 12,000

神奈川県 石坂　秀夫 10,000 神奈川県 太田　聖一 20,000

神奈川県 石塚　竹彦 50,000 神奈川県 大高　さおり 16,000

神奈川県 石原　佳奈 42,000 神奈川県 大塚　武 10,000

神奈川県 泉　さやか 60,000 神奈川県 大野　新樹 34,000

神奈川県 板橋　祐一 50,000 神奈川県 大野　恭平 12,000

神奈川県 市原　瑞紀 18,000 神奈川県 大野　真樹 22,000
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神奈川県 大橋　弘伸 24,000 神奈川県 川延　浩彰 32,000

神奈川県 小笠原　大祐 10,000 神奈川県 川辺　智之 10,000

神奈川県 岡島　一憲 10,000 神奈川県 河本　桂子 20,000

神奈川県 岡林　潤 10,000 神奈川県 神崎　拓哉 10,000

神奈川県 小川　弘子 50,000 神奈川県 神部　辰夫 16,000

神奈川県 沖原　逸平 10,000 神奈川県 木内　翔 14,000

神奈川県 小倉　修 18,000 神奈川県 菊岡　良考 18,000

神奈川県 小倉　邦彦 18,000 神奈川県 菊地　吾朗 18,000

神奈川県 小栗　直哉 36,000 神奈川県 菊池　孝 16,000

神奈川県 小山内　智 12,000 神奈川県 菊池　優徳 32,000

神奈川県 織田　彰 10,000 神奈川県 木田　進太郎 10,000

神奈川県 小田　淳 40,000 神奈川県 北川　博一 30,000

神奈川県 落合　美郎 36,000 神奈川県 橘川　裕之 100,000

神奈川県 小野　恭吾 10,000 神奈川県 金　新日 132,000

神奈川県 小野瀬　規 50,000 神奈川県 木村　翔太 50,000

神奈川県 小野瀬　規 12,000 神奈川県 木村　成善 36,000

神奈川県 鹿毛　悠介 12,000 神奈川県 木村　祐貴 12,000

神奈川県 掛川　文子 20,000 神奈川県 日下部　航 18,000

神奈川県 笠井　一輝 12,000 神奈川県 國枝　麻里子 12,000

神奈川県 笠原　章宏 24,000 神奈川県 窪田　顕文 42,000

神奈川県 風間　俊男 36,000 神奈川県 熊坂　英雄 30,000

神奈川県 梶原　伸泰 46,000 神奈川県 熊野　英夫 20,000

神奈川県 片野　誠 60,000 神奈川県 倉田　彰 38,000

神奈川県 勝田　美和子 22,000 神奈川県 栗城　剛 50,000

神奈川県 加藤　清 14,000 神奈川県 栗原　圭吾 68,000

神奈川県 加藤　晃朗 14,000 神奈川県 栗原　宏和 40,000

神奈川県 加藤　美奈 18,000 神奈川県 黒川　哲一 12,000

神奈川県 加藤　優一 50,000 神奈川県 黒須　秀司 38,000

神奈川県 金富　正道 80,000 神奈川県 黒丸　博昭 106,000

神奈川県 金子　久美子 10,000 神奈川県 桑田　操 10,000

神奈川県 金子　創 20,000 神奈川県 毛塚　渉 12,000

神奈川県 上岡　義史 12,000 神奈川県 小池　真一郎 50,000

神奈川県 亀田　雅博 34,000 神奈川県 小池　洋 40,000

神奈川県 亀山　茂樹 38,000 神奈川県 河野　真太郎 10,000

神奈川県 苅部　一夫 14,000 神奈川県 小金澤　英樹 10,000

神奈川県 川井　貴 10,000 神奈川県 小竹　延和 54,000

神奈川県 川上　真希 12,000 神奈川県 小林　克成 74,000

神奈川県 川田　浩幸 28,000 神奈川県 小林　亘人 18,000
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神奈川県 小林　久和 26,000 神奈川県 神野　秀一 78,000

神奈川県 小林　秀郎 28,000 神奈川県 末岡　浩 152,000

神奈川県 小前　陽一 10,000 神奈川県 末本　毅 228,000

神奈川県 小森　康雄 300,000 神奈川県 菅原　嘉一 10,000

神奈川県 小和瀬　晋弥 12,000 神奈川県 杉本　明仁 54,000

神奈川県 小和田　武宏 28,000 神奈川県 杉本　直諒 26,000

神奈川県 権正　隆昌 20,000 神奈川県 杉山　尚美 16,000

神奈川県 近藤　純平 58,000 神奈川県 鈴木　和則 70,000

神奈川県 齊藤　高大 50,000 神奈川県 鈴木　純平 10,000

神奈川県 齊藤　登基郎 10,000 神奈川県 鈴木　友子 14,000

神奈川県 斎藤　正武 26,000 神奈川県 鈴木　幸弘 150,000

神奈川県 齋藤　公良 18,000 神奈川県 清田　一也 12,000

神奈川県 齋藤　康裕 32,000 神奈川県 妹尾　琴美 22,000

神奈川県 佐伯　馨三 56,000 神奈川県 関　逸平 188,000

神奈川県 佐伯　多加夫 50,000 神奈川県 関口　政一 26,000

神奈川県 坂井　憲一 16,000 神奈川県 関水　絵里 36,000

神奈川県 坂井　哲 56,000 神奈川県 染谷　誓一 12,000

神奈川県 坂巻　正巳 32,000 神奈川県 征矢　守一 20,000

神奈川県 櫻井　俊介 100,000 神奈川県 田井　寿 42,000

神奈川県 櫻井　俊太郎 68,000 神奈川県 大工原　岩雄 20,000

神奈川県 佐々木　保 12,000 神奈川県 大丸　重徳 10,000

神奈川県 佐藤　巌 42,000 神奈川県 高井　正 12,000

神奈川県 佐藤　英一 10,000 神奈川県 高木　実成 10,000

神奈川県 佐藤　大輔 30,000 神奈川県 高倉　保雄 38,000

神奈川県 佐藤　高光 36,000 神奈川県 髙田　光正 50,000

神奈川県 佐藤　拓也 28,000 神奈川県 高橋　一弘 28,000

神奈川県 佐藤　宣良 18,000 神奈川県 高橋　和正 40,000

神奈川県 実吉　健策 10,000 神奈川県 高橋　伸明 10,000

神奈川県 澤田　進平 60,000 神奈川県 高橋　秀雄 36,000

神奈川県 志賀　守 10,000 神奈川県 高橋　大樹 20,000

神奈川県 篠原　正治 48,000 神奈川県 高橋　裕 20,000

神奈川県 柴田　典明 10,000 神奈川県 田口　耕次 14,000

神奈川県 清水　少一 16,000 神奈川県 武内　賢太郎 22,000

神奈川県 清水　達哉 26,000 神奈川県 竹内　貴浩 50,000

神奈川県 白石　敬仁 40,000 神奈川県 竹中　一将 62,000

神奈川県 白須　宣彦 50,000 神奈川県 武村　綾悟 16,000

神奈川県 神　拓也 14,000 神奈川県 立脇　義弘 20,000

神奈川県 新海　清人 30,000 神奈川県 田中　剛 42,000



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 谷口　憲一郎 40,000 神奈川県 西島　克一 90,000

神奈川県 谷田　峰 14,000 神奈川県 西村　強 36,000

神奈川県 田沼　和紀 10,000 神奈川県 沼田　文雄 16,000

神奈川県 田原　克彦 14,000 神奈川県 沼田　洋子 10,000

神奈川県 丹野　一憲 10,000 神奈川県 野口　旭 18,000

神奈川県 遅塚　広敬 30,000 神奈川県 野田　大輔 16,000

神奈川県 千葉　範子 36,000 神奈川県 野中　篤史 12,000

神奈川県 中條　善文 10,000 神奈川県 野中　光昭 24,000

神奈川県 陳　欽 30,000 神奈川県 野原　俊英 14,000

神奈川県 津田　智則 20,000 神奈川県 萩谷　和睦 82,000

神奈川県 土田　晋也 80,000 神奈川県 秦　英夫 20,000

神奈川県 堤　彰子 10,000 神奈川県 畑山　みき 16,000

神奈川県 出口　良 16,000 神奈川県 浜崎　葉子 16,000

神奈川県 冨樫　秀夫 16,000 神奈川県 早川　浩平 28,000

神奈川県 戸高　秀和 58,000 神奈川県 早川　竜也 50,000

神奈川県 内藤　陽 18,000 神奈川県 早志　信治 14,000

神奈川県 内藤　仁司 10,000 神奈川県 林　晋也 50,000

神奈川県 永井　隆一 36,000 神奈川県 林　則隆 12,000

神奈川県 仲上　玲子 82,000 神奈川県 林　良幸 20,000

神奈川県 中川　浩明 16,000 神奈川県 原　健太郎 20,000

神奈川県 中川　誠 26,000 神奈川県 原　肇 35,000

神奈川県 中川　裕介 12,000 神奈川県 原　正成 20,000

神奈川県 仲澤　宏行 10,000 神奈川県 原口　亮介 20,000

神奈川県 長澤　裕二 10,000 神奈川県 原田　早苗 110,000

神奈川県 中島　卓也 104,000 神奈川県 春山　暁 14,000

神奈川県 長田　和紀 12,000 神奈川県 番場　英雄 50,000

神奈川県 中田　勇人 106,000 神奈川県 樋屋　朋徳 14,000

神奈川県 長沼　由紀子 10,000 神奈川県 引地　伸嘉 12,000

神奈川県 中藤　宏司 10,000 神奈川県 樋口　和夫 44,000

神奈川県 中村　繁 50,000 神奈川県 樋口　哲郎 16,000

神奈川県 中村　俊司 52,000 神奈川県 姫路　アーサー弥 50,000

神奈川県 中村　隆之 50,000 神奈川県 平井　規行 26,000

神奈川県 中村　春奈 10,000 神奈川県 平山　明美 44,000

神奈川県 中村　賀一 50,000 神奈川県 蛭田　昭史 100,000

神奈川県 中山　貴博 10,000 神奈川県 廣　喜充 50,000

神奈川県 滑　慎一郎 12,000 神奈川県 深見　裕一 10,000

神奈川県 奈良間　力 36,000 神奈川県 福井　通久 10,000

神奈川県 新山　知弘 108,000 神奈川県 福井　佑真 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

神奈川県 福地　文彦 12,000 神奈川県 溝口　良平 10,000

神奈川県 藤井　貞吉 20,000 神奈川県 光畑　恒男 12,000

神奈川県 藤井　雅敏 36,000 神奈川県 光谷　俊幸 150,000

神奈川県 藤田　辰一郎 30,000 神奈川県 南塚　祐二 40,000

神奈川県 藤田　浩之 12,000 神奈川県 宮尾　昌祥 10,000

神奈川県 藤田　義行 36,000 神奈川県 宮嶋　宏幸 26,000

神奈川県 藤村　盛洋 20,000 神奈川県 宮田　真輔 96,000

神奈川県 布施　晶子 32,000 神奈川県 宮田　裕史 12,000

神奈川県 二見　純之輔 50,000 神奈川県 宮本　修 36,000

神奈川県 古川　英樹 22,000 神奈川県 宮本　哲也 36,000

神奈川県 古木　邦治 36,000 神奈川県 武藤　芳樹 50,000

神奈川県 古用　博人 50,000 神奈川県 村上　隆志 16,000

神奈川県 逸見　洋介 32,000 神奈川県 村屋　大樹 36,000

神奈川県 星田　康之 20,000 神奈川県 村山　直基 14,000

神奈川県 星野　健大 38,000 神奈川県 目時　利一郎 48,000

神奈川県 堀　達也 10,000 神奈川県 百瀬　公男 44,000

神奈川県 堀内　咲子 20,000 神奈川県 森　和之 58,000

神奈川県 堀内　正紀 18,000 神奈川県 森　匠 36,000

神奈川県 堀口　江梨子 22,000 神奈川県 森田　圭亮 20,000

神奈川県 堀明　察希 150,000 神奈川県 森山　孝一 50,000

神奈川県 本多　木綿子 20,000 神奈川県 森山　英朗 72,000

神奈川県 本間　圭 44,000 神奈川県 安池　康高 10,000

神奈川県 前崎　智己 24,000 神奈川県 安田　知弘 12,000

神奈川県 前田　邦治 36,000 神奈川県 安丸　徹 16,000

神奈川県 松井　智志 12,000 神奈川県 柳澤　充 22,000

神奈川県 松尾　洋佑 96,000 神奈川県 山浦　登 14,000

神奈川県 松岡　晃弘 36,000 神奈川県 山川　正 20,000

神奈川県 松村　晴雄 20,000 神奈川県 山口　晶 100,000

神奈川県 松本　好太郎 50,000 神奈川県 山口　修司 10,000

神奈川県 松本　貴之 12,000 神奈川県 山口　崇 24,000

神奈川県 松本　晴朗 12,000 神奈川県 山口　隆之 26,000

神奈川県 松本　博子 152,000 神奈川県 山口　美紀生 44,000

神奈川県 丸西　正実 40,000 神奈川県 山口　康彬 28,000

神奈川県 三坂　彰 14,000 神奈川県 山崎　武一郎 32,000

神奈川県 水木　秀憲 150,000 神奈川県 山下　展子 12,000

神奈川県 水口　浩一 96,000 神奈川県 山下　雅美 14,000

神奈川県 水田　潤 12,000 神奈川県 山田　裕 68,000

神奈川県 水野　司 16,000 神奈川県 山名　啓介 12,000
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神奈川県 山村　幸一 92,000 新潟県 西窪　英輔 32,000

神奈川県 山本　大 22,000 新潟県 長谷川　和則 36,000

神奈川県 山本　大樹 20,000 新潟県 細川　紗織 46,000

神奈川県 山本　喜久 12,000 新潟県 松田　健 10,000

神奈川県 湯川　広才 30,000 新潟県 松永　良昭 50,000

神奈川県 横山　和貴 18,000 新潟県 森　雅弘 12,000

神奈川県 吉田　香織 12,000 新潟県 吉田　至誠 47,000

神奈川県 吉田　剣 30,000 新潟県 吉田　恵美 22,000

神奈川県 吉田　典彦 46,000 新潟県 渡辺　圭一 24,000

神奈川県 吉野　賢治 18,000 富山県 磯部　正治 58,000

神奈川県 吉藤　真一郎 10,000 富山県 小野　敦 36,000

神奈川県 米山　貴久 20,000 富山県 菅本　香 36,000

神奈川県 若尾　慎一 28,000 富山県 鈴木　祥之 14,000

神奈川県 若菜　俊洋 28,000 富山県 徳田　裕一 26,000

神奈川県 和田　健一郎 30,000 富山県 村上　宏康 16,000

神奈川県 渡辺　一夫 50,000 富山県 村西　由行 38,000

神奈川県 渡辺　圭造 48,000 石川県 有松　卓郎 22,000

神奈川県 渡邉　光誠 100,000 石川県 内本　秀樹 10,000

神奈川県 渡邉　聖司 16,000 石川県 遠藤　將光 36,000

神奈川県 渡辺　武志 45,000 石川県 川合　満 18,000

神奈川県 渡邉　友絵 10,000 石川県 北川　久義 12,000

新潟県 阿部　恭子 32,000 石川県 黒氏　忠 16,000

新潟県 井桁　裕文 100,000 石川県 小西　達也 22,000

新潟県 尾身　武 18,000 石川県 下川　一郎 10,000

新潟県 加藤　哲文 36,000 石川県 台蔵　晴久 14,000

新潟県 北澤　勝 80,000 石川県 中山　哲也 12,000

新潟県 桐生　繁喜 20,000 石川県 名村　亘平 34,000

新潟県 桑原　正明 10,000 石川県 西端　清治 12,000

新潟県 粉川　雅人 22,000 石川県 張田　珠潮 144,000

新潟県 小林　玲 14,000 石川県 水牧　裕希 30,000

新潟県 清水　孝兼 26,000 石川県 陸田　雅彦 400,000

新潟県 白鳥　敦 10,000 石川県 宗平　純一 20,000

新潟県 杉原　泰洋 92,000 石川県 山口　幸喜 10,000

新潟県 諏訪　通博 14,000 福井県 朝日　博文 14,000

新潟県 鷹野　淳一 62,000 福井県 木下　一見 14,000

新潟県 髙橋　益廣 16,000 福井県 桑原　照茂 50,000

新潟県 高山　裕司 10,000 福井県 中合　勝次 36,000

新潟県 土田　悠希奈 12,000 福井県 古澤　修章 36,000
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福井県 前田　敏男 32,000 長野県 松村　慎也 36,000

山梨県 岡　秀樹 10,000 岐阜県 浅野　幹雄 110,000

山梨県 樫本　温 36,000 岐阜県 荒尾　嘉人 18,000

山梨県 小池　順 12,000 岐阜県 安藤　聡 16,000

山梨県 澤村　泉 30,000 岐阜県 岩塚　健治 30,000

山梨県 澤村　正治 20,000 岐阜県 宇治　誠人 28,000

山梨県 田中　和博 62,000 岐阜県 遠藤　晃範 16,000

山梨県 知見　芳秋 10,000 岐阜県 大村　英二 14,000

山梨県 前田　拓也 78,000 岐阜県 岡田　久也 10,000

山梨県 湯沢　基 300,000 岐阜県 小川　貴彦 12,000

長野県 石川　まり子 10,000 岐阜県 小川　将人 62,000

長野県 一之瀬　邦彦 18,000 岐阜県 小川　真拓 40,000

長野県 岩村　明宏 50,000 岐阜県 奥村　泰久 22,000

長野県 遠藤　謙二 16,000 岐阜県 小倉　広訓 18,000

長野県 大久保　千津子 10,000 岐阜県 加藤　美里 20,000

長野県 岡野　昌彦 18,000 岐阜県 河合　なみ子 12,000

長野県 尾沼　博美 50,000 岐阜県 河合　隆司 12,000

長野県 倉本　泰志 12,000 岐阜県 久保　森俊 50,000

長野県 小林　一成 60,000 岐阜県 栗山　茂 26,000

長野県 小林　憲一郎 36,000 岐阜県 郡　拓也 16,000

長野県 五明　良仁 10,000 岐阜県 小林　晃之 36,000

長野県 斉藤　ひろみ 50,000 岐阜県 佐々木　英 300,000

長野県 齊藤　宏康 50,000 岐阜県 清水　信雄 10,000

長野県 篠原　洋 160,000 岐阜県 杉山　貴生 40,000

長野県 嶋多　優 150,000 岐阜県 千田　美穂子 22,000

長野県 鈴木　蘭美 10,000 岐阜県 高木　光代 12,000

長野県 関　健 12,000 岐阜県 高橋　崇真 20,000

長野県 高木　宏文 106,000 岐阜県 田中　孝夫 16,000

長野県 竹井　豊 32,000 岐阜県 鳥澤　昌紀 14,000

長野県 田丸　はるみ 18,000 岐阜県 永椎　裕章 38,000

長野県 冨永　素司 32,000 岐阜県 仲田　兼司 28,000

長野県 中川　信幸 10,000 岐阜県 永田　孝也 12,000

長野県 永田　正幸 10,000 岐阜県 西川　亜紀 12,000

長野県 橋本　直樹 12,000 岐阜県 沼田　侑也 10,000

長野県 原田　重雄 22,000 岐阜県 服部　敏雄 10,000

長野県 原田　翼 22,000 岐阜県 林　成章 14,000

長野県 平本　剛己 36,000 岐阜県 平松　英仁 36,000

長野県 古畑　厚志 12,000 岐阜県 古川　裕健 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

岐阜県 細野　直則 50,000 静岡県 佐藤　佳朗 30,000

岐阜県 松野　由季 10,000 静岡県 佐野　真史 22,000

岐阜県 丸田　浩司 34,000 静岡県 塩谷　清司 80,000

岐阜県 森川　聡久 20,000 静岡県 杉山　義明 50,000

静岡県 青柳　拓 30,000 静岡県 鈴木　明子 20,000

静岡県 赤澤　聡 50,000 静岡県 鈴木　一則 44,000

静岡県 朝倉　繁幸 32,000 静岡県 鈴木　延明 36,000

静岡県 足立　昌彦 14,000 静岡県 鈴木　博 12,000

静岡県 池谷　大介 50,000 静岡県 鈴木　裕之 14,000

静岡県 井出　晃資 34,000 静岡県 鈴木　雅仁 16,000

静岡県 今井　正樹 10,000 静岡県 鈴木　由紀 64,000

静岡県 占部　光彦 18,000 静岡県 瀬戸　和年 36,000

静岡県 海老原　淳 10,000 静岡県 田中　四郎 10,000

静岡県 遠藤　光俊 10,000 静岡県 谷口　英二 20,000

静岡県 太田　昌志 14,000 静岡県 玉井　真史 24,000

静岡県 大高　功 32,000 静岡県 千葉　修穂 36,000

静岡県 大野　知一朗 28,000 静岡県 土屋　梓 12,000

静岡県 大村　幸則 182,000 静岡県 土屋　隆司 10,000

静岡県 岡田　幹雄 50,000 静岡県 寺島　薫 18,000

静岡県 小倉　徹 10,000 静岡県 東芝　孝彰 20,000

静岡県 尾崎　宏嘉 36,000 静岡県 殿村　惠江 12,000

静岡県 尾崎　将之 10,000 静岡県 長岡　弘樹 34,000

静岡県 小畠　清 12,000 静岡県 中島　亨 34,000

静岡県 勝山　泰吉 36,000 静岡県 永瀬　康規 12,000

静岡県 金井　賢二 12,000 静岡県 中村　敦 10,000

静岡県 神谷　貴人 130,000 静岡県 西尾　映美 28,000

静岡県 川崎　和芳 80,000 静岡県 西澤　桂子 14,000

静岡県 河村　宗志 10,000 静岡県 服部　幸男 26,000

静岡県 北田　善也 26,000 静岡県 林　卓司 28,000

静岡県 金　寛昇 18,000 静岡県 藤井　宏明 22,000

静岡県 金城　勝則 50,000 静岡県 星野　裕信 14,000

静岡県 黒川　洋一 24,000 静岡県 堀口　大輔 10,000

静岡県 小嶋　謙二 32,000 静岡県 松浦　悠貴 36,000

静岡県 小林　弘典 50,000 静岡県 水上　真行 12,000

静岡県 酒井　一光 50,000 静岡県 村山　啓 46,000

静岡県 酒井　伸高 50,000 静岡県 矢崎　尚哉 64,000

静岡県 坂下　卓矢 74,000 静岡県 山本　正英 30,000

静岡県 坂野　義隆 12,000 静岡県 山本　竜佑 50,000



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

静岡県 横田　廣平 10,000 愛知県 太田　善康 36,000

静岡県 渡邉　智久 50,000 愛知県 大塚　博 22,000

静岡県 渡辺　ミチヨ 18,000 愛知県 大西　健一 22,000

静岡県 渡邊　幸夫 36,000 愛知県 大橋　正幸 12,000

愛知県 青木　重之 10,000 愛知県 岡崎　正詩 14,000

愛知県 青木　良二 28,000 愛知県 小笠原　康洋 36,000

愛知県 赤沢　光治 14,000 愛知県 岡田　明人 100,000

愛知県 赤堀　未来 14,000 愛知県 岡田　邦雄 10,000

愛知県 浅野　貴光 10,000 愛知県 岡田　千鶴 16,000

愛知県 足立　諭 36,000 愛知県 荻野　知子 32,000

愛知県 天野　志乃布 28,000 愛知県 奥平　憲 50,000

愛知県 天野　泰幸 18,000 愛知県 奥村　浩文 10,000

愛知県 新井　健介 34,000 愛知県 小野寺　亨子 10,000

愛知県 荒尾　昌利 18,000 愛知県 小山　真史 18,000

愛知県 荒岡　聡 28,000 愛知県 笠舞　智 30,000

愛知県 安藤　智恵 18,000 愛知県 粕谷　映史 16,000

愛知県 安藤　元春 28,000 愛知県 片岡　伸介 60,000

愛知県 安藤　由明 24,000 愛知県 勝又　一臣 12,000

愛知県 安楽　富子 18,000 愛知県 加藤　正 96,000

愛知県 飯島　明広 22,000 愛知県 加藤　慶之 10,000

愛知県 池田　允彦 500,000 愛知県 加藤　雅大 82,000

愛知県 石川　史郎 48,000 愛知県 加藤　正喜 88,000

愛知県 石黒　満 100,000 愛知県 加藤　保浩 96,000

愛知県 石田　健一郎 18,000 愛知県 加藤　芳隆 150,000

愛知県 石田　悟 44,000 愛知県 金山　泰憲 10,000

愛知県 磯貝　力也 12,000 愛知県 上福元　諭 12,000

愛知県 市古　延広 36,000 愛知県 神村　祐司 36,000

愛知県 伊藤　義一 12,000 愛知県 川井　勝子 30,000

愛知県 伊藤　芳則 10,000 愛知県 河村　融 12,000

愛知県 稲垣　貴文 48,000 愛知県 川本　益二 50,000

愛知県 井上　尚紀 32,000 愛知県 岸本　英樹 10,000

愛知県 今井　聡介 16,000 愛知県 北村　悦康 48,000

愛知県 内田　愼一 986,000 愛知県 栗谷　勇貴男 46,000

愛知県 内田　雅宏 36,000 愛知県 栗本　貴仁 34,000

愛知県 瓜生　広邦 36,000 愛知県 栗本　英有 34,000

愛知県 江口　亮二 24,000 愛知県 古賀　準之助 34,000

愛知県 大澤　青吾 30,000 愛知県 古久根　賢博 44,000

愛知県 大須賀　憲太 36,000 愛知県 越田　亘 28,000



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 小島　敏光 32,000 愛知県 田口　義高 50,000

愛知県 小谷　明代 12,000 愛知県 武内　邦彦 100,000

愛知県 後藤　宏幸 44,000 愛知県 竹下　徹也 10,000

愛知県 小林　明裕 86,000 愛知県 田島　宏泰 28,000

愛知県 小林　千晶 16,000 愛知県 田代　彰 12,000

愛知県 小松　芳治 54,000 愛知県 城　通代 36,000

愛知県 酒井　俊徳 18,000 愛知県 田中　彩子 12,000

愛知県 酒井　敏光 36,000 愛知県 田中　耕太郎 10,000

愛知県 酒井　良輔 24,000 愛知県 田中　大補 10,000

愛知県 榊原　栄一 10,000 愛知県 田中　伸明 40,000

愛知県 榊原　昇 10,000 愛知県 田中　守嗣 240,000

愛知県 榊原　本子 100,000 愛知県 田中　佑扶 12,000

愛知県 佐久間　優 36,000 愛知県 田部　誠 50,000

愛知県 佐々木　光男 38,000 愛知県 谷口　慶太 18,000

愛知県 佐藤　光貴 20,000 愛知県 谷口　大 32,000

愛知県 澤　久美子 14,000 愛知県 築山　嘉信 12,000

愛知県 篠原　敏雄 24,000 愛知県 辻　直樹 52,000

愛知県 柴田　庄一 10,000 愛知県 鶴田　幸久 22,000

愛知県 白井　達始 36,000 愛知県 徳永　雅世 12,000

愛知県 末松　健史 16,000 愛知県 戸村　香澄 12,000

愛知県 杉浦　正道 20,000 愛知県 中井　英貴 16,000

愛知県 杉原　寛治 120,000 愛知県 長崎　高也 14,000

愛知県 鈴木　茂賢 50,000 愛知県 中澤　あい 14,000

愛知県 鈴木　啓友 22,000 愛知県 中谷　安伸 36,000

愛知県 鈴木　智貴 20,000 愛知県 中村　寿和 12,000

愛知県 鈴村　賢矢 18,000 愛知県 中村　正人 120,000

愛知県 鈴村　宗勝 24,000 愛知県 中村　賀彦 10,000

愛知県 住田　智勝 22,000 愛知県 中山　裕昭 36,000

愛知県 角谷　寿和 36,000 愛知県 成田　健太郎 10,000

愛知県 瀬川　幸枝 26,000 愛知県 成瀬　美紀 10,000

愛知県 多賀　輝 34,000 愛知県 南谷　篤紀 28,000

愛知県 高木　昭英 10,000 愛知県 新實　聖樹 26,000

愛知県 高田　朋太郎 210,000 愛知県 西原　峯季 34,000

愛知県 髙橋　正泰 104,000 愛知県 西脇　知子 36,000

愛知県 高原　丈二 74,000 愛知県 西脇　裕高 22,000

愛知県 高村　光男 10,000 愛知県 西脇　裕史 18,000

愛知県 高村　実由生 22,000 愛知県 温水　洋子 18,000

愛知県 高山　正樹 10,000 愛知県 根本　匠 22,000
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愛知県 野口　祐馬 28,000 愛知県 三浦　幸子 46,000

愛知県 野尻　誠 50,000 愛知県 水谷　明 168,000

愛知県 野々山　淳 12,000 愛知県 水谷　幸江 100,000

愛知県 野村　雄治 24,000 愛知県 水谷　由利奈 20,000

愛知県 野村　祐久 28,000 愛知県 水野　佑一 50,000

愛知県 橋本　淳 28,000 愛知県 光山　正芳 92,000

愛知県 長谷川　満理 30,000 愛知県 宮垣　勝宏 36,000

愛知県 長谷川　道治 10,000 愛知県 宮川　浩記 28,000

愛知県 羽田　匡志 400,000 愛知県 村木　均至 12,000

愛知県 服部　敬 34,000 愛知県 村松　隆生 26,000

愛知県 林　真司 100,000 愛知県 森田　浩行 12,000

愛知県 林　達彦 22,000 愛知県 森元　浩一 14,000

愛知県 林　寛晃 60,000 愛知県 柳生　健次 58,000

愛知県 早瀬　龍彦 10,000 愛知県 矢田　真人 12,000

愛知県 原　健治 26,000 愛知県 矢野　孝 44,000

愛知県 原田　淳一 36,000 愛知県 山河　晶 32,000

愛知県 平出　薫 58,000 愛知県 山木　智 244,000

愛知県 藤井　靖子 18,000 愛知県 山岸　俊哉 50,000

愛知県 藤田　寛二 10,000 愛知県 山口　宏 26,000

愛知県 藤田　六一郎 36,000 愛知県 山下　美香 18,000

愛知県 藤墳　誠 16,000 愛知県 山田　晋一郎 32,000

愛知県 藤原　崇志 14,000 愛知県 山田　まさ子 28,000

愛知県 二村　直良 50,000 愛知県 山田　欣延 28,000

愛知県 船橋　保弘 20,000 愛知県 山手　一輝 62,000

愛知県 星野　高広 74,000 愛知県 山根　満 100,000

愛知県 細井　功 18,000 愛知県 山本　潤 46,000

愛知県 細江　哲也 50,000 愛知県 山本　錦 16,000

愛知県 堀居　麻衣子 44,000 愛知県 山本　寧彦 18,000

愛知県 前田　宗伯 18,000 愛知県 山本　喜隆 28,000

愛知県 前田　豊 18,000 愛知県 横田　一輝 18,000

愛知県 牧野　元彦 12,000 愛知県 横堀　洋一 16,000

愛知県 松田　裕一 20,000 愛知県 吉田　知弘 10,000

愛知県 松原　貴志 18,000 愛知県 若林　正和 26,000

愛知県 松原　資典 30,000 三重県 石川　重義 18,000

愛知県 松村　賢二 10,000 三重県 石橋　大樹 36,000

愛知県 松本　義幸 26,000 三重県 市川　和人 36,000

愛知県 松本　隆治 10,000 三重県 井上　誠二 50,000

愛知県 三浦　勝男 46,000 三重県 上田　晴美 120,000
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三重県 宇佐美　一夫 36,000 三重県 吉井　靖 40,000

三重県 烏星　良次 30,000 三重県 吉松　理智 10,000

三重県 大榎　昌恵 10,000 滋賀県 新井　麻里 20,000

三重県 大榎　良則 18,000 滋賀県 岡田　安正 22,000

三重県 岡本　敬二 36,000 滋賀県 小川　孝史 36,000

三重県 小野　匠 50,000 滋賀県 加藤　三郎 50,000

三重県 川喜田　満 36,000 滋賀県 加藤　千晴 36,000

三重県 北川　直樹 36,000 滋賀県 金城　美津子 40,000

三重県 黒川　和廣 64,000 滋賀県 鎌田　泰之 48,000

三重県 黒田　大雅 18,000 滋賀県 小杉　直樹 68,000

三重県 黒田　光彦 32,000 滋賀県 杉江　伸夫 26,000

三重県 阪井　一雄 18,000 滋賀県 住羽地　亜紀 18,000

三重県 坂本　真宏 50,000 滋賀県 寺川　茂喜 26,000

三重県 佐瀬　一郎 14,000 滋賀県 中野　聡 40,000

三重県 城　和博 30,000 滋賀県 西澤　良知 10,000

三重県 杉本　守之 58,000 滋賀県 野村　哲生 60,000

三重県 鈴木　圭 68,000 滋賀県 馬場　一美 18,000

三重県 竹内　俊介 28,000 滋賀県 林　秀樹 10,000

三重県 竹尾　吉光 20,000 滋賀県 福永　忠裕 16,000

三重県 田中　智和 18,000 滋賀県 冨士居　和之 20,000

三重県 内藤　武久 10,000 滋賀県 藤井　宏次 10,000

三重県 内藤　徳康 50,000 滋賀県 藤田　崇 14,000

三重県 中　義章 104,000 滋賀県 眞岡　和也 36,000

三重県 長岡　文明 12,000 滋賀県 南井　崇作 10,000

三重県 中川　俊一 62,000 滋賀県 村岡　克彦 150,000

三重県 中村　洋輔 32,000 滋賀県 森　治樹 22,000

三重県 納谷　正則 68,000 滋賀県 山下　暁 12,000

三重県 新田　雄史 78,000 滋賀県 山田　豊 36,000

三重県 浜瀬　太郎 28,000 滋賀県 山中　幸治 10,000

三重県 福田　秀道 10,000 滋賀県 横野　智信 80,000

三重県 福原　洋介 20,000 京都府 天羽　幸司 10,000

三重県 松浪　教予 36,000 京都府 石原　真紀 18,000

三重県 松本　和久 50,000 京都府 井上　明弘 12,000

三重県 水谷　公彦 12,000 京都府 圓城　敏之 26,000

三重県 宮崎　伸彦 18,000 京都府 大石　明人 14,000

三重県 宮崎　雅行 18,000 京都府 大石　律子 10,000

三重県 村瀬　広和 30,000 京都府 大西　茂 34,000

三重県 山口　彩加 10,000 京都府 大森　芳明 60,000
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京都府 大山　龍一 64,000 京都府 本田　徹 50,000

京都府 岡田　有紀 30,000 京都府 松山　徹 50,000

京都府 岡山　尚史 111,000 京都府 皆本　智美 10,000

京都府 奥田　雅康 16,000 京都府 宮下　敬志 12,000

京都府 奥野　隆司 44,000 京都府 八木　達 68,000

京都府 小田　和健 74,000 京都府 保田　智照 12,000

京都府 鍛治田　剛裕 10,000 京都府 柳　尚子 16,000

京都府 金子　新 30,000 京都府 矢野　智也 50,000

京都府 川本　博行 18,000 京都府 山崎　誠二 50,000

京都府 菊池　佳子 44,000 大阪府 青木　淳 12,000

京都府 木谷　勝美 20,000 大阪府 明石　眞佐臣 36,000

京都府 北村　和茂 22,000 大阪府 秋田　光哉 10,000

京都府 河野　弘 56,000 大阪府 芥川　修 10,000

京都府 越野　寿成 14,000 大阪府 浅井　邦光 12,000

京都府 小妻　慎一郎 10,000 大阪府 浅川　真広 18,000

京都府 下西　健史 34,000 大阪府 朝田　拓治 200,000

京都府 白石　和正 36,000 大阪府 浅野　眞司 57,000

京都府 鈴木　孝典 50,000 大阪府 東　真弓 50,000

京都府 高田　秀晴 16,000 大阪府 安土　勝義 10,000

京都府 田中　信行 200,000 大阪府 有馬　敬介 50,000

京都府 辻井　秀行 32,000 大阪府 安藤　宗大 92,000

京都府 土田　博 10,000 大阪府 池田　忠章 10,000

京都府 鶴田　哲司 50,000 大阪府 池田　三枝 160,000

京都府 出口　晃平 36,000 大阪府 石川　裕敏 12,000

京都府 寺西　利夫 10,000 大阪府 石川　雄大 50,000

京都府 寺村　彰男 36,000 大阪府 石原　早希 12,000

京都府 徳永　歩実 10,000 大阪府 出田　益之 10,000

京都府 中田　優介 12,000 大阪府 伊東　僚一 10,000

京都府 中野　晃 20,000 大阪府 稲波　剛 12,000

京都府 中野　耕太郎 150,000 大阪府 稲元　輝生 92,000

京都府 新田　隆士 100,000 大阪府 井上　隆雄 68,000

京都府 秦野　裕史 26,000 大阪府 茨木　隆之 50,000

京都府 林　昭夫 16,000 大阪府 今井　康裕 12,000

京都府 福井　奈央 10,000 大阪府 今岡　豊 18,000

京都府 藤田　剛士 16,000 大阪府 今本　量久 18,000

京都府 藤田　みどり 80,000 大阪府 井村　宣彦 16,000

京都府 堀井　久一 14,000 大阪府 岩井　裕一 12,000

京都府 堀江　俊文 16,000 大阪府 岩崎　清司 44,000
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大阪府 鵜澤　良則 34,000 大阪府 北尻　正太 10,000

大阪府 大河原　将祥 12,000 大阪府 城戸　博子 48,000

大阪府 大熊　愛 10,000 大阪府 木村　麻子 12,000

大阪府 大澤　昌宏 10,000 大阪府 清原　秀三 34,000

大阪府 太田　京子 44,000 大阪府 金　成有 52,000

大阪府 太田　洋 50,000 大阪府 金　成大 46,000

大阪府 大竹　徹 50,000 大阪府 國中　雅之 14,000

大阪府 大西　孝之 44,000 大阪府 久保　雅幸 12,000

大阪府 大橋　賢治 80,000 大阪府 久保　幸恵 26,000

大阪府 大橋　憲彦 40,000 大阪府 熊谷　幸祐 46,000

大阪府 大原　邦昭 10,000 大阪府 栗田　徹 50,000

大阪府 大原　みち代 20,000 大阪府 栗原　正吉 10,000

大阪府 大村　由美 80,000 大阪府 栗原　浩 16,000

大阪府 大森　哲司 96,000 大阪府 小出　忠恭 50,000

大阪府 岡田　欣也 200,000 大阪府 後藤　基志 35,500

大阪府 緒方　博達 50,000 大阪府 小西　博徳 133,000

大阪府 小川　雅章 32,000 大阪府 小宮　博滋 64,000

大阪府 奥野　一美 30,000 大阪府 小室　愛育 14,000

大阪府 奥野　耕平 30,000 大阪府 是成　信利 10,000

大阪府 奥野　隆行 74,000 大阪府 権野　大介 32,000

大阪府 奥野　敏一 10,000 大阪府 西良　雅己 32,000

大阪府 奥野　祥行 36,000 大阪府 坂井　靖夫 14,000

大阪府 柿内　一宏 18,000 大阪府 坂田　拓也 18,000

大阪府 鍵本　和子 12,000 大阪府 坂根　作裕 36,000

大阪府 片岡　浩平 58,000 大阪府 坂根　信一 24,000

大阪府 片山　元 20,000 大阪府 佐藤　健哉 62,000

大阪府 片山　芳男 32,000 大阪府 佐藤　忠義 16,000

大阪府 katsuda　yoshishige 30,000 大阪府 佐藤　智厚 10,000

大阪府 上遠野　暁洋 12,000 大阪府 塩田　彰 16,000

大阪府 金沢　信求 36,000 大阪府 塩谷　淑恵 12,000

大阪府 金田　泰範 32,000 大阪府 篠原　紀男 300,000

大阪府 叶　勝政 16,000 大阪府 芝田　英明 46,000

大阪府 河合　香織 50,000 大阪府 芝野　秋雄 10,000

大阪府 河合　太郎 38,000 大阪府 島田　一也 22,000

大阪府 河内　雅之 12,000 大阪府 嶋吉　徳人 20,000

大阪府 神野　尚子 18,000 大阪府 清水　喜夫 106,000

大阪府 菊地　敏則 46,000 大阪府 庄村　孝夫 12,000

大阪府 岸本　辰之 50,000 大阪府 白井　健一 50,000
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大阪府 末永　哲哉 52,000 大阪府 中岡　平進 58,000

大阪府 住吉　一浩 14,000 大阪府 中川　文博 10,000

大阪府 住吉　裕 34,000 大阪府 中澤　実香 50,000

大阪府 瀬戸口　清一 58,000 大阪府 中島　美登里 110,000

大阪府 曽地　修一 36,000 大阪府 中田　征宏 20,000

大阪府 染谷　真央 16,000 大阪府 仲谷　博 20,000

大阪府 平　浩二 36,000 大阪府 中務　正裕 16,000

大阪府 高岡　大祐 28,000 大阪府 仲辻　猛士 164,000

大阪府 高岡　大祐 28,000 大阪府 中西　悟 30,000

大阪府 高橋　謙二 12,000 大阪府 長野　浩三 100,000

大阪府 瀧川　敬一 36,000 大阪府 中野　信明 96,000

大阪府 宅間　正晴 50,000 大阪府 中林　洋平 14,000

大阪府 武内　富士夫 36,000 大阪府 中村　誠司 46,000

大阪府 武田　維明 28,000 大阪府 永吉　荘一 10,000

大阪府 竹田　尚人 50,000 大阪府 南森　秀幸 50,000

大阪府 竹原　敦子 12,000 大阪府 新居　達 16,000

大阪府 田中　一郎 10,000 大阪府 西川　翔平 62,000

大阪府 田中　智 26,000 大阪府 西川　知孝 14,000

大阪府 田中　聡 10,000 大阪府 西野　栄美子 16,000

大阪府 田中　暢 150,000 大阪府 西野　和子 20,000

大阪府 田邉　将 54,000 大阪府 西野　秀昭 26,000

大阪府 田辺　健郎 36,000 大阪府 西山　範 500,000

大阪府 田畑　健一 37,000 大阪府 西山　勇一 16,000

大阪府 玉垣　充亮 20,000 大阪府 西山　善崇 22,000

大阪府 田村　邦宏 22,000 大阪府 仁田原　秀章 26,000

大阪府 中馬　啓樹 76,000 大阪府 年梅　敦 50,000

大阪府 辻本　照美 150,000 大阪府 野田　博資 16,000

大阪府 時政　幸雄 10,000 大阪府 野々目　延浩 36,000

大阪府 床田　宗隆 18,000 大阪府 橋本　和男 16,000

大阪府 冨田　壮一 12,000 大阪府 畑本　光一 18,000

大阪府 友田　吉子 50,000 大阪府 濱　豪伸 32,000

大阪府 Tomoyama　Satoki 34,000 大阪府 浜口　剛生 22,000

大阪府 巴山　里木 34,000 大阪府 早崎　泰右 24,000

大阪府 中井　厚志 20,000 大阪府 林　潤一 14,000

大阪府 永井　孝尚 100,000 大阪府 林　宏和 10,000

大阪府 中江　健市 50,000 大阪府 林　豊 50,000

大阪府 中尾　健祐 10,000 大阪府 半野田　幸次郎 10,000

大阪府 中尾　淳 22,000 大阪府 樋口　和広 10,000
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大阪府 日高　真 10,000 大阪府 宮本　隆良 36,000

大阪府 樋上　善久 14,000 大阪府 麦生田　沙知子 56,000

大阪府 平田　喜彦 44,000 大阪府 宗内　巌 12,000

大阪府 平山　裕美 18,000 大阪府 村下　みゆき 20,000

大阪府 廣田　文男 36,000 大阪府 村瀬　法子 60,000

大阪府 廣橋　一裕 34,000 大阪府 桃井　秀幸 108,000

大阪府 福島　能久 32,000 大阪府 森　修平 14,000

大阪府 福本　健治 18,000 大阪府 森口　舞 35,000

大阪府 福本　美佳 30,000 大阪府 森田　浩史 68,000

大阪府 藤井　清美 12,000 大阪府 諸井　裕介 18,000

大阪府 藤田　ゆかり 18,000 大阪府 八木　一暢 106,000

大阪府 藤本　哲也 18,000 大阪府 矢吹　嘉孝 72,000

大阪府 古川　敦之 12,000 大阪府 山口　光男 36,000

大阪府 星名　賢一 40,000 大阪府 山﨑　豊文 34,000

大阪府 堀井　翔太 20,000 大阪府 山田　真 20,000

大阪府 堀内　信之介 50,000 大阪府 山名　健 10,000

大阪府 堀江　佳宏 30,000 大阪府 山本　静佳 32,000

大阪府 前川　嘉彬 30,000 大阪府 山本　正弘 36,000

大阪府 前田　幸夫 36,000 大阪府 山本　宗義 12,000

大阪府 前山　修 50,000 大阪府 山本　陽介 10,000

大阪府 牧窪　祥太 12,000 大阪府 横田　直記 22,000

大阪府 正岡　大典 44,000 大阪府 芳川　篤志 14,000

大阪府 増原　州人 49,000 大阪府 吉田　寿男 96,000

大阪府 松井　浩平 68,000 大阪府 吉田　智子 30,000

大阪府 松下　幸央 50,000 大阪府 吉田　優一 14,000

大阪府 松原　清志 36,000 大阪府 好村　健司 14,000

大阪府 松本　翔 12,000 大阪府 吉屋　佐由美 10,000

大阪府 松本　義政 10,000 大阪府 若林　昭 228,000

大阪府 松本　了 14,000 大阪府 鷲見　慎一 10,000

大阪府 真野　隆 26,000 大阪府 渡邊　健一 36,000

大阪府 三浦　弘司 14,000 兵庫県 赤塚　洋己 36,000

大阪府 三浦　正之 32,000 兵庫県 淺沼　知宣 64,000

大阪府 三島　弘 36,000 兵庫県 有岡　貴行 50,000

大阪府 道上　育子 16,000 兵庫県 有馬　孝幸 10,000

大阪府 三井　誠 120,000 兵庫県 有光　大樹 18,000

大阪府 宮崎　博太 10,000 兵庫県 安藤　昭嗣 28,000

大阪府 宮崎　裕子 10,000 兵庫県 井口　日文 10,000

大阪府 宮田　知幸 18,000 兵庫県 池上　昇司 12,000
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兵庫県 池田　尚弘 70,000 兵庫県 北川　善也 18,000

兵庫県 池田　晴彦 20,000 兵庫県 北村　悟 48,000

兵庫県 池田　善紀 10,000 兵庫県 木村　仁 120,000

兵庫県 泉　雅康 10,000 兵庫県 木本　志朗 10,000

兵庫県 伊藤　範朗 12,000 兵庫県 倉内　仁 12,000

兵庫県 井上　喜美代 50,000 兵庫県 蔵方　佑介 42,000

兵庫県 井上　滋夫 10,000 兵庫県 黒田　滋一 50,000

兵庫県 伊原　健郎 12,000 兵庫県 黒田　尚武 40,000

兵庫県 伊原　正幸 50,000 兵庫県 小池　宏昂 50,000

兵庫県 今岡　丈士 10,000 兵庫県 國井　総一郎 32,000

兵庫県 岩瀬　雷太 50,000 兵庫県 小澤　邦光 32,000

兵庫県 岩田　洋一郎 30,000 兵庫県 小谷　昭司 12,000

兵庫県 上原　良司 36,000 兵庫県 小中野　貴子 10,000

兵庫県 魚谷　実紗 40,000 兵庫県 坂田　順子 28,000

兵庫県 臼杵　愛子 62,000 兵庫県 坂田　宗昭 28,000

兵庫県 内田　和孝 10,000 兵庫県 坂本　裕之 46,000

兵庫県 大形　茂雄 14,000 兵庫県 相良　尚志 30,000

兵庫県 大里　和輝 10,000 兵庫県 佐藤　好之 36,000

兵庫県 大瀬戸　祥浩 34,000 兵庫県 澤井　利直 36,000

兵庫県 大塚　誠一郎 16,000 兵庫県 塩入　正章 250,000

兵庫県 大西　宏之 78,000 兵庫県 志磨　誠逸 50,000

兵庫県 岡田　寛 10,000 兵庫県 島垣　のぶえ 10,000

兵庫県 岡本　健一郎 34,000 兵庫県 清水　邦明 10,000

兵庫県 奥平　和良 42,000 兵庫県 清水　輝彦 26,000

兵庫県 尾崎　健二 10,000 兵庫県 清水　真 32,000

兵庫県 尾崎　大輔 32,000 兵庫県 上田　宙史 50,000

兵庫県 堅尾　吉明 100,000 兵庫県 杉野　進 22,000

兵庫県 勝本　健司 12,000 兵庫県 瀬野　倫代 12,000

兵庫県 勝本　健司 10,000 兵庫県 曽根岡　邦成 36,000

兵庫県 加藤　士朗 20,000 兵庫県 大道　均 20,000

兵庫県 加藤　徹 150,000 兵庫県 高田　稔之 50,000

兵庫県 加藤　稚子 10,000 兵庫県 高橋　洋 20,000

兵庫県 上條　英之 34,000 兵庫県 高本　法晴 16,000

兵庫県 川浦　辰也 50,000 兵庫県 滝　慎一郎 200,000

兵庫県 川上　宏 10,000 兵庫県 田中　敦 30,000

兵庫県 川崎　啓 16,000 兵庫県 田中　浩太郎 36,000

兵庫県 菊地　潤也 10,000 兵庫県 田中　信幸 10,000

兵庫県 岸本　通彦 92,000 兵庫県 田中　久喜 50,000
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兵庫県 田中　勝 68,000 兵庫県 舟元　佐京 50,000

兵庫県 谷　守 36,000 兵庫県 星山　尚淳 100,000

兵庫県 谷田　雅弘 100,000 兵庫県 細川　貴久 30,000

兵庫県 田畑　耕平 16,000 兵庫県 本田　真澄 16,000

兵庫県 田畑　吉康 28,000 兵庫県 前川　真一郎 50,000

兵庫県 田渕　健敏 96,000 兵庫県 前田　美加 108,000

兵庫県 辻下　泰史 180,000 兵庫県 前坊　義正 10,000

兵庫県 堤　尚史 12,000 兵庫県 正木　賢一 36,000

兵庫県 寺本　貴弘 30,000 兵庫県 益田　敏弘 20,000

兵庫県 豊島　修 26,000 兵庫県 松井　宏友 24,000

兵庫県 鳥越　周太 120,000 兵庫県 松尾　圭祐 16,000

兵庫県 直海　佑司 50,000 兵庫県 松尾　隆弘 30,000

兵庫県 中江　雄二 14,000 兵庫県 松木　宏 58,000

兵庫県 中尾　亜紀子 50,000 兵庫県 松田　知明 20,000

兵庫県 中川　賢 62,000 兵庫県 松田　祐征 12,000

兵庫県 中嶋　要一 14,000 兵庫県 光田　昌弘 22,000

兵庫県 永田　直樹 86,000 兵庫県 村尾　賢二 50,000

兵庫県 中田　道徳 10,000 兵庫県 森　真智子 50,000

兵庫県 長野　知子 32,000 兵庫県 森上　隆文 26,000

兵庫県 中野　博貴 10,000 兵庫県 安原　豊人 40,000

兵庫県 中村　愛子 18,000 兵庫県 安原　秀樹 72,000

兵庫県 夏山　浩一 16,000 兵庫県 谷ノ上　章 48,000

兵庫県 西　実 1,014,000 兵庫県 山岡　祥 10,000

兵庫県 野沢　拓也 18,000 兵庫県 山岸　洋之 28,000

兵庫県 野町　健 50,000 兵庫県 山下　純史 10,000

兵庫県 濱崎　幸司 74,000 兵庫県 山田　孝次 18,000

兵庫県 速水　真理子 200,000 兵庫県 山田　由佳 10,000

兵庫県 原　良典 16,000 兵庫県 山名　登 76,000

兵庫県 坂東　倫行 50,000 兵庫県 山本　千恵 22,000

兵庫県 東山　卓也 100,000 兵庫県 湯浅　祥弘 34,000

兵庫県 彦坂　享 10,000 兵庫県 弓岡　大悟 30,000

兵庫県 平崎　智士 80,000 兵庫県 吉田　哲也 48,000

兵庫県 平松　直樹 36,000 兵庫県 吉田　浩章 10,000

兵庫県 福谷　孝良 10,000 兵庫県 吉田　寛 10,000

兵庫県 藤沢　勝代 62,000 兵庫県 吉田　誠 18,000

兵庫県 藤田　秀政 28,000 兵庫県 吉田　稔 28,000

兵庫県 藤原　良平 106,000 兵庫県 吉松　昭和 24,000

兵庫県 舩原　知子 10,000 兵庫県 若槻　麻理子 10,000



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

兵庫県 若林　真徳 54,000 岡山県 浅野　博昭 10,000

兵庫県 若原　健志 20,000 岡山県 岩根　康祐 76,000

奈良県 有田　真和 14,000 岡山県 江田　泉 36,000

奈良県 大谷　博 50,000 岡山県 大島　康弘 68,000

奈良県 岡田　信彦 36,000 岡山県 大本　浩 18,000

奈良県 奥野　和美 14,000 岡山県 尾都野　智也 54,000

奈良県 喜多　信行 30,000 岡山県 茅原　悠紀 12,000

奈良県 熊代　誠一 10,000 岡山県 川崎　良二 50,000

奈良県 肥塚　哲 50,000 岡山県 久我　亜紀子 16,000

奈良県 塩見　憲史 26,000 岡山県 河野　元紀 10,000

奈良県 杉本　充彦 16,000 岡山県 郷原　慎治 50,000

奈良県 辻井　公祐 100,000 岡山県 香山　豊 50,000

奈良県 中岡　大亮 10,000 岡山県 小山　恵三 12,000

奈良県 速水　直生 120,000 岡山県 坂口　靖 280,000

奈良県 東浦　正也 30,000 岡山県 坂本　雅樹 46,000

奈良県 藤戸　章 36,000 岡山県 佐藤　功次 10,000

奈良県 牧野　拓晃 10,000 岡山県 寒澤　至 100,000

奈良県 増田　安政 36,000 岡山県 武田　隼人 140,000

奈良県 松山　文彦 200,000 岡山県 土倉　章良 108,000

奈良県 三原　宗三 22,000 岡山県 中野　慎史 36,000

奈良県 宮古　俊幸 20,000 岡山県 中水　紀喬 10,000

奈良県 山本　規皓 20,000 岡山県 難波　徹 10,000

奈良県 吉田　和也 30,000 岡山県 二階堂　秀和 26,000

奈良県 吉光　敦志 12,000 岡山県 二木　裕之 10,000

和歌山県 赤松　弘朗 12,000 岡山県 羽田　智則 12,000

和歌山県 生田　光徳 20,000 岡山県 原田　俊三 200,000

和歌山県 岩田　勝吉 10,000 岡山県 廣瀬　憲三 50,000

和歌山県 片桐　敬晃 100,000 岡山県 前河　謙二 36,000

和歌山県 後藤　浩伸 12,000 岡山県 松浦　琢磨 32,000

和歌山県 酒井　啓二 18,000 岡山県 三宅　徹 42,000

和歌山県 田中　剛 320,000 岡山県 宮原　孝和 42,000

和歌山県 西山　等 10,000 岡山県 山口　龍二 50,000

和歌山県 橋本　忠浩 30,000 岡山県 湯原　マサエ 32,000

和歌山県 濵田　航一 36,000 岡山県 和氣　勇 26,000

和歌山県 前田　隆司 10,000 広島県 荒田　了輔 10,000

和歌山県 山口　勇人 55,000 広島県 石原　慶幸 70,000

和歌山県 山本　芳通 50,000 広島県 上野　学 10,000

和歌山県 湯川　彰英 100,000 広島県 岡田　克弥 14,000



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

広島県 岡田　恵吾 72,000 広島県 横田　直典 36,000

広島県 尾尻　真栄 58,000 広島県 吉田　誠 16,000

広島県 小野　邦彦 34,000 広島県 渡邉　宗行 34,000

広島県 小野　法久 200,000 山口県 岡屋　浩次 16,000

広島県 川口　誉 12,000 山口県 金岡　雅浩 12,000

広島県 木曽　尊彦 10,000 山口県 蕪竹　昌弘 16,000

広島県 栗山　典久 16,000 山口県 倉田　沙登美 36,000

広島県 河野　貴志 74,000 山口県 倉田　直樹 24,000

広島県 古賀　稔 36,000 山口県 後藤　勇人 32,000

広島県 齊田　拓也 46,000 山口県 櫻　旭輝 10,000

広島県 佐藤　悟朗 18,000 山口県 品川　泰英 26,000

広島県 篠原　敦子 56,000 山口県 柴崎　真 18,000

広島県 島田　文彦 14,000 山口県 須知　美奈 10,000

広島県 白木　清子 12,000 山口県 中川　栄治 18,000

広島県 新開　基師 50,000 山口県 西嶋　憲博 16,000

広島県 田中　出 24,000 山口県 西永　裕 22,000

広島県 坪田　浩文 50,000 山口県 野口　博史 100,000

広島県 寺澤　和貴 34,000 山口県 野口　裕子 300,000

広島県 十倉　俊二 12,000 山口県 久本　和夫 20,000

広島県 中尾　武史 26,000 山口県 深町　朋子 10,000

広島県 中村　公則 50,000 山口県 松下　敏明 10,000

広島県 中村　俊平 22,000 山口県 森重　尚子 16,000

広島県 中村　隆治 30,000 山口県 森重　通幸 36,000

広島県 林田　沙貴子 50,000 山口県 守谷　聡 12,000

広島県 原田　謙 22,000 徳島県 新井　博和 72,000

広島県 日野　美樹雄 12,000 徳島県 伊勢　孝之 18,000

広島県 藤田　潔 294,000 徳島県 鶴田　剛博 36,000

広島県 藤本　俊 100,000 徳島県 林　英司 60,000

広島県 松本　清克 36,000 香川県 大喜多　英人 62,000

広島県 宮口　雅夫 10,000 香川県 岡島　賢士 42,000

広島県 森　けい子 34,000 香川県 川本　親 12,000

広島県 森坂　仁美 1,200,000 香川県 佐藤　太彦 100,000

広島県 門田　悦治 30,000 香川県 塩田　博志 12,000

広島県 山地　宏明 40,000 香川県 神野　禎次 18,000

広島県 山下　千華 10,000 香川県 中村　晋 12,000

広島県 山根　真理江 28,000 香川県 服部　吉孝 24,000

広島県 山村　聡 54,000 香川県 前川　裕史 86,000

広島県 横田　修二 36,000 愛媛県 相原　敬 65,000
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愛媛県 安藤　雅人 50,000 福岡県 小田　仁志 10,000

愛媛県 飯澤　雄三 10,000 福岡県 折田　加奈子 20,000

愛媛県 石丸　克治 14,000 福岡県 甲木　亮一 18,000

愛媛県 岡田　大典 12,000 福岡県 川原　和紀 28,000

愛媛県 葛川　洋介 12,000 福岡県 木上　勝征 300,000

愛媛県 倉橋　芳成 12,000 福岡県 北垣　聡 28,000

愛媛県 黒田　聡 14,000 福岡県 北島　幸登 14,000

愛媛県 篠原　一志 36,000 福岡県 木塚　浩敏 100,000

愛媛県 高瀬　泰造 16,000 福岡県 木下　泰源 60,000

愛媛県 武田　靖志 12,000 福岡県 木村　浩二 20,000

愛媛県 橘　幸司 20,000 福岡県 黒木　政秀 46,000

愛媛県 田所　陽一 46,000 福岡県 小泉　伊織 36,000

愛媛県 羽藤　高明 34,000 福岡県 古賀　文敏 104,000

愛媛県 平田　英男 40,000 福岡県 小島　雅之 18,000

愛媛県 藤田　央仁 100,000 福岡県 齋藤　浩之 36,000

愛媛県 藤村　洋志 50,000 福岡県 坂本　剛 34,000

愛媛県 丸山　要 36,000 福岡県 櫻田　義弘 50,000

愛媛県 三田　一夫 14,000 福岡県 塩盛　輝夫 92,000

愛媛県 三宅　敏 10,000 福岡県 重田　晴史 10,000

愛媛県 森岡　徹 18,000 福岡県 渋谷　信一 28,000

愛媛県 安井　久雄 10,000 福岡県 島名　規男 10,000

愛媛県 渡部　一幸 20,000 福岡県 城野　健一郎 48,000

愛媛県 渡部　誠一郎 10,000 福岡県 末永　文彦 26,000

高知県 上田　辰也 36,000 福岡県 高江　志朗 20,000

高知県 苅田　賢治 14,000 福岡県 高木　晟 32,000

高知県 清水　明彦 26,000 福岡県 高木　信行 24,000

高知県 森野　有晴 12,000 福岡県 高梨　慎人 14,000

福岡県 浅田　真美子 16,000 福岡県 高橋　雄一 12,000

福岡県 有吉　道雄 150,000 福岡県 高橋　吉宏 18,000

福岡県 案浦　澄隆 44,000 福岡県 高橋　諒 16,000

福岡県 石井　英治 28,000 福岡県 竹尾　貞徳 10,000

福岡県 和泉　伸二 18,000 福岡県 堤　直之 42,000

福岡県 伊藤　歩 10,000 福岡県 寺田　裕 36,000

福岡県 岩田　大作 48,000 福岡県 藤　恵治 36,000

福岡県 岩田　朋之 56,000 福岡県 徳嶽　剛 18,000

福岡県 上田　正康 32,000 福岡県 德山　広海 100,000

福岡県 梅崎　尚子 16,000 福岡県 中川　愼治 32,000

福岡県 岡田　泰昌 20,000 福岡県 中澤　治樹 18,000
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福岡県 中嶋　誠司 14,000 佐賀県 緒方　麻衣 10,000

福岡県 中島　禎彦 62,000 佐賀県 小副川　学 150,000

福岡県 永田　泰明 50,000 佐賀県 柿本　朝子 22,000

福岡県 ナガノ　ケンイチ 18,000 佐賀県 野上　英次郎 50,000

福岡県 中村　クミ 36,000 佐賀県 藤瀬　宏宣 12,000

福岡県 西室　宏基 12,000 佐賀県 山崎　正人 36,000

福岡県 橋本　和明 50,000 長崎県 久保　知子 62,000

福岡県 服部　潤 28,000 長崎県 嶋　賢治 36,000

福岡県 浜辺　啓介 16,000 長崎県 島名　雅史 20,000

福岡県 林田　はるみ 18,000 長崎県 瀬谷　典繁 36,000

福岡県 原田　洋 14,000 長崎県 武田　淳一 50,000

福岡県 春田　郡平 14,000 長崎県 田中　光年 22,000

福岡県 稗田　佳介 12,000 長崎県 友廣　理恵 10,000

福岡県 平井　勝 10,000 長崎県 中牟田　浩治 22,000

福岡県 深堀　幸一郎 36,000 長崎県 秦　伸之 10,000

福岡県 福島　さやか 38,000 長崎県 吉田　知之 30,000

福岡県 福島　武人 108,000 熊本県 鬼木　泰成 18,000

福岡県 藤井　誠治 80,000 熊本県 門脇　義久 28,000

福岡県 藤嶋　研二 40,000 熊本県 住江　修治 40,000

福岡県 藤山　修司 12,000 熊本県 友田　光 12,000

福岡県 藤吉　哲也 68,000 熊本県 長澤　光洋 18,001

福岡県 本田　信義 22,000 熊本県 松本　典男 50,000

福岡県 牧　卓彌 38,000 熊本県 山根　靖司 78,000

福岡県 益雪　直子 36,000 大分県 足立　茂治 24,000

福岡県 松浦　俊明 36,000 大分県 香川　浩一 100,000

福岡県 松本　健次 50,000 大分県 後藤　佳喜 49,000

福岡県 馬渡　正明 22,000 大分県 小仲　昇 16,000

福岡県 光井　敬 100,000 大分県 古宮　純一 16,000

福岡県 矢田　雅佳 24,000 大分県 近藤　桂史 36,000

福岡県 彌永　秀樹 10,000 大分県 佐々木　興平 34,000

福岡県 山田　宰史 44,000 大分県 中村　俊明 48,000

福岡県 山田　雄二 24,000 大分県 藤吉　直樹 106,000

福岡県 山本　佳代 54,000 大分県 山城　正之 50,000

福岡県 山本　貴規 28,000 宮崎県 青木　貴寛 50,000

福岡県 山脇　正彦 36,000 宮崎県 芥田　哲也 50,000

福岡県 吉武　綾一 12,000 宮崎県 岡留　康昌 16,000

福岡県 若林　省二 36,000 宮崎県 景山　亨 16,000

福岡県 渡邊　恒輝 16,000 宮崎県 景山　由美子 20,000
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宮崎県 上和田　諭 36,000 鹿児島県 立野　太郎 24,000

宮崎県 河野　朋宏 20,000 鹿児島県 畑山　直也 50,000

宮崎県 佐々木　誠一 50,000 鹿児島県 繁昌　恵那 16,000

宮崎県 佐々木　万里代 64,000 鹿児島県 松本　純 20,000

宮崎県 園田　信雄 36,000 鹿児島県 水野　巧 46,000

宮崎県 鶴留　優一 22,000 鹿児島県 横山　和弘 32,000

宮崎県 德田　信幸 22,000 沖縄県 新垣　梓 18,000

宮崎県 長野　正典 100,000 沖縄県 神谷　茂 36,000

宮崎県 兵頭　由規 32,000 沖縄県 島崎　文太 132,000

宮崎県 矢野　博美 38,000 沖縄県 高橋　賢二郎 10,000

鹿児島県 岩崎　一志 50,000 沖縄県 當間　美紀 10,000

鹿児島県 上床　格 10,000 沖縄県 名嘉真　英之 24,000

鹿児島県 奥田　弘志 35,000 沖縄県 盛島　秀泉 28,000

鹿児島県 上塘　正人 10,000 沖縄県 谷貝　東彦 68,000

鹿児島県 上塘　葉子 12,000 沖縄県 山元　泰大 12,000

鹿児島県 武田　緑 16,000 沖縄県 與座　浩次 14,000

【事業者等寄附】 (単位:円)

寄附金額

100,000

129,600

アサヒビール株式会社茨城工場

東部瓦斯株式会社茨城南支社守谷事業所

団体名称


