
令和２年度寄附者一覧(単位：円)（敬称略） 

都道府県 氏名 寄附金額 

北海道 會澤 祥弘 13,000 

北海道 赤坂 武道 13,000 

北海道 阿部 拓郎 23,000 

北海道 天谷 要 66,000 

北海道 安渡 琢 39,000 

北海道 石尾 文吾 22,000 

北海道 石川 康予 12,000 

北海道 石田 雄一 26,000 

北海道 石羽澤 映美 8,000 

北海道 伊勢 信之 10,000 

北海道 井田 洋輔 60,000 

北海道 伊藤 博明 51,000 

北海道 岩寺 晴夫 15,000 

北海道 上家 寿之 13,000 

北海道 臼杵 裕史 30,000 

北海道 内山 宏和 9,000 

北海道 内海 裕晃 13,000 

北海道 大石 みさき 132,000 

北海道 小笠原 里奈 10,000 

北海道 岡本 愛 18,000 

北海道 尾田 寿朗 6,000 

北海道 小野 智史 90,000 

北海道 笠原 茂佳 54,000 

北海道 勝田 茂 30,000 

北海道 金澤 忠輝 11,000 

北海道 兼崎 義明 100,000 

北海道 兼平 誠也 15,000 

北海道 兼平 誠也 11,000 

北海道 兼平 誠也 11,000 

北海道 上口 権二郎 12,000 

北海道 上口 権二郎 12,000 

北海道 川端 公輔 10,000 

北海道 川端 宣治 132,000 

北海道 木下 裕詞 66,000 

北海道 木下 裕詞 138,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

北海道 日下 洋輔 40,000 

北海道 工藤 正樹 14,000 

北海道 工藤 正樹 17,000 

北海道 工藤 由美子 10,000 

北海道 小橋 淳平 12,000 

北海道 小林 龍治 24,000 

北海道 小松 敏昭 43,000 

北海道 近藤 幸弘 22,000 

北海道 齊藤 豪 132,000 

北海道 斉藤 真奈美 40,000 

北海道 坂上 弘美 90,000 

北海道 櫻田 里織 8,000 

北海道 佐々木 智範 26,000 

北海道 佐々木 智範 26,000 

北海道 佐々木 智範 39,000 

北海道 佐々木 智範 120,000 

北海道 笹本 義統 30,000 

北海道 佐藤 舜也 11,000 

北海道 佐藤 真哉 10,000 

北海道 佐藤 勉 8,000 

北海道 佐藤 哲也 11,000 

北海道 佐藤 敏文 39,000 

北海道 佐藤 敏文 13,000 

北海道 佐藤 敏文 30,000 

北海道 澤田 絵美子 9,000 

北海道 澤田 睦 10,000 

北海道 椎名 央剛 12,000 

北海道 正源 安人 20,000 

北海道 白山 敏彦 33,000 

北海道 末吉 律子 4,000 

北海道 鈴木 明大 13,000 

北海道 鈴木 真澄 11,000 

北海道 鈴木 真澄 11,000 

北海道 鈴木 真澄 11,000 

北海道 高井 修 15,000 

北海道 高橋 浩二 45,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

北海道 田端 祐一 13,000 

北海道 田端 祐一 13,000 

北海道 田村 安 6,000 

北海道 佃 昭宏 13,000 

北海道 佃 昭宏 13,000 

北海道 佃 昭宏 13,000 

北海道 辻 英樹 4,000 

北海道 津嶋 徳一 10,000 

北海道 堤 瑞樹 11,000 

北海道 鶴見 卓也 20,000 

北海道 徳本 栄一 20,000 

北海道 西 泰司 22,000 

北海道 西 百恵 7,000 

北海道 西部 俊哉 56,000 

北海道 西森 英史 10,000 

北海道 長谷川 功 60,000 

北海道 浜崎 純 84,000 

北海道 浜崎 陽子 56,000 

北海道 半田 聖典 13,000 

北海道 稗田 翔平 10,000 

北海道 東村 貴志 17,000 

北海道 久滝 俊博 14,000 

北海道 平塚 佑太郎 22,000 

北海道 平間 順也 11,000 

北海道 深谷 寛 16,000 

北海道 星加 修一 20,000 

北海道 星川 和章 14,000 

北海道 細井 雄一郎 66,000 

北海道 堀 祐治 13,000 

北海道 堀野 恵利子 54,000 

北海道 堀野 晴雄 54,000 

北海道 堀野 晴雄 54,000 

北海道 堀野 晴雄 54,000 

北海道 堀野 晴雄 34,000 

北海道 本間 幸雄 10,000 

北海道 蒔田 雅彦 14,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

北海道 蒔田 雅彦 14,000 

北海道 三浦 英樹 12,000 

北海道 湊 晶雄 12,000 

北海道 南 尚典 12,000 

北海道 三宅 正人 22,000 

北海道 矢城 健司 20,000 

北海道 安原 恵 13,000 

北海道 柳川 昌寛 12,000 

北海道 山内 淳 10,000 

北海道 山口 貴史 200,000 

北海道 山口 伸人 11,000 

北海道 山地 勝彦 15,000 

北海道 山本 英一郎 11,000 

北海道 山本 英一郎 11,000 

北海道 吉田 匡 11,000 

北海道 吉田 匡 11,000 

北海道 渡邉 明彦 16,000 

北海道 渡邉 明彦 13,000 

北海道 渡辺 一人 16,000 

北海道 渡邉 優 60,000 

青森県 稲葉 佑太 10,000 

青森県 大野 亮 6,000 

青森県 小田桐 亜衣 6,000 

青森県 渋谷 弘正 10,000 

青森県 田澤 豊弘 22,000 

青森県 田澤 豊弘 14,000 

青森県 田澤 豊弘 14,000 

青森県 寺田 明功 13,000 

青森県 藤山 浩司 11,000 

岩手県 相原 一徳 11,000 

岩手県 大澤 健二 9,000 

岩手県 大津 瑛裕 10,000 

岩手県 大西 正純 28,000 

岩手県 大西 正純 26,000 

岩手県 紺野 光晴 22,000 

岩手県 藤島 行輝 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

岩手県 藤島 行輝 11,000 

岩手県 藤島 行輝 12,000 

岩手県 藤島 行輝 12,000 

岩手県 松田 南美 11,000 

宮城県 青木 槙也 20,000 

宮城県 阿部 伴明 26,000 

宮城県 阿部 雅洋 60,000 

宮城県 阿部 仁紀 54,000 

宮城県 安藤 晃 10,000 

宮城県 伊藤 誠 10,000 

宮城県 猪股 裕士 92,000 

宮城県 岩本 一成 22,000 

宮城県 及川 善夫 150,000 

宮城県 大友 拓磨 22,000 

宮城県 角田 あけみ 10,000 

宮城県 柏葉 光宏 60,000 

宮城県 勝又 亜希 10,000 

宮城県 加藤 郁男 17,000 

宮城県 加藤 善大 66,000 

宮城県 金澤 俊司 13,000 

宮城県 金澤 俊司 10,000 

宮城県 金子 雅弘 10,000 

宮城県 鎌田 貞子 90,000 

宮城県 川原 忍 13,000 

宮城県 岸波 唯 17,000 

宮城県 小泉 節子 20,000 

宮城県 小林 直樹 22,000 

宮城県 今野 明典 44,000 

宮城県 今野 弘道 11,000 

宮城県 齋藤 興世 70,000 

宮城県 齊藤 晴也 13,000 

宮城県 齊藤 晴也 13,000 

宮城県 齊藤 晴也 13,000 

宮城県 齊藤 晴也 13,000 

宮城県 齋藤 祐也 39,000 

宮城県 坂爪 真 45,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

宮城県 佐々木 啓寿 22,000 

宮城県 佐々木 健一 11,000 

宮城県 佐々木 健一 11,000 

宮城県 佐々木 貴規 10,000 

宮城県 佐藤 史崇 26,000 

宮城県 佐藤 政彦 11,000 

宮城県 佐藤 政彦 15,000 

宮城県 佐藤 政彦 11,000 

宮城県 佐藤 政彦 12,000 

宮城県 澤口 悟 23,000 

宮城県 新屋 武史 20,000 

宮城県 菅川 貴行 22,000 

宮城県 瀬戸 敏之 39,000 

宮城県 高橋 暁篤 10,000 

宮城県 高橋 進 17,000 

宮城県 高橋 優輔 4,000 

宮城県 高橋 良正 180,000 

宮城県 滝本 康裕 12,000 

宮城県 武山 祐也 13,000 

宮城県 武山 祐也 13,000 

宮城県 多田 和己 10,000 

宮城県 千田 元 26,000 

宮城県 千田 元 13,000 

宮城県 千田 元 18,000 

宮城県 寺山 辰憲 30,000 

宮城県 永島 カオリ 11,000 

宮城県 橋本 多佳子 26,000 

宮城県 橋本 多佳子 6,000 

宮城県 橋本 多佳子 60,000 

宮城県 羽田 潤一 12,000 

宮城県 羽田 潤一 11,000 

宮城県 原 光子 180,000 

宮城県 深坂 曉斗 20,000 

宮城県 藤沢 勝浩 6,000 

宮城県 堀 新太郎 10,000 

宮城県 馬上 幸太郎 18,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

宮城県 牧田 広美 26,000 

宮城県 牧田 広美 26,000 

宮城県 松本 信寛 11,000 

宮城県 馬渕 雄志 44,000 

宮城県 水戸 光範 24,000 

宮城県 宮川 昌明 11,000 

宮城県 森 保江 69,000 

宮城県 山本 達夫 156,000 

宮城県 渡部 大地 11,000 

秋田県 小鴨 美幸 12,000 

秋田県 小鴨 祐 11,000 

秋田県 小鴨 祐 11,000 

秋田県 小川 誠 20,000 

秋田県 織田 寛樹 42,000 

秋田県 黒木 千春 12,000 

秋田県 佐竹 宏明 13,000 

秋田県 佐竹 宏明 13,000 

秋田県 藤井 昌 13,000 

秋田県 堀井 享 13,000 

秋田県 堀井 享 11,000 

秋田県 堀井 享 14,000 

秋田県 山崎 晃汰 11,000 

秋田県 山崎 晃汰 10,000 

秋田県 吉田 節朗 11,000 

山形県 加藤 あゆみ 11,000 

山形県 佐藤 隆彦 11,000 

山形県 佐藤 隆彦 11,000 

山形県 鈴木 祐輔 10,000 

山形県 多田 真人 23,000 

山形県 七森 さち子 10,000 

山形県 沼澤 晋也 10,000 

山形県 舩山 吉丸 15,000 

山形県 三浦 敏彰 20,000 

山形県 渡邊 清 13,000 

山形県 渡邊 清 13,000 

山形県 渡邊 清 13,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

福島県 阿部 正 50,000 

福島県 新井 康悦 26,000 

福島県 新井 康悦 52,000 

福島県 新井 康悦 52,000 

福島県 石井 幸男 10,000 

福島県 石橋 隼 15,000 

福島県 石橋 隼 15,000 

福島県 岩崎 喜之 10,000 

福島県 植木 雄司 13,000 

福島県 遠藤 幸徳 22,000 

福島県 遠藤 亮 11,000 

福島県 大内 新太郎 22,000 

福島県 大和田 諒 15,000 

福島県 加藤 裕司 6,000 

福島県 壁巣 達弥 15,000 

福島県 北村 勇治 100,000 

福島県 國井 泰人 10,000 

福島県 郡司 良律 20,000 

福島県 斎藤 瞬 22,000 

福島県 佐久間 政文 257,000 

福島県 佐々木 信英 15,000 

福島県 渋谷 純子 11,000 

福島県 鈴木 隆司 180,000 

福島県 千才 大蔵 22,000 

福島県 高野 心平 22,000 

福島県 冨塚 重幸 6,000 

福島県 長総 義弘 13,000 

福島県 西島 侑輝 11,000 

福島県 野田 勝 13,000 

福島県 野田 勝 10,000 

福島県 野田 勝 10,000 

福島県 三浦 康一 11,000 

福島県 三浦 貴子 12,000 

福島県 栁沼 信司 42,000 

福島県 安田 耕 9,000 

福島県 矢部 正則 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

福島県 山野邊 隆二 88,000 

福島県 渡辺 恵介 10,000 

福島県 渡邉 進一 22,000 

福島県 渡部 直人 11,000 

茨城県 後藤 裕之 10,000 

茨城県 後藤 裕之 5,000 

茨城県 永田 章紀 100,000 

茨城県 赤木 一成 40,000 

茨城県 阿久津 良 18,000 

茨城県 朝岡 延豪 22,000 

茨城県 安蔵 靖 11,000 

茨城県 井口 昌之 72,000 

茨城県 石井 利明 13,000 

茨城県 石塚 吉浩 10,000 

茨城県 石塚 吉浩 10,000 

茨城県 岩波 大典 101,000 

茨城県 岩本 健一 52,000 

茨城県 内山 悦幸 11,000 

茨城県 内山 悦幸 11,000 

茨城県 内山 悦幸 11,000 

茨城県 宇都宮 政江 44,000 

茨城県 梅原 辰徳 30,000 

茨城県 遠藤 剛 30,000 

茨城県 遠藤 実由喜 60,000 

茨城県 大竹 俊哉 17,000 

茨城県 大竹 俊哉 17,000 

茨城県 大竹 俊哉 17,000 

茨城県 大塚 幸子 9,000 

茨城県 大野 武 20,000 

茨城県 大野 政雄 17,000 

茨城県 大野 政雄 17,000 

茨城県 大野 政雄 17,000 

茨城県 大和田 忠 56,000 

茨城県 小島 勝利 20,000 

茨城県 小幡 一夫 24,000 

茨城県 加瀬 真貴 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

茨城県 門倉 正和 22,000 

茨城県 門倉 正和 44,000 

茨城県 鹿野 幹男 120,000 

茨城県 亀本 耕平 30,000 

茨城県 川上 登 13,000 

茨城県 河嶋 豊 26,000 

茨城県 河嶋 豊 20,000 

茨城県 川又 千明 22,000 

茨城県 北島 孝 20,000 

茨城県 北島 康雄 40,000 

茨城県 桐原 隆之 46,000 

茨城県 栗原 勇大 15,000 

茨城県 栗原 勇大 11,000 

茨城県 栗原 勇大 28,000 

茨城県 鯉沼 克比佐 34,000 

茨城県 小塚 典博 20,000 

茨城県 小寺 実 264,000 

茨城県 小林 千恵 50,000 

茨城県 小林 優子 17,000 

茨城県 小松崎 睦 30,000 

茨城県 小室 俊太郎 16,000 

茨城県 齋藤 智彦 35,000 

茨城県 齋藤 智彦 22,000 

茨城県 齋藤 智彦 54,000 

茨城県 斉藤 誠 10,000 

茨城県 斉藤 誠 10,000 

茨城県 斉藤 誠 20,000 

茨城県 酒井 早苗 11,000 

茨城県 榊原 京子 23,000 

茨城県 佐々木 千夏子 32,000 

茨城県 佐々木 俊彦 20,000 

茨城県 佐藤 花菜 10,000 

茨城県 佐藤 健一 345,000 

茨城県 佐藤 祐 60,000 

茨城県 塩田 久美子 6,000 

茨城県 庄司 公紀 20,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

茨城県 庄司 ・男 30,000 

茨城県 庄司 ・男 30,000 

茨城県 杉山 賢司 112,000 

茨城県 鈴木 貴直 30,000 

茨城県 須藤 賢一 22,000 

茨城県 角倉 徹哉 10,000 

茨城県 関戸 司久 13,000 

茨城県 関本 恵美 23,000 

茨城県 瀬崎 光徳 14,000 

茨城県 高島 俊和 15,000 

茨城県 鷹巣 義幸 10,000 

茨城県 髙野橋 寛 16,000 

茨城県 高村 泰彦 22,000 

茨城県 高村 泰彦 10,000 

茨城県 高村 泰彦 8,000 

茨城県 田中 新 10,000 

茨城県 田中 栄嗣 17,000 

茨城県 田中 栄嗣 17,000 

茨城県 田村 利之 22,000 

茨城県 田山 奈美恵 8,000 

茨城県 千葉 和弘 264,000 

茨城県 土弘 早苗 10,000 

茨城県 角田 知巳 20,000 

茨城県 永井 力男 18,000 

茨城県 長倉 成憲 40,000 

茨城県 長倉 成憲 40,000 

茨城県 長倉 成憲 40,000 

茨城県 中田 弘 12,000 

茨城県 中山 信之 40,000 

茨城県 中山 亮一 75,000 

茨城県 

ナガワデ ヨゲー

シュ 10,000 

茨城県 西山 典子 26,000 

茨城県 野田 義光 66,000 

茨城県 萩原 敏之 20,000 

茨城県 萩原 敏之 20,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

茨城県 橋本 英樹 13,000 

茨城県 橋本 英樹 12,000 

茨城県 橋本 睦 10,000 

茨城県 畑下 典之 22,000 

茨城県 林 章二 8,000 

茨城県 東 浩司 13,000 

茨城県 平山 京子 11,000 

茨城県 深作 一明 23,000 

茨城県 藤原 亮 50,000 

茨城県 藤原 亮 50,000 

茨城県 細谷 謙裕 16,000 

茨城県 益子 正範 10,000 

茨城県 町田 正 51,000 

茨城県 松島 洋一郎 15,000 

茨城県 松島 洋一郎 30,000 

茨城県 松本 孝夫 10,000 

茨城県 箕輪 美代子 15,000 

茨城県 箕輪 美代子 20,000 

茨城県 宮本 一男 20,000 

茨城県 森田 大英 5,000 

茨城県 柳田 一斉 13,000 

茨城県 山口 和信 15,000 

茨城県 山下 真美 21,000 

茨城県 山田 圭一 6,000 

茨城県 山田 重人 55,000 

茨城県 山本 薫子 22,000 

茨城県 吉田 勝 118,000 

茨城県 吉野 正人 11,000 

茨城県 淀縄 聡 10,000 

茨城県 和知 紀良 22,000 

栃木県 青柳 有里恵 10,000 

栃木県 青柳 有里恵 11,000 

栃木県 青柳 有里恵 10,000 

栃木県 青柳 有里恵 10,000 

栃木県 安藤 清高 17,000 

栃木県 池添 祐大 12,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

栃木県 池本 直明 22,000 

栃木県 石塚 好一 20,000 

栃木県 石塚 満 18,000 

栃木県 祝迫 和彦 13,000 

栃木県 江田 浩之 13,000 

栃木県 亀田 美香 22,000 

栃木県 木津 梢 10,000 

栃木県 小室 雅志 13,000 

栃木県 小山 里美 12,000 

栃木県 酒井 将勝 13,000 

栃木県 酒井 将勝 11,000 

栃木県 坂本 慶文 20,000 

栃木県 佐藤 倫幸 200,000 

栃木県 柴田 雅通 13,000 

栃木県 渋谷 真人 22,000 

栃木県 嶋田 秀満 20,000 

栃木県 高木 孝広 30,000 

栃木県 高橋 二美 180,000 

栃木県 竹之内 伸亮 23,000 

栃木県 武部 直明 10,000 

栃木県 奈良原 大亮 10,000 

栃木県 奈良原 大亮 4,000 

栃木県 日置 祐介 8,000 

栃木県 別府 正幸 90,000 

栃木県 村上 誠人 34,000 

栃木県 森嶋 計 30,000 

栃木県 森田 裕介 9,000 

栃木県 山口 岳史 40,000 

栃木県 山口 岳史 30,000 

栃木県 山本 智幸 39,000 

栃木県 山本 智幸 39,000 

栃木県 山本 智幸 72,000 

栃木県 渡辺 光彦 11,000 

栃木県 渡辺 光彦 11,000 

栃木県 渡辺 光彦 11,000 

栃木県 渡辺 光彦 11,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

群馬県 荒木 大輔 10,000 

群馬県 上原 大輝 10,000 

群馬県 上原 大輝 10,000 

群馬県 大山 正史 22,000 

群馬県 岡戸 千絵 11,000 

群馬県 角張 智之 280,000 

群馬県 角張 智之 408,000 

群馬県 久保 憲生 26,000 

群馬県 小金澤 徹記 54,000 

群馬県 小金澤 徹記 18,000 

群馬県 小金澤 徹記 189,000 

群馬県 斉藤 義行 10,000 

群馬県 鈴木 健太 10,000 

群馬県 須藤 良 12,000 

群馬県 清野 孝治 132,000 

群馬県 高井 貞浩 30,000 

群馬県 高瀬 亮太 13,000 

群馬県 高田 沙織 11,000 

群馬県 高橋 和宏 10,000 

群馬県 高橋 沙也加 21,000 

群馬県 田中 靖人 16,000 

群馬県 鶴巻 太 132,000 

群馬県 友野 和幸 10,000 

群馬県 永田 透 44,000 

群馬県 中村 和浩 10,000 

群馬県 根本 明宏 11,000 

群馬県 野間 久美子 11,000 

群馬県 早川 茂 18,000 

群馬県 林 邦雄 180,000 

群馬県 東 慶太 20,000 

群馬県 東 慶太 20,000 

群馬県 東 倫子 180,000 

群馬県 福田 怜雄 13,000 

群馬県 藤崎 健太 12,000 

群馬県 藤澤 桃子 92,000 

群馬県 舟橋 寛元 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

群馬県 星野 敏 10,000 

群馬県 本田 達人 12,000 

群馬県 前田 佳祐 13,000 

群馬県 前田 佳祐 13,000 

群馬県 峯岸 健一 17,000 

群馬県 峰岸 豊 22,000 

群馬県 村田 光繁 13,000 

群馬県 村田 光繁 52,000 

埼玉県 青木 一美 22,000 

埼玉県 秋葉 圭介 40,000 

埼玉県 薊 理紗 22,000 

埼玉県 安彦 剣太郎 22,000 

埼玉県 安彦 剣太郎 20,000 

埼玉県 安彦 剣太郎 20,000 

埼玉県 新井 堅吾 12,000 

埼玉県 新井 康介 12,000 

埼玉県 新井 青史 10,000 

埼玉県 新井 孝史 88,000 

埼玉県 新井 瞳 4,000 

埼玉県 飯田 剛 12,000 

埼玉県 五十嵐 彩 11,000 

埼玉県 石井 健太 20,000 

埼玉県 石井 義孝 12,000 

埼玉県 石末 靖人 22,000 

埼玉県 石末 靖人 22,000 

埼玉県 石橋 哲 10,000 

埼玉県 泉 貴裕 10,000 

埼玉県 泉 瑠衣 11,000 

埼玉県 伊藤 眞次郎 5,000 

埼玉県 伊藤 知和 132,000 

埼玉県 糸毛 麻衣 10,000 

埼玉県 岩渕 勝則 100,000 

埼玉県 植原 久 20,000 

埼玉県 内田 和代 13,000 

埼玉県 江尻 賢 11,000 

埼玉県 江尻 賢 11,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

埼玉県 江原 幸茂 11,000 

埼玉県 江原 幸茂 11,000 

埼玉県 江原 幸茂 11,000 

埼玉県 江原 幸茂 12,000 

埼玉県 大澤 洋子 16,000 

埼玉県 大澤 洋子 13,000 

埼玉県 大澤 洋子 13,000 

埼玉県 太田 博明 28,000 

埼玉県 太田 誠人 15,000 

埼玉県 大塚 隆史 20,000 

埼玉県 大浜 玄 13,000 

埼玉県 近江 隼人 23,000 

埼玉県 岡安 拓也 17,000 

埼玉県 長壁 通博 44,000 

埼玉県 小澤 昭徳 17,000 

埼玉県 小野寺 篤 14,000 

埼玉県 角村 俊一 10,000 

埼玉県 片柳 義宏 26,000 

埼玉県 勝田 守利 8,000 

埼玉県 加藤 博 22,000 

埼玉県 加藤 美夫 36,000 

埼玉県 加藤 美夫 34,000 

埼玉県 金子 聖平 66,000 

埼玉県 兼子 洋二 11,000 

埼玉県 樺澤 健太郎 10,000 

埼玉県 亀田 圭彦 26,000 

埼玉県 亀田 圭彦 39,000 

埼玉県 亀田 圭彦 26,000 

埼玉県 亀田 圭彦 30,000 

埼玉県 川島 信雄 100,000 

埼玉県 川島 優彦 12,000 

埼玉県 川田 一哉 10,000 

埼玉県 北澤 卓治 66,000 

埼玉県 木津 貴秀 10,000 

埼玉県 木村 公俊 13,000 

埼玉県 木村 憲介 16,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

埼玉県 木村 聡 10,000 

埼玉県 釘宮 典孝 13,000 

埼玉県 久保田 聡 17,000 

埼玉県 熊木 嘉一 10,000 

埼玉県 熊木 嘉一 10,000 

埼玉県 熊田 俊樹 24,000 

埼玉県 倉島 誠 26,000 

埼玉県 倉島 誠 26,000 

埼玉県 倉林 大輔 34,000 

埼玉県 栗原 拓也 12,000 

埼玉県 栗原 拓也 20,000 

埼玉県 小泉 淳 72,000 

埼玉県 小泉 徹洋 66,000 

埼玉県 小泉 僚 26,000 

埼玉県 小泉 僚 10,000 

埼玉県 小泉 僚 20,000 

埼玉県 小泉 僚 20,000 

埼玉県 古川   千湖 15,000 

埼玉県 小熊 剛之 11,000 

埼玉県 小熊 剛之 11,000 

埼玉県 小嶋 敏夫 120,000 

埼玉県 小林 彰宏 10,000 

埼玉県 小林 幸二 40,000 

埼玉県 小谷野 淳 120,000 

埼玉県 小山 龍一 15,000 

埼玉県 齊藤 彰彦 15,000 

埼玉県 齋藤 京 14,000 

埼玉県 佐賀 崇 30,000 

埼玉県 堺 和寛 66,000 

埼玉県 榊原 真由美 20,000 

埼玉県 坂巻 浩孝 33,000 

埼玉県 坂本 仁 13,000 

埼玉県 坂本 仁 13,000 

埼玉県 坂本 仁 13,000 

埼玉県 佐々木 和也 11,000 

埼玉県 佐藤 忠 4,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

埼玉県 佐藤 徹 380,000 

埼玉県 鮫島 守 60,000 

埼玉県 澤井 健作 90,000 

埼玉県 白川 真帆 18,000 

埼玉県 白澤 邦内 9,000 

埼玉県 白澤 邦内 10,000 

埼玉県 志波 秀明 60,000 

埼玉県 神宮 仁美 22,000 

埼玉県 菅 元輝 22,000 

埼玉県 菅谷 忠幸 20,000 

埼玉県 杉村 直泰 132,000 

埼玉県 須﨑 美喜子 88,000 

埼玉県 鈴木 孝幸 15,000 

埼玉県 鈴木 智晶 14,000 

埼玉県 須藤 紘平 16,000 

埼玉県 瀬尾 伸之 14,000 

埼玉県 関 純 200,000 

埼玉県 関口 淳一 39,000 

埼玉県 関口 淳一 39,000 

埼玉県 関口 淳一 26,000 

埼玉県 関口 淳一 39,000 

埼玉県 関口 淳一 39,000 

埼玉県 関口 淳一 39,000 

埼玉県 関口 淳一 39,000 

埼玉県 関口 淳一 30,000 

埼玉県 関根 美智子 66,000 

埼玉県 千賀 知樹 3,000 

埼玉県 相馬 伸哉 22,000 

埼玉県 高岡 亮一 11,000 

埼玉県 高岡 亮一 33,000 

埼玉県 高崎 早苗 17,000 

埼玉県 高橋 愛実 10,000 

埼玉県 高橋 宏幸 10,000 

埼玉県 高橋 宏幸 10,000 

埼玉県 高橋 真人 18,000 

埼玉県 多賀谷 秀人 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

埼玉県 高山 俊明 11,000 

埼玉県 武井 一典 17,000 

埼玉県 田中 勲 180,000 

埼玉県 田中 専匠 15,000 

埼玉県 田中 響 11,000 

埼玉県 種田 正直 32,000 

埼玉県 田原 千輝 17,000 

埼玉県 月井 貴紹 11,000 

埼玉県 辻村 勝彦 8,000 

埼玉県 辻村 勝彦 8,000 

埼玉県 

Michael 

Degelbeck 10,000 

埼玉県 寺浦 康弘 17,000 

埼玉県 時田 真 60,000 

埼玉県 時田 真 66,000 

埼玉県 時田 真 45,000 

埼玉県 戸田 清孝 10,000 

埼玉県 刀根 雄一 30,000 

埼玉県 富岡 誠 32,000 

埼玉県 冨澤 直樹 10,000 

埼玉県 冨澤 直樹 10,000 

埼玉県 中井 裕和 22,000 

埼玉県 中井 裕和 23,000 

埼玉県 中島 明美 4,000 

埼玉県 長島 聡志 9,000 

埼玉県 中島 重男 15,000 

埼玉県 中條 圭一 60,000 

埼玉県 中田 幸恵 4,000 

埼玉県 仲津 誠 100,000 

埼玉県 中野 郁 11,000 

埼玉県 中村 あけみ 10,000 

埼玉県 中村 秀夫 10,000 

埼玉県 中村 元信 12,000 

埼玉県 那須 一則 22,000 

埼玉県 新倉 光治 7,000 

埼玉県 野村 崇 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

埼玉県 萩原 直樹 11,000 

埼玉県 羽田野 大理 17,000 

埼玉県 羽田野 大理 34,000 

埼玉県 羽鳥 公彦 120,000 

埼玉県 濱田 多恵子 18,000 

埼玉県 濱田 卓也 100,000 

埼玉県 林 慎子 6,000 

埼玉県 葉山 潤一 21,000 

埼玉県 原田 智浩 150,000 

埼玉県 姫野 浩 26,000 

埼玉県 平山 篤志 10,000 

埼玉県 藤井 智晃 22,000 

埼玉県 藤代 昂希 10,000 

埼玉県 古谷 慎太郎 51,000 

埼玉県 星 宗徳 54,000 

埼玉県 星 宗徳 51,000 

埼玉県 星 宗徳 5,000 

埼玉県 星野 好男 30,000 

埼玉県 細井 貴広 176,000 

埼玉県 穂波 悟 15,000 

埼玉県 本田 祐恵 10,000 

埼玉県 前野 義寛 10,000 

埼玉県 松下 敏彦 11,000 

埼玉県 松下 敏彦 6,000 

埼玉県 松田 俊一 15,000 

埼玉県 松本 正興 90,000 

埼玉県 松山 浩史 10,000 

埼玉県 三浦 隆雄 85,000 

埼玉県 三木 健嗣 66,000 

埼玉県 溝内 政樹 12,000 

埼玉県 三石 智章 26,000 

埼玉県 三石 智章 60,000 

埼玉県 峰岸 昌司 11,000 

埼玉県 峰岸 昌司 11,000 

埼玉県 峰岸 昌司 11,000 

埼玉県 峰岸 昌司 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

埼玉県 峰岸 昌司 11,000 

埼玉県 箕輪 好 23,000 

埼玉県 宮下 啓子 17,000 

埼玉県 宮本 裕一 23,000 

埼玉県 村田 一興 132,000 

埼玉県 村松 壮介 12,000 

埼玉県 森 勇規 22,000 

埼玉県 森村 さゆり 10,000 

埼玉県 矢尾 彰彦 150,000 

埼玉県 八木田 真菜美 12,000 

埼玉県 柳元 深雪 8,000 

埼玉県 山岸 このみ 24,000 

埼玉県 山崎 裕人 88,000 

埼玉県 山下 幸一 50,000 

埼玉県 山下 幸一 50,000 

埼玉県 横尾 拓実 16,000 

埼玉県 横山 健一郎 9,000 

埼玉県 横山 延裕 10,000 

埼玉県 吉川 孝志 10,000 

埼玉県 吉川 孝志 10,000 

埼玉県 吉田 章紀 20,000 

埼玉県 吉田 慧子 60,000 

埼玉県 吉田 憲司 22,000 

埼玉県 吉田 直樹 7,000 

埼玉県 吉野 晶雄 11,000 

埼玉県 吉野 晶雄 11,000 

埼玉県 吉野 晶雄 12,000 

埼玉県 若尾 大輔 6,000 

埼玉県 和田 あさ美 60,000 

埼玉県 渡部 裕介 23,000 

埼玉県 済陽 義久 90,000 

千葉県 角中 光 10,000 

千葉県 平野 加奈子 10,000 

千葉県 青木 久 22,000 

千葉県 青柳 聡 66,000 

千葉県 青柳 英生 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 赤地 悦子 11,000 

千葉県 赤松 雄貴 22,000 

千葉県 秋永 勝美 38,000 

千葉県 秋山 望美 15,000 

千葉県 阿部 力 10,000 

千葉県 天野 令子 14,000 

千葉県 鮎川 和美 60,000 

千葉県 荒川 達 13,000 

千葉県 安藤 大輔 4,000 

千葉県 飯田 正 30,000 

千葉県 飯田 龍三郎 11,000 

千葉県 飯塚 三枝子 14,000 

千葉県 飯塚 三枝子 11,000 

千葉県 池田 達郎 22,000 

千葉県 池田 達郎 22,000 

千葉県 池田 博之 15,000 

千葉県 池田 博之 15,000 

千葉県 池田 博之 15,000 

千葉県 池田 博之 15,000 

千葉県 池田 満雄 44,000 

千葉県 池田 満雄 20,000 

千葉県 石井恵子 恵子 39,000 

千葉県 石井恵子 恵子 39,000 

千葉県 石井 宏治 15,000 

千葉県 石井 誠一 92,000 

千葉県 石井 孝光 40,000 

千葉県 石井 弘子 10,000 

千葉県 石井 美代子 15,000 

千葉県 石井 美代子 15,000 

千葉県 石井 祐毅 15,000 

千葉県 石田 健人 17,000 

千葉県 石田 義和 30,000 

千葉県 石橋 均 132,000 

千葉県 磯 智和 23,000 

千葉県 磯 智和 44,000 

千葉県 磯 智和 22,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 一坊寺 英夫 30,000 

千葉県 井出 光昭 10,000 

千葉県 稲葉 啓子 3,000 

千葉県 井上 一大 13,000 

千葉県 今村 優太 10,000 

千葉県 岩佐 秀明 30,000 

千葉県 岩瀬 正泰 40,000 

千葉県 宇井 隆浩 10,000 

千葉県 植田 勝典 26,000 

千葉県 上原 絵里奈 9,000 

千葉県 植村 健治 13,000 

千葉県 植村 健治 30,000 

千葉県 植村 繁 13,000 

千葉県 上本 健太郎 40,000 

千葉県 内田 大学 13,000 

千葉県 内田 大学 12,000 

千葉県 梅澤 伸一 16,000 

千葉県 海老原 泰輔 30,000 

千葉県 海老原 大介 12,000 

千葉県 海老原 秀治 26,000 

千葉県 大木 武嗣 7,000 

千葉県 大久保 行也 15,000 

千葉県 大久保 行也 15,000 

千葉県 大久保 行也 30,000 

千葉県 大澤 泉 15,000 

千葉県 大塩 伸 11,000 

千葉県 大谷 和久 180,000 

千葉県 大利 一郎 11,000 

千葉県 大西 涼 10,000 

千葉県 大前 雄介 30,000 

千葉県 大山 葉子 100,000 

千葉県 緒方 悠 180,000 

千葉県 緒方 悠 120,000 

千葉県 緒方 悠 180,000 

千葉県 岡部 裕一 15,000 

千葉県 小川 朝生 30,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 小川 国敏 32,000 

千葉県 落合 一之 13,000 

千葉県 小野 浩一郎 132,000 

千葉県 小野 貴史 15,000 

千葉県 小野 仁 70,000 

千葉県 小野 仁 15,000 

千葉県 小野 仁 22,000 

千葉県 小幡 惠子 30,000 

千葉県 加賀 健 6,000 

千葉県 笠原 靖 132,000 

千葉県 片田 充輝 22,000 

千葉県 勝又 俊樹 15,000 

千葉県 加藤 正章 180,000 

千葉県 上遠野 華代 13,000 

千葉県 鎌田 恵介 11,000 

千葉県 鎌田 康太郎 13,000 

千葉県 川北 昌幸 100,000 

千葉県 川口 辰巳 12,000 

千葉県 川崎 大介 9,000 

千葉県 河村 英仁 11,000 

千葉県 北村 達 14,000 

千葉県 北村 達 18,000 

千葉県 北村 達 36,000 

千葉県 北邑 朋久 30,000 

千葉県 木村 青児 13,000 

千葉県 木村 達也 12,000 

千葉県 近河 克明 132,000 

千葉県 日下部 悟 15,000 

千葉県 車田 竜馬 10,000 

千葉県 黒岩 洋一 10,000 

千葉県 黒須 一博 10,000 

千葉県 黒田 真生 16,000 

千葉県 黒田 涼子 15,000 

千葉県 KECIR Baptiste 17,000 

千葉県 小池 慎太郎 10,000 

千葉県 小池 亮二 60,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 高坂 正人 44,000 

千葉県 河野 和徳 15,000 

千葉県 古賀 善仁 15,000 

千葉県 古賀 善仁 17,000 

千葉県 小島 寛 18,000 

千葉県 小竹 裕介 102,000 

千葉県 後藤 昇 10,000 

千葉県 小林 勇輝 22,000 

千葉県 小林 洋次郎 132,000 

千葉県 小向 幸太 10,000 

千葉県 小森 勇 22,000 

千葉県 小森 友広 70,000 

千葉県 今 貴志 11,000 

千葉県 近藤 潤一 12,000 

千葉県 齋藤 晃平 15,000 

千葉県 齊藤 由紀子 22,000 

千葉県 斉藤 陽太 21,000 

千葉県 酒井 一郎 100,000 

千葉県 佐藤 明芳 10,000 

千葉県 佐藤 和夫 14,000 

千葉県 佐藤 和貴 16,000 

千葉県 佐藤 勝雄 32,000 

千葉県 佐藤 雄太郎 22,000 

千葉県 佐野 祐介 11,000 

千葉県 重政 幸輝 20,000 

千葉県 生野 秀和 45,000 

千葉県 白井 克己 26,000 

千葉県 白井 呂尚 13,000 

千葉県 白井 呂尚 13,000 

千葉県 白戸 武 11,000 

千葉県 白戸 武 10,000 

千葉県 菅波 将志 26,000 

千葉県 鈴木 克典 10,000 

千葉県 鈴木 孝一郎 55,000 

千葉県 鈴木 茂樹 15,000 

千葉県 鈴木 茂樹 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 鈴木 茂樹 15,000 

千葉県 鈴木 信一朗 8,000 

千葉県 鈴木 敏丈 20,000 

千葉県 鈴木 洋介 63,000 

千葉県 砂田 優弥 4,000 

千葉県 関 勝之 10,000 

千葉県 関 昌明 10,000 

千葉県 関 昌明 12,000 

千葉県 瀬高 亨一 15,000 

千葉県 千石 清司 22,000 

千葉県 曽我井 大地 120,000 

千葉県 高木 亨 66,000 

千葉県 高橋 一臣 11,000 

千葉県 高橋 一臣 39,000 

千葉県 高橋 一臣 30,000 

千葉県 高橋 一文 15,000 

千葉県 高橋 文代 180,000 

千葉県 田口 戒 20,000 

千葉県 竹内 竜馬 17,000 

千葉県 竹中 恒一 11,000 

千葉県 田島 幹大 13,000 

千葉県 館林 久美子 13,000 

千葉県 田中 貞行 20,000 

千葉県 田中 武雄 8,000 

千葉県 田中 武雄 5,000 

千葉県 田中 博悦 13,000 

千葉県 田中 博悦 13,000 

千葉県 田中 博悦 13,000 

千葉県 田中 博悦 13,000 

千葉県 谷川 尚光 8,000 

千葉県 谷川 宏美 8,000 

千葉県 塚原 俊和 40,000 

千葉県 辻 敏雄 50,000 

千葉県 辻 菜々子 30,000 

千葉県 辻浦 勝俊 30,000 

千葉県 辻本 修作 9,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 辻本 修作 9,000 

千葉県 土屋 明彦 15,000 

千葉県 寺澤 知美 11,000 

千葉県 寺澤 知美 11,000 

千葉県 寺田 健二 66,000 

千葉県 戸ヶ崎 賢太郎 30,000 

千葉県 戸澤 弘幸 60,000 

千葉県 飛永 圭介 11,000 

千葉県 豊崎 晃司 13,000 

千葉県 

トランクァン タ

イ 10,000 

千葉県 

トランクァン タ

イ 11,000 

千葉県 永澤 隆 10,000 

千葉県 永澤 隆 20,000 

千葉県 中島 輝 13,000 

千葉県 中島 輝 13,000 

千葉県 中島 太司 30,000 

千葉県 長島 久雄 22,000 

千葉県 長島 義弘 6,000 

千葉県 中田 孝明 10,000 

千葉県 長田 裕邦 4,000 

千葉県 永田 充 10,000 

千葉県 中武 宣廣 13,000 

千葉県 仲野 壮貴 12,000 

千葉県 中村 裕史 20,000 

千葉県 中村 真章 60,000 

千葉県 中森 典雄 54,000 

千葉県 中山 昌則 8,000 

千葉県 中山 佑一 20,000 

千葉県 野坂 一男 10,000 

千葉県 野崎 諒 13,000 

千葉県 能島 浩史 125,000 

千葉県 橋本 英記 22,000 

千葉県 橋本 英記 22,000 

千葉県 橋本 悠里 22,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 橋本 悠里 20,000 

千葉県 長谷川 和紀 20,000 

千葉県 長谷川 泰史 10,000 

千葉県 長谷川 善宣 11,000 

千葉県 端 和広 26,000 

千葉県 林 暢也 180,000 

千葉県 早津 仁 10,000 

千葉県 原 正幸 132,000 

千葉県 原 美樹 10,000 

千葉県 菱田 正方 10,000 

千葉県 平佐田 直樹 22,000 

千葉県 平野 和英 50,000 

千葉県 廣瀬 雄也 43,000 

千葉県 風澤 斉 320,000 

千葉県 福井 英伸 110,000 

千葉県 福田 勝広 13,000 

千葉県 福田 勝広 13,000 

千葉県 福永 正氣 13,000 

千葉県 福永 正氣 13,000 

千葉県 福永 正氣 10,000 

千葉県 福永 正氣 10,000 

千葉県 福本 歩 11,000 

千葉県 藤井 健介 15,000 

千葉県 藤川 昭人 4,000 

千葉県 古市 智 4,000 

千葉県 保坂 明彦 8,000 

千葉県 星賀 睦 10,000 

千葉県 本多 一雅 10,000 

千葉県 本多 一雅 10,000 

千葉県 本多 一雅 10,000 

千葉県 末永 孝生 20,000 

千葉県 松尾 倫子 11,000 

千葉県 松沢 竜輔 22,000 

千葉県 松丸 隆一 30,000 

千葉県 松村 栄治 34,000 

千葉県 松村 智弘 35,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 松本 一希 17,000 

千葉県 丸山 光伸 102,000 

千葉県 三上 源司 13,000 

千葉県 水田 勝 78,000 

千葉県 見谷 太郎 34,000 

千葉県 見谷 太郎 22,000 

千葉県 見谷 太郎 23,000 

千葉県 三木 修 100,000 

千葉県 湊 しおり 18,000 

千葉県 宮崎 奈穂子 12,000 

千葉県 宮本 昭彦 13,000 

千葉県 宮本 昭彦 39,000 

千葉県 村上 大樹 13,000 

千葉県 村田 章雄 50,000 

千葉県 目黒 文晃 12,000 

千葉県 安田 明弘 18,000 

千葉県 安田 明弘 18,000 

千葉県 安田 明弘 18,000 

千葉県 安田 明弘 18,000 

千葉県 矢田部 英行 33,000 

千葉県 薮内 陽介 26,000 

千葉県 矢部 和幸 8,000 

千葉県 山口 一郎 10,000 

千葉県 山下 茂一 20,000 

千葉県 山田 亨 13,000 

千葉県 山本 輔 66,000 

千葉県 山本 学 30,000 

千葉県 湯浅 洋 12,000 

千葉県 弓家田 洋一 15,000 

千葉県 養田 功一郎 10,000 

千葉県 横山 靖 42,000 

千葉県 吉住 彰康 10,000 

千葉県 吉田 宏美 11,000 

千葉県 吉田 宏美 11,000 

千葉県 吉田 宏美 10,000 

千葉県 吉留 亨 80,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

千葉県 吉村 典久 26,000 

千葉県 寄瀬 拓実 17,000 

千葉県 寄瀬 拓実 17,000 

千葉県 若林 厚志 33,000 

千葉県 若林 厚志 11,000 

千葉県 和田 麻央人 11,000 

千葉県 和田 良介 13,000 

千葉県 渡邉 大輔 70,000 

千葉県 渡邉 泰嗣 34,000 

東京都 本柳 祐介 500,000 

東京都 相川 慶太 11,000 

東京都 相川 慶太 11,000 

東京都 愛甲 祐也 13,000 

東京都 会沢 佑介 34,000 

東京都 青木 武士 26,000 

東京都 青木 利明 13,000 

東京都 青木 奈穂子 8,000 

東京都 青木 奈穂子 13,000 

東京都 青木 博幸 13,000 

東京都 青木葉 紗倉 13,000 

東京都 明石 愛美 13,000 

東京都 明石 愛美 13,000 

東京都 赤沼 泰彦 9,000 

東京都 秋保 直弘 14,000 

東京都 秋月 運勝 28,000 

東京都 秋本 壮 78,000 

東京都 秋山 仁 11,000 

東京都 秋山 仁 11,000 

東京都 秋山 仁 11,000 

東京都 秋山 仁 10,000 

東京都 秋山 仁 11,000 

東京都 秋山 仁 11,000 

東京都 秋山 仁 11,000 

東京都 阿久津 公一 44,000 

東京都 浅井 啓司 15,000 

東京都 浅井 俊治 26,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 浅井 俊治 11,000 

東京都 浅井 俊治 26,000 

東京都 浅井 俊治 26,000 

東京都 浅井 大輔 11,000 

東京都 麻沼 恵 22,000 

東京都 浅野 光章 17,000 

東京都 朝日 健介 20,000 

東京都 浅利 悠生 180,000 

東京都 浅利 悠生 180,000 

東京都 芦田 博文 14,000 

東京都 芦田 博文 14,000 

東京都 芦田 博文 14,000 

東京都 芦田 博文 11,000 

東京都 芦田 博文 11,000 

東京都 吾田 鉄司 100,000 

東京都 東 衣莉 11,000 

東京都 麻生 由佳 17,000 

東京都 足立 勝久 30,000 

東京都 足立 俊治 11,000 

東京都 足達 則史 13,000 

東京都 渥美 雅之 11,000 

東京都 渥美 雅之 12,000 

東京都 阿藤 芳樹 13,000 

東京都 阿南 博之 30,000 

東京都 阿部 翔平 11,000 

東京都 阿部 秀幸 13,000 

東京都 阿部 良太 28,000 

東京都 天内 心 13,000 

東京都 天野 拓也 18,000 

東京都 天野 雄介 10,000 

東京都 雨宮 輝美 20,000 

東京都 網中 勝 26,000 

東京都 網野 辰男 22,000 

東京都 綾部 文雄 13,000 

東京都 荒井 航平 22,000 

東京都 新井 崇裕 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 荒井 敏彦 10,000 

東京都 新井 俊宏 39,000 

東京都 新井 俊宏 30,000 

東京都 新井 俊宏 30,000 

東京都 荒金 賢治 66,000 

東京都 荒木 怜 11,000 

東京都 有川 愛美 16,000 

東京都 有馬 謙一 17,000 

東京都 安藤 昭雄 54,000 

東京都 安藤 徹也 6,000 

東京都 安藤 亮平 11,000 

東京都 飯島 豊 26,000 

東京都 飯田 昌之 15,000 

東京都 飯谷 武士 6,000 

東京都 飯塚 勇太 8,000 

東京都 飯塚 裕 182,000 

東京都 飯塚 裕 2,000 

東京都 飯室 ひとみ 11,000 

東京都 家坂 典子 10,000 

東京都 五十嵐 奈央子 66,000 

東京都 五十嵐 宏貴 60,000 

東京都 生稲 隆 10,000 

東京都 生稲 隆 10,000 

東京都 井口 智仁 3,000 

東京都 以倉 寿哉 10,000 

東京都 池尻 和彦 10,000 

東京都 池田 淳子 15,000 

東京都 池田 輝之 72,000 

東京都 池田 裕一 12,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 11,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 15,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 14,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池田 渉 15,000 

東京都 池本 博則 500,000 

東京都 池谷 啓太 20,000 

東京都 石井 聖子 11,000 

東京都 石井 充 122,000 

東京都 石井 義之 40,000 

東京都 石尾 純 26,000 

東京都 石王 道人 66,000 

東京都 石上 浩 44,000 

東京都 石川 龍平 26,000 

東京都 石川 龍平 22,000 

東京都 石田 毅 22,000 

東京都 石田 雄太 10,000 

東京都 石田 凌 11,000 

東京都 石橋 浩伸 17,000 

東京都 石丸 聖 6,000 

東京都 石元 宏昌 11,000 

東京都 石元 宏昌 11,000 

東京都 泉 潤一 17,000 

東京都 泉谷 泰伸 12,000 

東京都 井関 修一 42,000 

東京都 井関 修一 42,000 

東京都 井関 修一 42,000 

東京都 井関 修一 42,000 

東京都 井関 修一 26,000 

東京都 井関 修一 52,000 

東京都 井関 修一 22,000 

東京都 井関 修一 22,000 

東京都 磯 寿量 10,000 

東京都 磯部 嘉規 12,000 

東京都 伊田 瞳 8,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 井田 喜隆 10,000 

東京都 市川 彰弘 18,000 

東京都 市川 彰弘 18,000 

東京都 市川 彰弘 18,000 

東京都 市川 小枝子 10,000 

東京都 市来 則之 45,000 

東京都 市原 靖子 33,000 

東京都 伊藤 恵夫 18,000 

東京都 伊藤 恵夫 18,000 

東京都 伊藤 壮一 60,000 

東京都 伊東 宏絵 10,000 

東京都 伊藤 真弥 4,000 

東京都 伊藤 洋輔 11,000 

東京都 稲井 司 64,000 

東京都 稲澤 健一 10,000 

東京都 井灘 一夫 10,000 

東京都 稲月 孝裕 9,000 

東京都 稲葉 豊 6,000 

東京都 猪野 壮太郎 6,000 

東京都 井上 勝一郎 30,000 

東京都 井上 啓太 13,000 

東京都 井上 淳 10,000 

東京都 井上 洋 100,000 

東京都 井上 洋 100,000 

東京都 井上 洋平 24,000 

東京都 猪坂 雅子 10,000 

東京都 猪股 未来 11,000 

東京都 猪股 未来 80,000 

東京都 猪股 未来 20,000 

東京都 猪股 未来 11,000 

東京都 伊庭 剛 26,000 

東京都 井橋 知明 17,000 

東京都 伊部 幸顕 15,000 

東京都 伊部 幸顕 19,000 

東京都 今井 芳子 12,000 

東京都 今井 裕 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 今野 貴文 12,000 

東京都 今本 聡美 10,000 

東京都 今山 優太 15,000 

東京都 井村 光明 10,000 

東京都 入野 実郎 60,000 

東京都 岩井 孝久 81,000 

東京都 岩上 明彦 15,000 

東京都 岩上 明彦 15,000 

東京都 岩口 顕一 22,000 

東京都 岩佐 浩徳 72,000 

東京都 岩﨑 磨 54,000 

東京都 岩崎 健 9,000 

東京都 岩崎 文裕 120,000 

東京都 岩瀬 龍之 68,000 

東京都 岩瀬 龍之 68,000 

東京都 岩瀬 龍之 64,000 

東京都 岩瀬 龍之 60,000 

東京都 岩瀬 龍之 60,000 

東京都 岩瀬 龍之 60,000 

東京都 岩瀬 徹 20,000 

東京都 岩田 彬人 4,000 

東京都 岩田 修一 10,000 

東京都 岩田 紘宜 132,000 

東京都 岩松 宗毅 180,000 

東京都 岩屋 啓志 26,000 

東京都 呉 トーマス 42,000 

東京都 上田 幸生 24,000 

東京都 上田 勇一 11,000 

東京都 上田 勇一 11,000 

東京都 上原 弘史 13,000 

東京都 上原 充裕 10,000 

東京都 上山 雄司 15,000 

東京都 碓井 重成 661,000 

東京都 臼井 真知子 13,000 

東京都 宇田 真奈美 34,000 

東京都 内田 光 17,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 内田 朋宏 11,000 

東京都 内田 朋宏 11,000 

東京都 内田 朋宏 11,000 

東京都 内田 朋宏 11,000 

東京都 内田 朋宏 11,000 

東京都 内田 朋宏 11,000 

東京都 内田 朋宏 11,000 

東京都 内野 宣幸 10,000 

東京都 内村 一行 9,000 

東京都 内村 一行 9,000 

東京都 内村 一行 9,000 

東京都 内村 一行 9,000 

東京都 内山 喜昭 22,000 

東京都 宇津木 博宣 15,000 

東京都 内海 東吾 17,000 

東京都 梅田 幸彦 22,000 

東京都 梅谷 佳世子 23,000 

東京都 梅元 亜沙美 24,000 

東京都 浦上 秀次郎 10,000 

東京都 浦野 剛 11,000 

東京都 浦野 剛 11,000 

東京都 浦野 剛 11,000 

東京都 浦本 拓巳 22,000 

東京都 江川 春男 26,000 

東京都 江川 春男 10,000 

東京都 江田 典隆 11,000 

東京都 江田 典隆 11,000 

東京都 江田 典隆 11,000 

東京都 江田 典隆 11,000 

東京都 江田 典隆 11,000 

東京都 江田 典隆 11,000 

東京都 江田 典隆 11,000 

東京都 榎本 桂 11,000 

東京都 恵美 照雄 56,000 

東京都 恵美 照雄 44,000 

東京都 遠藤 肇 200,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 遠藤 宏之 13,000 

東京都 大内 真紀子 54,000 

東京都 大上 敦子 10,000 

東京都 大上 敦子 10,000 

東京都 大上 敦子 10,000 

東京都 大上 敦子 10,000 

東京都 大上 敦子 10,000 

東京都 大川 奈月 20,000 

東京都 大窪 昭義 20,000 

東京都 大久保 昌 4,000 

東京都 大熊 裕幸 60,000 

東京都 大澤 慶介 6,000 

東京都 大澤 孝元 26,000 

東京都 大澤 孝元 10,000 

東京都 大島 邦夫 1,600,000 

東京都 大島 幸司 11,000 

東京都 大嶋 慈 33,000 

東京都 大島 輝興 11,000 

東京都 大田 賢之介 20,000 

東京都 太田 裕介 10,000 

東京都 大塚 和成 44,000 

東京都 大寺 正仁 8,000 

東京都 大野 敦子 11,000 

東京都 大野 敦子 11,000 

東京都 大野 浩 28,000 

東京都 大野 浩 28,000 

東京都 大野 浩 72,000 

東京都 大野 良恵 42,000 

東京都 大庭 達郎 132,000 

東京都 大畑 吉嗣 15,000 

東京都 大道 史朗 8,000 

東京都 大森 進 26,000 

東京都 大森 進 26,000 

東京都 大森 進 20,000 

東京都 大矢 真美 8,000 

東京都 大山 浩一 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 大山 泰彦 17,000 

東京都 大山 泰彦 34,000 

東京都 岡崎 智道 17,000 

東京都 岡崎 智道 17,000 

東京都 小笠原 隆裕 6,000 

東京都 小笠原 隆裕 6,000 

東京都 小笠原 博哉 15,000 

東京都 小笠原 博哉 15,000 

東京都 小笠原 博哉 30,000 

東京都 小笠原 信 12,000 

東京都 小笠原 雅則 18,000 

東京都 生方 孝次 36,000 

東京都 岡田 高幸 10,000 

東京都 岡田 安史 132,000 

東京都 小上 芳高 41,000 

東京都 岡村 重紀 10,000 

東京都 岡本 健志 6,000 

東京都 岡本 寿美 11,000 

東京都 岡本 寧一 44,000 

東京都 岡本 裕介 66,000 

東京都 小川 英一郎 11,000 

東京都 小川 達也 17,000 

東京都 小川 登 132,000 

東京都 小川 登 132,000 

東京都 沖之城 雅弘 8,000 

東京都 沖之城 雅弘 8,000 

東京都 荻原 祐二 180,000 

東京都 荻原 亮 13,000 

東京都 奥田 哲也 21,000 

東京都 奥田 玲子 15,000 

東京都 小倉 潤 10,000 

東京都 長田 一宏 11,000 

東京都 男澤 朝行 11,000 

東京都 落合 洋 30,000 

東京都 小野 真弓 20,000 

東京都 小野寺 啓介 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 小野谷 洋平 13,000 

東京都 小原 崇史 12,000 

東京都 小村 伸朗 120,000 

東京都 織井 茂規 21,000 

東京都 折原 進 66,000 

東京都 何 敏 66,000 

東京都 甲斐 悠資 13,000 

東京都 海田 めぐみ 4,000 

東京都 加賀谷 治子 60,000 

東京都 賀川 寛久 26,000 

東京都 垣下 直昭 15,000 

東京都 掛谷 和俊 12,000 

東京都 景山 亜由美 15,000 

東京都 笠井 謙和 22,000 

東京都 葛西 文明 66,000 

東京都 加治 大介 13,000 

東京都 梶浦 裕二 4,000 

東京都 柏崎 由隆 15,000 

東京都 柏谷 昌弘 11,000 

東京都 片岡 大将 28,000 

東京都 勝田 将崇 8,000 

東京都 加藤 恭輔 132,000 

東京都 加藤 恭輔 132,000 

東京都 加藤 敬治 8,000 

東京都 加藤 毅 13,000 

東京都 加藤 健寿 15,000 

東京都 加藤 武治 44,000 

東京都 加藤 達也 10,000 

東京都 加藤 豪士 15,000 

東京都 加藤 俊晴 26,000 

東京都 加藤 望 22,000 

東京都 加藤 遥 13,000 

東京都 加藤 遥 13,000 

東京都 加藤 尚 10,000 

東京都 加藤 良浩 8,000 

東京都 加藤 龍一 40,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 金本 智弘 90,000 

東京都 金岡 直子 4,000 

東京都 金田 庸一 15,000 

東京都 兼松 徹 15,000 

東京都 兼松 徹 15,000 

東京都 兼盛 玉輝 13,000 

東京都 鎌田 和明 13,000 

東京都 鎌田 隆浩 6,000 

東京都 神谷 真紀 8,000 

東京都 神谷 公佑 22,000 

東京都 神山 智之 14,000 

東京都 神渡 史仁 132,000 

東京都 神渡 史仁 26,000 

東京都 神渡 史仁 17,000 

東京都 亀井 義昭 13,000 

東京都 亀井 義昭 13,000 

東京都 亀井 義昭 13,000 

東京都 亀井 義昭 60,000 

東京都 亀岡 慎一 13,000 

東京都 唐戸嶋 英貢 7,000 

東京都 河合 幸太郎 8,000 

東京都 河内 大輔 26,000 

東京都 河内 大輔 26,000 

東京都 河内 大輔 22,000 

東京都 河内 大輔 20,000 

東京都 川上 健一 4,000 

東京都 

kawaguchi 

kanami 8,000 

東京都 川口 渉 10,000 

東京都 川崎 郁也 13,000 

東京都 川崎 郁也 13,000 

東京都 川崎 郁也 26,000 

東京都 川崎 郁也 26,000 

東京都 川崎 郁也 20,000 

東京都 川島 敦 22,000 

東京都 川田 敦史 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 川滝 聡 22,000 

東京都 河野 裕二 13,000 

東京都 川原 三嗣 22,000 

東京都 川邉 憲一 8,000 

東京都 川村 直久 11,000 

東京都 川本 直樹 13,000 

東京都 神田 実 40,000 

東京都 神田 実 40,000 

東京都 神野 順一 13,000 

東京都 木内 正樹 10,000 

東京都 菊地 耕平 10,000 

東京都 菊池 容子 20,000 

東京都 岸 大輔 12,000 

東京都 岸 大輔 15,000 

東京都 岸 利満 22,000 

東京都 岸 博哉 30,000 

東京都 岸田 恭一 15,000 

東京都 岸野 浩司 11,000 

東京都 岸野 公昭 30,000 

東京都 木田 淳一 10,000 

東京都 北田 顕啓 11,000 

東京都 北田 顕啓 11,000 

東京都 北田 顕啓 10,000 

東京都 北野 聡志 43,000 

東京都 北野 勝 26,000 

東京都 橘高 公久 45,000 

東京都 鬼頭 明彦 13,000 

東京都 木原 芳幸 13,000 

東京都 君波 真 11,000 

東京都 金 ムンホウ 16,000 

東京都 金 ムンホウ 16,000 

東京都 金 ムンホウ 33,000 

東京都 金 ムンホウ 28,000 

東京都 木村 貞晴 10,000 

東京都 木村 覚 23,000 

東京都 木村 隆保 26,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 木村 隆保 26,000 

東京都 木村 隆保 20,000 

東京都 木村 仁巳 10,000 

東京都 姜 喜玲 8,000 

東京都 清川 実 11,000 

東京都 清親 憲 6,000 

東京都 
Geary 

EdwardStewart 
66,000 

東京都 草薙 恭圭 15,000 

東京都 草薙 恭圭 15,000 

東京都 草薙 恭圭 15,000 

東京都 草薙 恭圭 15,000 

東京都 草間 昌幸 12,000 

東京都 葛?和 正道 26,000 

東京都 葛?和 正道 26,000 

東京都 久野 貴秀 19,000 

東京都 久野 貴史 48,000 

東京都 久野木 哲也 16,000 

東京都 久保 裕哉 60,000 

東京都 久保 洋平 26,000 

東京都 久保 洋平 30,000 

東京都 久保田 伸 28,000 

東京都 久保田 伸 42,000 

東京都 熊田 雄太 10,000 

東京都 熊野 剣太郎 8,000 

東京都 久米村 雄一 19,000 

東京都 久米村 雄一 19,000 

東京都 蔵重 亨 74,000 

東京都 倉田 和実 13,000 

東京都 蔵田 昌俊 300,000 

東京都 蔵田 昌俊 200,000 

東京都 倉地 秀朋 14,000 

東京都 倉本 公一 30,000 

東京都 倉本 公一 20,000 

東京都 倉本 公一 15,000 

東京都 倉本 公一 15,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 栗原 功幸 100,000 

東京都 栗原 浩文 11,000 

東京都 栗山 祐次 48,000 

東京都 黒川 千代 10,000 

東京都 黒澤 太郎 120,000 

東京都 黒澤 太郎 120,000 

東京都 黒澤 秀行 11,000 

東京都 黒澤 秀行 11,000 

東京都 黒澤 秀行 11,000 

東京都 黒澤 秀行 11,000 

東京都 黒澤 秀行 11,000 

東京都 黒澤 秀行 11,000 

東京都 桑木 潤 78,000 

東京都 桑木 潤 90,000 

東京都 桑島 豊彦 10,000 

東京都 桑原 宏嘉 42,000 

東京都 小池 祐介 44,000 

東京都 小泉 章代 60,000 

東京都 小泉 一郎 12,000 

東京都 小泉 忠雄 13,000 

東京都 小泉 忠雄 10,000 

東京都 小泉 洋之 13,000 

東京都 小泉 洋之 13,000 

東京都 小泉 康史 26,000 

東京都 小磯 幸雄 18,000 

東京都 小出 司郎策 15,000 

東京都 肥沼 駿太 17,000 

東京都 郷治 友孝 180,000 

東京都 好田 健祐 13,000 

東京都 河野 一郎 26,000 

東京都 河野 一郎 26,000 

東京都 神原 学 8,000 

東京都 國保 昌紀 2,000 

東京都 國保 昌紀 30,000 

東京都 小暮 雄一郎 13,000 

東京都 小坂 雄一 60,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 小坂 理紗 8,000 

東京都 越田 幸江 10,000 

東京都 小島 康裕 15,000 

東京都 兒玉 雄介 15,000 

東京都 後藤 信三 11,000 

東京都 後藤 大介 87,000 

東京都 後藤 紘儀 12,000 

東京都 小西 圭司 13,000 

東京都 五ノ井 泰典 22,000 

東京都 五ノ井 泰典 22,000 

東京都 小橋 一郎 180,000 

東京都 小林 修 20,000 

東京都 小林 和世 20,000 

東京都 小林 重紀 12,000 

東京都 小林 大樹 10,000 

東京都 小林 武史 11,000 

東京都 小林 丈人 10,000 

東京都 小林 治樹 7,000 

東京都 小林 紀子 8,000 

東京都 小林 裕之 13,000 

東京都 小林 萌 12,000 

東京都 小林 悠太 13,000 

東京都 小林 裕 45,000 

東京都 駒井 邦洋 264,000 

東京都 小松 保善 11,000 

東京都 小森 陽 13,000 

東京都 小屋 ゆきえ 10,000 

東京都 小柳 昌生 11,000 

東京都 小山 正人 13,000 

東京都 是枝 宏昌 66,000 

東京都 今 広海 17,000 

東京都 近藤 聡邦 20,000 

東京都 近藤 光 13,000 

東京都 近藤 幸尋 17,000 

東京都 近藤 幸尋 16,000 

東京都 近藤 幸尋 16,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 近藤 裕孝 12,000 

東京都 今野 良 20,000 

東京都 西勝 聡 8,000 

東京都 斎木 康一郎 132,000 

東京都 齊藤 純一郎 13,000 

東京都 齊藤 純一郎 13,000 

東京都 齋藤 世英 132,000 

東京都 齋藤 寿也 66,000 

東京都 齋藤 秀樹 26,000 

東京都 齋藤 秀樹 16,000 

東京都 齋藤 慎 10,000 

東京都 齋藤 慎 11,000 

東京都 斉藤 昌弘 11,000 

東京都 齋藤 正康 15,000 

東京都 斉藤 靖隆 66,000 

東京都 齋藤 龍作 132,000 

東京都 佐伯 亮 11,000 

東京都 佐伯 亮 11,000 

東京都 佐伯 亮 11,000 

東京都 三枝 勝己 200,000 

東京都 坂井 孝行 13,000 

東京都 榮 昌宏 26,000 

東京都 榮 昌宏 26,000 

東京都 坂田 惣一 20,000 

東京都 坂場 正則 66,000 

東京都 坂本 恵子 280,000 

東京都 坂元 宏紀 60,000 

東京都 坂本 裕祐 10,000 

東京都 阪本 要一 45,000 

東京都 佐川 義雄 17,000 

東京都 佐川 義雄 20,000 

東京都 﨑本 俊博 20,000 

東京都 櫻井 光明 34,000 

東京都 櫻沢 勝人 17,000 

東京都 桜田 侑奈 12,000 

東京都 佐古 尚裕 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 佐々木 知洋 20,000 

東京都 佐々木 信幸 11,000 

東京都 佐々木 亮 11,000 

東京都 佐々木 渉 7,000 

東京都 笹目 桂吾 10,000 

東京都 笹谷 侑加 15,000 

東京都 佐藤 永次 28,000 

東京都 佐藤 加寿洋 10,000 

東京都 佐藤 賢 72,000 

東京都 佐藤 浩司 10,000 

東京都 佐藤 公平 35,000 

東京都 佐藤 公平 22,000 

東京都 佐藤 公平 22,000 

東京都 佐藤 公平 20,000 

東京都 佐藤 公平 20,000 

東京都 佐藤 公平 20,000 

東京都 佐藤 純 22,000 

東京都 佐藤 大輔 8,000 

東京都 佐藤 大輔 8,000 

東京都 佐藤 貴陽 28,000 

東京都 佐藤 拓也 13,000 

東京都 佐藤 剛 13,000 

東京都 佐藤 剛 13,000 

東京都 佐藤 弘康 15,000 

東京都 佐藤 光浩 132,000 

東京都 佐藤 律 54,000 

東京都 佐藤 隆司 13,000 

東京都 里山 恭 21,000 

東京都 佐野 勝 13,000 

東京都 佐山 利倫 10,000 

東京都 更科 亜紀子 22,000 

東京都 皿谷 吉孝 15,000 

東京都 澤田 努 180,000 

東京都 澤田 紳士 13,000 

東京都 澤田 眞 300,000 

東京都 澤邊 陽一 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 澤邊 陽一 13,000 

東京都 澤本 尚志 26,000 

東京都 澤本 尚志 26,000 

東京都 澤本 尚志 26,000 

東京都 澤本 尚志 26,000 

東京都 澤本 尚志 20,000 

東京都 澤本 尚志 20,000 

東京都 椎名 恭平 4,000 

東京都 塩原 拓磨 22,000 

東京都 塩原 拓磨 23,000 

東京都 重田 康光 28,000 

東京都 重田 康光 22,000 

東京都 七田 大 12,000 

東京都 篠 太基 11,000 

東京都 篠 太基 10,000 

東京都 篠塚 史和 11,000 

東京都 篠塚 史和 11,000 

東京都 柴垣 智弘 26,000 

東京都 柴崎 寿夫 16,000 

東京都 柴田 大輔 6,000 

東京都 柴田 光義 10,000 

東京都 柴沼 弘行 88,000 

東京都 柴沼 弘行 52,000 

東京都 柴沼 弘行 54,000 

東京都 柴沼 弘行 88,000 

東京都 島崎 正剛 13,000 

東京都 島崎 正剛 13,000 

東京都 島崎 正剛 13,000 

東京都 島田 謙 9,000 

東京都 清水 章 39,000 

東京都 清水 弘一 11,000 

東京都 清水 孝 92,000 

東京都 清水 卓哉 10,000 

東京都 清水 太朗 28,000 

東京都 清水 太朗 26,000 

東京都 清水 輝彦 13,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 清水 正樹 20,000 

東京都 志牟田 太一 17,000 

東京都 志村 紫 10,000 

東京都 霜浦 祐介 13,000 

東京都 下澤 晃紀 15,000 

東京都 下田 悠平 10,000 

東京都 下村 智之 15,000 

東京都 下村 正幸 6,000 

東京都 下村 正幸 12,000 

東京都 下村 正幸 12,000 

東京都 

ジュネジャ レカ

ラジュ 11,000 

東京都 

ジュネジャ レカ

ラジュ 11,000 

東京都 肖 菊芳 132,000 

東京都 庄司 拓 11,000 

東京都 庄司 豊彦 13,000 

東京都 庄司 豊彦 13,000 

東京都 庄司 豊彦 13,000 

東京都 小代 笑美子 10,000 

東京都 白石 洋一 10,000 

東京都 白川 雅義 11,000 

東京都 申 泳植 72,000 

東京都 進藤 竜一 17,000 

東京都 末松 洋美 60,000 

東京都 末松 裕之 80,000 

東京都 末松 裕之 27,000 

東京都 末吉 光太郎 13,000 

東京都 末吉 光太郎 10,000 

東京都 須賀 聖 90,000 

東京都 須賀 聖 43,000 

東京都 菅 伸彦 26,000 

東京都 菅谷 繁年 13,000 

東京都 菅谷 裕一 10,000 

東京都 杉澤 拓哉 21,000 

東京都 杉澤 拓哉 21,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 杉田 知典 26,000 

東京都 杉野 翔太 50,000 

東京都 杉村 彩子 52,000 

東京都 杉村 彩子 44,000 

東京都 杉村 彩子 40,000 

東京都 杉村 彩子 44,000 

東京都 杉村 壮介 30,000 

東京都 杉本 茂 10,000 

東京都 杉本 雅史 12,000 

東京都 杉本 昌紀 15,000 

東京都 杉山 力一 8,000 

東京都 菅田 肇 4,000 

東京都 鈴鹿 岳宣 13,000 

東京都 鈴木 淳史 22,000 

東京都 鈴木 淳史 22,000 

東京都 鈴木 一郎 5,000 

東京都 鈴木 一彦 6,000 

東京都 鈴木 鑑 26,000 

東京都 鈴木 啓介 70,000 

東京都 鈴木 啓介 70,000 

東京都 鈴木 惠介 10,000 

東京都 鈴木 茂晴 39,000 

東京都 鈴木 茂晴 180,000 

東京都 鈴木 淳 54,000 

東京都 鈴木 匠太 21,000 

東京都 鈴木 次郎 10,000 

東京都 鈴木 誠一 20,000 

東京都 鈴木 誠一 20,000 

東京都 鈴木 大作 30,000 

東京都 鈴木 孝之 18,000 

東京都 鈴木 忠雄 20,000 

東京都 鈴木 信博 20,000 

東京都 鈴木 徳之 180,000 

東京都 鈴木 宏之 20,000 

東京都 鈴木 正人 8,000 

東京都 鈴木 正人 11,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 鈴木 正人 11,000 

東京都 鈴木 美香子 11,000 

東京都 鈴木 美香子 11,000 

東京都 鈴木 素子 12,000 

東京都 鈴木 基紹 17,000 

東京都 鈴木 雄太郎 6,000 

東京都 鈴木 良輔 11,000 

東京都 須藤 友水 6,000 

東京都 須永 晴美 30,000 

東京都 清木 孝信 6,000 

東京都 清野 圭亮 11,000 

東京都 関口 浩 42,000 

東京都 関口 浩 42,000 

東京都 関口 浩 42,000 

東京都 関野 勝利 88,000 

東京都 関野 達哉 30,000 

東京都 関本 澄人 8,000 

東京都 瀬戸 啓義 10,000 

東京都 早田 義貴 13,000 

東京都 相馬 真 20,000 

東京都 高居 慎司 20,000 

東京都 高岡 翼 10,000 

東京都 高木 翼 10,000 

東京都 高木 奈央子 11,000 

東京都 高木 秀彰 8,000 

東京都 髙木 雅宏 35,000 

東京都 髙木 康行 11,000 

東京都 高久 和彦 96,000 

東京都 高口 康太 13,000 

東京都 高栖 由美子 11,000 

東京都 高瀬 聖身 40,000 

東京都 高瀬 司 22,000 

東京都 高瀬 司 20,000 

東京都 高田 健太郎 20,000 

東京都 高田 恵 9,000 

東京都 高田 康宏 22,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 高辻 知世 11,000 

東京都 高辻 知世 10,000 

東京都 髙野 千生 6,000 

東京都 高野 吉光 11,000 

東京都 高野 吉光 13,000 

東京都 高橋 功 22,000 

東京都 高橋 功 11,000 

東京都 高橋 幸次 11,000 

東京都 高橋 幸次 11,000 

東京都 高橋 信一 15,000 

東京都 高橋 徹也 13,000 

東京都 高橋 徹 11,000 

東京都 高橋 徹 11,000 

東京都 高橋 俊之 122,000 

東京都 高橋 知一 15,000 

東京都 高橋 一志 42,000 

東京都 高橋 一志 39,000 

東京都 高橋 一志 39,000 

東京都 高橋 宏紀 13,000 

東京都 高橋 大 20,000 

東京都 高橋 靖明 20,000 

東京都 高橋 雄城 22,000 

東京都 高橋 裕介 10,000 

東京都 高原 達広 180,000 

東京都 高原 達広 180,000 

東京都 高原 達広 180,000 

東京都 高松 和愛 11,000 

東京都 高松 智彦 23,000 

東京都 滝沢 郁紀 12,000 

東京都 田口 之康 10,000 

東京都 田口 之康 10,000 

東京都 田口 賀勇 13,000 

東京都 武井 寛之 60,000 

東京都 竹井 理文 23,000 

東京都 竹内 亜希子 10,000 

東京都 竹内 洋史 60,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 竹内 正光 35,000 

東京都 竹下 喜一郎 20,000 

東京都 竹下 喜一郎 20,000 

東京都 武末 直人 20,000 

東京都 竹田 敏男 44,000 

東京都 竹中 忠 11,000 

東京都 竹本 知彦 10,000 

東京都 竹本 知彦 10,000 

東京都 竹山 絵利 12,000 

東京都 田嶋 等 10,000 

東京都 立澤 隆尚 28,000 

東京都 立花 まなみ 44,000 

東京都 立花 まなみ 44,000 

東京都 橘 有希 13,000 

東京都 橘 有希 13,000 

東京都 立川 博望 66,000 

東京都 Dash Biswajit 10,000 

東京都 立石 孝 18,000 

東京都 田中 顕教 10,000 

東京都 田中 恵里子 11,000 

東京都 田中 俊一 30,000 

東京都 田中 伸篤 10,000 

東京都 田中 均 13,000 

東京都 田中 均 13,000 

東京都 田中 均 13,000 

東京都 田中 均 13,000 

東京都 田中 均 13,000 

東京都 田中 浩之 92,000 

東京都 田中 真由子 13,000 

東京都 田中 靖之 120,000 

東京都 田中 雄一 20,000 

東京都 田中 雄策 18,000 

東京都 田中 雄策 18,000 

東京都 田中 佑哉 22,000 

東京都 田中 義信 11,000 

東京都 田中 亮平 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 田中 亮平 13,000 

東京都 田名後 正範 10,000 

東京都 田辺 明 39,000 

東京都 田辺 明 20,000 

東京都 田邊 啓 12,000 

東京都 田邉 裕貴 11,000 

東京都 谷川 洋輔 17,000 

東京都 谷川 洋輔 17,000 

東京都 谷川 洋輔 66,000 

東京都 谷川 洋輔 132,000 

東京都 谷口 友仁 180,000 

東京都 谷口 祐介 11,000 

東京都 谷畑 雅典 15,000 

東京都 田端 秀日朗 13,000 

東京都 玉井 裕治 17,000 

東京都 玉田 芳久 20,000 

東京都 田村 一大 4,000 

東京都 丹澤 和比古 264,000 

東京都 近井 美絵 11,000 

東京都 千木良 淳 26,000 

東京都 千木良 淳 26,000 

東京都 千葉 愛子 10,000 

東京都 張 東林 11,000 

東京都 長 知美 10,000 

東京都 千代田 義央 11,000 

東京都 塚越 有介 20,000 

東京都 塚田 直哉 5,000 

東京都 塚本 恭男 11,000 

東京都 塚本 恭男 8,000 

東京都 柘植 大輔 15,000 

東京都 辻井 滋之 12,000 

東京都 辻野 翔太 20,000 

東京都 土田 純也 20,000 

東京都 土本 真也 20,000 

東京都 坪田 旭紘 23,000 

東京都 釣田 義一郎 20,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 手塚 龍太 20,000 

東京都 デヴェロー 斎恵 13,000 

東京都 寺岡 美都子 11,000 

東京都 寺澤 幸裕 13,000 

東京都 寺村 学 13,000 

東京都 寺村 学 13,000 

東京都 寺村 学 16,000 

東京都 照井 賢史 13,000 

東京都 堂場 学 10,000 

東京都 冨樫 鋭親 10,000 

東京都 富樫 多恵 38,000 

東京都 富樫 広美 20,000 

東京都 徳留 隆博 54,000 

東京都 徳弘 潤 52,000 

東京都 徳増 有亮 180,000 

東京都 徳増 有亮 30,000 

東京都 戸倉 広介 15,000 

東京都 戸谷 英之 20,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 戸谷 英之 22,000 

東京都 利根川 浩之 39,000 

東京都 土橋 和貴 15,000 

東京都 富山 聡志 17,000 

東京都 富山 聡志 17,000 

東京都 鳥海 愛実 13,000 

東京都 鳥海 愛実 14,000 

東京都 鳥海 愛実 14,000 

東京都 内藤 卓未 13,000 

東京都 内藤 卓未 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 内藤 博 13,000 

東京都 苗村 健 10,000 

東京都 苗村 健 11,000 

東京都 長井 尊 120,000 

東京都 長尾 慎一 54,000 

東京都 長岡 秀行 60,000 

東京都 中川 一歩 11,000 

東京都 中川 貴 13,000 

東京都 中川 貴 4,000 

東京都 中川 貴 4,000 

東京都 中川 智博 12,000 

東京都 中川 博之 15,000 

東京都 長久保 達也 60,000 

東京都 中里 茂之 88,000 

東京都 中里 茂之 15,000 

東京都 中里 茂之 15,000 

東京都 中里 政之 22,000 

東京都 中里 政之 22,000 

東京都 中里 政之 15,000 

東京都 中里 政之 15,000 

東京都 中里 木綿子 15,000 

東京都 中嶋 一浩 44,000 

東京都 中嶋 達也 13,000 

東京都 中嶋 千鶴 10,000 

東京都 中島 朋哉 15,000 

東京都 中島 朋哉 10,000 

東京都 中島 英也 16,000 

東京都 中島 円 20,000 

東京都 中島 幹夫 240,000 

東京都 中島 靖博 13,000 

東京都 中嶌 有子 11,000 

東京都 永瀬 光統 11,000 

東京都 永田 満 10,000 

東京都 永田 満 10,000 

東京都 中西 勇介 13,000 

東京都 中西 勇介 12,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 長沼 道雄 16,000 

東京都 中野 計人 26,000 

東京都 中野 計人 39,000 

東京都 中野 雅俊 36,000 

東京都 長濱 清隆 10,000 

東京都 長濱 清隆 10,000 

東京都 中濱 俊介 10,000 

東京都 中原 徹 12,000 

東京都 中原 徹 12,000 

東京都 中原 徹 12,000 

東京都 中間 大輔 32,000 

東京都 中町 敏郎 10,000 

東京都 永峰 真紀 20,000 

東京都 中村 和孝 132,000 

東京都 中村 兼三 132,000 

東京都 中村 幸太 11,000 

東京都 中村 大亮 18,000 

東京都 中村 大亮 10,000 

東京都 中村 貴明 22,000 

東京都 中村 勇昭 13,000 

東京都 中村 勇昭 24,000 

東京都 中村 力 11,000 

東京都 中村 信子 12,000 

東京都 中村 徳雄 66,000 

東京都 中村 洋幸 132,000 

東京都 中村 美幸 22,000 

東京都 中村 礼二 58,000 

東京都 中村 礼二 16,000 

東京都 中村 礼二 16,000 

東京都 中村 礼二 16,000 

東京都 中村 礼二 15,000 

東京都 中村 礼二 15,000 

東京都 中村 礼二 26,000 

東京都 中村 礼二 15,000 

東京都 中安 弘毅 13,000 

東京都 中山 弘一 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 中山 普義 26,000 

東京都 那須 理恵子 20,000 

東京都 夏川 俐香 10,000 

東京都 夏川 俐香 10,000 

東京都 生田目 雅史 22,000 

東京都 並木 将仁 11,000 

東京都 成清 伸二 30,000 

東京都 南波 千夏 17,000 

東京都 難波 陽一 56,000 

東京都 難波 陽一 56,000 

東京都 難波 陽一 56,000 

東京都 南里 照久 54,000 

東京都 二階堂 由美 4,000 

東京都 仁木 信子 26,000 

東京都 西井 明子 13,000 

東京都 西岡 真吾 12,000 

東京都 西岡 俊文 12,000 

東京都 西上 直樹 20,000 

東京都 西口 尚宏 11,000 

東京都 西名 武 22,000 

東京都 西村 康平 17,000 

東京都 西山 芳英 100,000 

東京都 西脇 幹雄 18,000 

東京都 新田 泰三 10,000 

東京都 新田 泰三 10,000 

東京都 新田 泰三 10,000 

東京都 新田 泰三 10,000 

東京都 新田 泰人 15,000 

東京都 根木 快 15,000 

東京都 根元 健二 10,000 

東京都 根元 健二 10,000 

東京都 根本 優 11,000 

東京都 野上 類子 21,000 

東京都 野北 惠子 180,000 

東京都 野北 惠子 180,000 

東京都 野口 敬介 17,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 野口 善行 66,000 

東京都 野澤 孝夫 22,000 

東京都 野嶋 彰夫 18,000 

東京都 野田 真一郎 122,000 

東京都 野田 涼太 12,000 

東京都 信澤 祐介 39,000 

東京都 信澤 祐介 39,000 

東京都 信澤 祐介 60,000 

東京都 野村 団 26,000 

東京都 野村 団 26,000 

東京都 野村 団 26,000 

東京都 野村 団 26,000 

東京都 袴田 俊一 47,000 

東京都 萩森 耕平 6,000 

東京都 萩原 健斗 24,000 

東京都 橋ヶ谷 祐介 13,000 

東京都 橋田 雄一 15,000 

東京都 橋爪 識顕 20,000 

東京都 橋本 政樹 20,000 

東京都 橋本 泰孝 15,000 

東京都 橋本 康成 8,000 

東京都 橋本 幸紀 10,000 

東京都 長谷川 修 12,000 

東京都 長谷川 大輔 17,000 

東京都 長谷川 俊之 12,000 

東京都 羽田 健一 8,000 

東京都 羽田野 真帆 10,000 

東京都 八田 元 17,000 

東京都 八田 元 17,000 

東京都 花城 友太 26,000 

東京都 羽田 貴英 13,000 

東京都 浜崎 浩一 8,000 

東京都 浜崎 浩一 8,000 

東京都 浜崎 浩一 8,000 

東京都 濵﨑 陽平 26,000 

東京都 濵﨑 陽平 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 濵﨑 陽平 26,000 

東京都 濵﨑 陽平 20,000 

東京都 濱田 康平 17,000 

東京都 浜田 直人 45,000 

東京都 濱中 洋 408,000 

東京都 浜野 浩 39,000 

東京都 浜野 浩 39,000 

東京都 浜野 雅史 10,000 

東京都 濱辺 寛之 13,000 

東京都 濱辺 寛之 13,000 

東京都 濱辺 寛之 13,000 

東京都 濱辺 寛之 13,000 

東京都 濱辺 寛之 14,000 

東京都 濱辺 寛之 14,000 

東京都 濱辺 寛之 14,000 

東京都 濱辺 寛之 14,000 

東京都 濱本 壽信 13,000 

東京都 濱本 壽信 10,000 

東京都 早川 愛二 11,000 

東京都 林 亜未 13,000 

東京都 林 億人 12,000 

東京都 林 和彦 16,000 

東京都 林 崇章 78,000 

東京都 林 恒興 20,000 

東京都 林 知之 3,000 

東京都 林 知之 15,000 

東京都 林 一 12,000 

東京都 早田 栄介 21,000 

東京都 原 勝一郎 13,000 

東京都 原 勝一郎 13,000 

東京都 原口 大輔 34,000 

東京都 原口 大輔 30,000 

東京都 原田 治 20,000 

東京都 原田 創一 66,000 

東京都 原田 実 20,000 

東京都 春名 明人 13,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 春名 誠 28,000 

東京都 春名 誠 27,000 

東京都 春名 誠 15,000 

東京都 坂 知樹 11,000 

東京都 東島 俊一 10,000 

東京都 樋口 直也 12,000 

東京都 樋口 葉月 13,000 

東京都 樋口 洋介 9,000 

東京都 樋口 洋介 10,000 

東京都 久田 幸 33,000 

東京都 尾藤 清隆 120,000 

東京都 日野 有紀 10,000 

東京都 日野 有紀 10,000 

東京都 平井 健一郎 12,000 

東京都 平井 健二郎 60,000 

東京都 平井 大吾 132,000 

東京都 平賀 武雄 9,000 

東京都 平野 正則 11,000 

東京都 平山 桃子 15,000 

東京都 廣瀬 晶子 10,000 

東京都 広瀬 昌己 17,000 

東京都 樋渡 聖 9,000 

東京都 樋渡 寿子 15,000 

東京都 深川 武司 11,000 

東京都 深川 武司 11,000 

東京都 深川 武司 22,000 

東京都 深川 武司 12,000 

東京都 福岡 嘉一 15,000 

東京都 福岡 嘉一 10,000 

東京都 福澤 秀憲 11,000 

東京都 福澤 行信 13,000 

東京都 福島 伸一 4,000 

東京都 福田 英司 60,000 

東京都 福田 秀彦 13,000 

東京都 福田 倫子 13,000 

東京都 福田 竜司 23,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 福永 紀明 10,000 

東京都 福山 郁峰 6,000 

東京都 藤井 大輝 20,000 

東京都 藤井 英文 122,000 

東京都 藤井 宏章 132,000 

東京都 藤井 美由紀 60,000 

東京都 藤井 本晴 50,000 

東京都 藤井 本晴 10,000 

東京都 藤井 靖裕 10,000 

東京都 藤井 靖裕 10,000 

東京都 藤尾 隆弘 6,000 

東京都 藤尾 隆弘 6,000 

東京都 藤倉 祐樹 10,000 

東京都 藤澤 翔 11,000 

東京都 藤田 圭祐 132,000 

東京都 藤田 大祐 66,000 

東京都 藤田 基 26,000 

東京都 藤野 修平 14,000 

東京都 藤本 晃久 6,000 

東京都 藤本 拓真 13,000 

東京都 藤本 直大 46,000 

東京都 藤森 一樹 28,000 

東京都 藤森 裕司 20,000 

東京都 藤原 有 10,000 

東京都 布施 義高 13,000 

東京都 渕上 和樹 80,000 

東京都 古市 岳久 26,000 

東京都 古野 清紘 13,000 

東京都 古野 清紘 13,000 

東京都 古谷 光太郎 20,000 

東京都 古谷 光太郎 20,000 

東京都 古谷 光太郎 20,000 

東京都 古谷 光太郎 20,000 

東京都 裴 小沛 17,000 

東京都 裴 小沛 17,000 

東京都 裴 小沛 17,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 白 夏林 13,000 

東京都 白 夏林 13,000 

東京都 保坂 憲一 14,000 

東京都 保坂 憲一 14,000 

東京都 星野 大輝 8,000 

東京都 星原 光貴 11,000 

東京都 細川 敬一朗 66,000 

東京都 細木 堂伯 144,000 

東京都 堀江 完州 13,000 

東京都 堀江 伸行 15,000 

東京都 堀口 壽一 56,000 

東京都 堀口 忠美 300,000 

東京都 堀越 浩司 60,000 

東京都 彭 為霞 15,000 

東京都 本田 健太郎 140,000 

東京都 本藤 文子 17,000 

東京都 本間 知子 12,000 

東京都 本間 道幸 18,000 

東京都 本間 道幸 26,000 

東京都 本間 道幸 12,000 

東京都 本間 道幸 132,000 

東京都 前 美和子 26,000 

東京都 前島 淳一 11,000 

東京都 前田 康晴 18,000 

東京都 前田 康晴 18,000 

東京都 前田 康晴 24,000 

東京都 前田 康晴 18,000 

東京都 前田 康晴 18,000 

東京都 牧島 恒徳 11,000 

東京都 牧野 一郎 17,000 

東京都 牧野 一郎 18,000 

東京都 牧野 一郎 18,000 

東京都 正井 健太郎 4,000 

東京都 益子 茂 15,000 

東京都 益子 茂 10,000 

東京都 益子 茂 10,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 増子 拓真 11,000 

東京都 増田 えりか 15,000 

東京都 益田 翔子 4,000 

東京都 枡田 千弘 66,000 

東京都 増田 博美 22,000 

東京都 益田 政信 11,000 

東京都 増野 正樹 22,000 

東京都 増渕 稔 22,000 

東京都 町田 和哉 12,000 

東京都 末井 孝則 13,000 

東京都 松井 俊幸 10,000 

東京都 松井 マミ 11,000 

東京都 松浦 健人 66,000 

東京都 松浦 好文 10,000 

東京都 松浦 好文 10,000 

東京都 松川 昌則 14,000 

東京都 松﨑 豊宏 45,000 

東京都 松崎 為久 66,000 

東京都 松沢 直樹 10,000 

東京都 松沢 直樹 10,000 

東京都 松田 博之 22,000 

東京都 松永 純平 12,000 

東京都 松永 昂大 6,000 

東京都 松中 秀樹 13,000 

東京都 松野 知己 22,000 

東京都 松原 文哉 11,000 

東京都 松村 乾作 10,000 

東京都 松本 栄作 23,000 

東京都 松本 恒 90,000 

東京都 松本 敏勝 12,000 

東京都 松本 直展 51,000 

東京都 松元 佳嗣 8,000 

東京都 松本 龍祐 180,000 

東京都 真部 法子 22,000 

東京都 丸茂 徹郎 15,000 

東京都 丸山 淳二 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 丸山 博 12,000 

東京都 丸山 満 34,000 

東京都 丸山 友佑 22,000 

東京都 三浦 昇平 10,000 

東京都 三浦 誠 13,000 

東京都 三澤 敏幸 180,000 

東京都 水出 祐子 13,000 

東京都 水嶋 祐介 120,000 

東京都 水谷 和則 12,000 

東京都 水野 貴之 13,000 

東京都 水野 立也 29,000 

東京都 見舘 雅寿 13,000 

東京都 見舘 雅寿 13,000 

東京都 見舘 雅寿 13,000 

東京都 道下 崇史 2,000 

東京都 満留 秀人 120,000 

東京都 皆川 孝広 15,000 

東京都 皆川 亮一郎 12,000 

東京都 南 真寿男 132,000 

東京都 南谷 克実 10,000 

東京都 峯岸 達也 10,000 

東京都 三穗 乙暁 11,000 

東京都 三村 勉 10,000 

東京都 宮口 秀信 26,000 

東京都 三宅 茂 20,000 

東京都 宮崎 徹 15,000 

東京都 宮崎 義隆 13,000 

東京都 宮澤 史朗 200,000 

東京都 宮下 敦司 15,000 

東京都 宮田 和幸 8,000 

東京都 宮本 一世 120,000 

東京都 三輪 秀一 180,000 

東京都 武藤 政之 52,000 

東京都 村井 正彦 10,000 

東京都 村井 正彦 10,000 

東京都 村上 久仁子 39,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 村上 功ニ 20,000 

東京都 村上 信毅 30,000 

東京都 村上 博幸 28,000 

東京都 村田 絵理子 22,000 

東京都 村松 昂 9,000 

東京都 村松 大弐 11,000 

東京都 村松 英之 34,000 

東京都 村松 優 26,000 

東京都 村本 丈始 13,000 

東京都 茂木 実時 44,000 

東京都 茂田 光弘 26,000 

東京都 元場 羊二郎 22,000 

東京都 本橋 智 17,000 

東京都 森 敦子 80,000 

東京都 森 健太 11,000 

東京都 森 健太 11,000 

東京都 森 翔太 132,000 

東京都 森 清一 44,000 

東京都 森 隆志 10,000 

東京都 森 龍彦 6,000 

東京都 森 龍彦 6,000 

東京都 森 龍彦 6,000 

東京都 森 龍彦 6,000 

東京都 森 俊樹 12,000 

東京都 森 雅人 13,000 

東京都 森 洋平 10,000 

東京都 森 洋平 14,000 

東京都 森 洋平 14,000 

東京都 森 洋平 14,000 

東京都 森井 聡 19,000 

東京都 森澤 陽子 15,000 

東京都 盛重 由紀子 13,000 

東京都 森島 正和 13,000 

東京都 森島 正和 13,000 

東京都 森島 正和 60,000 

東京都 森瀬 敦之 120,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 森田 武弘 66,000 

東京都 森田 仁士 46,000 

東京都 守田 雅博 48,000 

東京都 森田 由佳里 15,000 

東京都 森本 恭生 51,000 

東京都 守屋 章 120,000 

東京都 守屋 俊治 12,000 

東京都 森山 高長 34,000 

東京都 森山 千鶴 18,000 

東京都 諸井 太郎 10,000 

東京都 諸橋 哲也 17,000 

東京都 薬師寺 高輝 10,000 

東京都 矢倉 淳一 17,000 

東京都 矢倉 淳一 17,000 

東京都 矢倉 淳一 10,000 

東京都 矢倉 淳一 10,000 

東京都 矢崎 星記 10,000 

東京都 矢澤 瞳 11,000 

東京都 八島 義樹 30,000 

東京都 谷島 和 12,000 

東京都 安田 晃稔 10,000 

東京都 泰田 啓太 18,000 

東京都 泰田 啓太 18,000 

東京都 泰田 啓太 18,000 

東京都 安田 大作 24,000 

東京都 安田 大作 24,000 

東京都 安田 大作 24,000 

東京都 谷田部 興英 13,000 

東京都 八木 司 20,000 

東京都 柳川 圭子 14,000 

東京都 柳川 圭子 8,000 

東京都 柳澤 博行 30,000 

東京都 柳原 千恵 20,000 

東京都 矢野 裕 10,000 

東京都 矢野 由美 18,000 

東京都 矢野 由美 18,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 矢野 由美 28,000 

東京都 矢野 由美 18,000 

東京都 矢作 達也 45,000 

東京都 矢幅 牧雄 18,000 

東京都 山浦 裕樹 11,000 

東京都 山浦 裕樹 11,000 

東京都 山浦 了 10,000 

東京都 山口 喬久 180,000 

東京都 山口 尚美 8,000 

東京都 山倉 亮二 20,000 

東京都 山崎 歩 90,000 

東京都 山﨑 一正 180,000 

東京都 山﨑 静枝 30,000 

東京都 山崎 秀一 88,000 

東京都 山崎 剛 22,000 

東京都 山崎 剛 26,000 

東京都 山崎 剛 26,000 

東京都 山崎 剛 26,000 

東京都 山下 和洋 52,000 

東京都 山下 健二郎 42,000 

東京都 山下 慎司 10,000 

東京都 山下 博 100,000 

東京都 山科 正子 132,000 

東京都 山田 育也 20,000 

東京都 山田 育也 20,000 

東京都 山田 航平 26,000 

東京都 山田 航平 20,000 

東京都 山田 洋介 4,000 

東京都 山田 芳一 13,000 

東京都 山田 芳一 13,000 

東京都 山元 長宏 30,000 

東京都 山本 喜一郎 28,000 

東京都 山本 康史 120,000 

東京都 山本 航平 10,000 

東京都 山本 智史 15,000 

東京都 山本 智史 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 山本 智史 15,000 

東京都 山本 智史 15,000 

東京都 山本 智史 15,000 

東京都 山本 智史 15,000 

東京都 山本 智史 15,000 

東京都 山本 智史 15,000 

東京都 山本 順一 22,000 

東京都 山本 貴大 180,000 

東京都 山本 卓嗣 36,000 

東京都 山本 哲也 22,000 

東京都 山本 哲也 44,000 

東京都 山本 直彦 13,000 

東京都 山本 奈美 15,000 

東京都 山本 寛子 15,000 

東京都 山本 寛子 15,000 

東京都 山本 寛子 15,000 

東京都 山本 寛子 15,000 

東京都 山本 寛子 15,000 

東京都 山本 みどり 22,000 

東京都 結城 江利子 15,000 

東京都 柚木脇 侑子 10,000 

東京都 湯澤 正 55,000 

東京都 湯澤 正 21,000 

東京都 柚木 健 20,000 

東京都 油布 志行 13,000 

東京都 横井 健太郎 13,000 

東京都 横井 秀成 8,000 

東京都 横井 啓之 11,000 

東京都 横井 啓之 8,000 

東京都 横川 真一 132,000 

東京都 横田 吉子 66,000 

東京都 横田 吉子 66,000 

東京都 横塚 浩司 11,000 

東京都 横山 知之 10,000 

東京都 横山 尚志 13,000 

東京都 横山 勝 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 吉川 綾乃 36,000 

東京都 由川 英二 70,000 

東京都 由川 英二 10,000 

東京都 由川 英二 30,000 

東京都 由川 英二 24,000 

東京都 吉澤 和也 15,000 

東京都 吉田 有史 8,000 

東京都 吉田 有史 8,000 

東京都 吉田 圭佑 22,000 

東京都 吉田 賢二 30,000 

東京都 吉田 賢二 30,000 

東京都 吉田 浩一 13,000 

東京都 吉田 豊司 13,000 

東京都 吉田 豊司 13,000 

東京都 吉田 豊司 13,000 

東京都 吉田 文平 10,000 

東京都 吉田 文平 10,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 10,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 10,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 8,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉田 隆一 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 吉田 隆一 15,000 

東京都 吉野 暁理 11,000 

東京都 吉野 英治 90,000 

東京都 依田 平 45,000 

東京都 依田 平 540,000 

東京都 李 華 10,000 

東京都 李 子偉 66,000 

東京都 李 昌珍 10,000 

東京都 李 昌珍 10,000 

東京都 李 昌珍 10,000 

東京都 李 昌珍 10,000 

東京都 立仙 崇 18,000 

東京都 

ルベール ティボ

ー 13,000 

東京都 和栗 純一 10,000 

東京都 鷲見 尚紀 10,000 

東京都 和田 圭祐 66,000 

東京都 和田 真一 20,000 

東京都 渡邊 敦子 13,000 

東京都 渡邊 敦子 13,000 

東京都 渡邊 敦子 13,000 

東京都 渡邊 敦子 13,000 

東京都 渡邊 敦子 13,000 

東京都 渡邊 敦子 13,000 

東京都 ワタナベ ケンゴ 20,000 

東京都 渡辺 悟 20,000 

東京都 渡邊 秀 24,000 

東京都 渡辺 周一 10,000 

東京都 渡辺 順也 10,000 

東京都 渡辺 清一朗 38,000 

東京都 渡邉 宇大 13,000 

東京都 渡辺 信明 8,000 

東京都 渡邊 秀晴 132,000 

東京都 渡辺 広 132,000 

東京都 渡邉 真紀子 22,000 

東京都 渡邉 真紀子 22,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

東京都 渡部 信 8,000 

東京都 渡辺 雅彦 30,000 

東京都 渡辺 政弘 45,000 

東京都 渡部 陽 28,000 

東京都 渡辺 瑛栄 6,000 

東京都 亮太 江崎 24,000 

神奈川県 會田 正武 88,000 

神奈川県 青木 哲也 20,000 

神奈川県 青木 哲也 20,000 

神奈川県 阿嘉 祐樹 23,000 

神奈川県 秋元 和廣 22,000 

神奈川県 飽本 勇己 11,000 

神奈川県 秋山 典久 8,000 

神奈川県 浅井 雅文 20,000 

神奈川県 安島 新吾 10,000 

神奈川県 穴井 浩司 10,000 

神奈川県 阿部 浩一 10,000 

神奈川県 阿部 公太郎 22,000 

神奈川県 天野 真道 11,000 

神奈川県 網根 徹 72,000 

神奈川県 新井 美貴 12,000 

神奈川県 荒木 泰晴 23,000 

神奈川県 安藤 誠二 20,000 

神奈川県 安藤 元博 11,000 

神奈川県 安藤 元博 11,000 

神奈川県 安藤 元博 11,000 

神奈川県 安藤 元博 11,000 

神奈川県 飯田 創 7,000 

神奈川県 飯塚 高司 27,000 

神奈川県 家長 昭博 15,000 

神奈川県 家長 昭博 15,000 

神奈川県 壹岐 修治 21,000 

神奈川県 池坂 慎哉 13,000 

神奈川県 池坂 慎哉 17,000 

神奈川県 池坂 慎哉 17,000 

神奈川県 池田 加奈 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 池田 善至 40,000 

神奈川県 石王 美惠子 8,000 

神奈川県 石川 健人 4,000 

神奈川県 石黒 隆 68,000 

神奈川県 石黒 聡之 11,000 

神奈川県 石黒 聡之 11,000 

神奈川県 石濱 弘和 15,000 

神奈川県 磯村 幸一郎 36,000 

神奈川県 板橋 祐一 56,000 

神奈川県 板橋 祐一 56,000 

神奈川県 板橋 祐一 18,000 

神奈川県 板橋 祐一 34,000 

神奈川県 市川 瑞絵 10,000 

神奈川県 市川 瑞絵 10,000 

神奈川県 伊藤 功 36,000 

神奈川県 伊藤 岩雄 24,000 

神奈川県 伊藤 淳二 13,000 

神奈川県 伊藤 尚志 20,000 

神奈川県 稲垣 長範 11,000 

神奈川県 井上 啓太 13,000 

神奈川県 井上 壮太 13,000 

神奈川県 伊部 義弘 23,000 

神奈川県 今井 直哉 33,000 

神奈川県 今井 通敬 10,000 

神奈川県 井本 あゆみ 4,000 

神奈川県 岩井 恒彦 10,000 

神奈川県 岩岸 徹 10,000 

神奈川県 岩原 忍 18,000 

神奈川県 岩見 仁美 13,000 

神奈川県 岩見 仁美 13,000 

神奈川県 上田 竜也 13,000 

神奈川県 薄波 祐之 17,000 

神奈川県 内田 圭一郎 20,000 

神奈川県 内田 豊昭 20,000 

神奈川県 内海 晃 23,000 

神奈川県 蛯原 照男 20,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 遠藤 仁 10,000 

神奈川県 遠藤 嘉英 39,000 

神奈川県 遠藤 嘉英 26,000 

神奈川県 遠藤 嘉英 39,000 

神奈川県 遠藤 嘉英 20,000 

神奈川県 遠藤 嘉英 30,000 

神奈川県 大川 和希 10,000 

神奈川県 大木 絵美梨 24,000 

神奈川県 大久保 知弥 12,000 

神奈川県 大久保 直紀 12,000 

神奈川県 大久保 安洋 11,000 

神奈川県 大畑 隆 10,000 

神奈川県 大原 浩之 20,000 

神奈川県 大山 晃二 52,000 

神奈川県 大山 晃二 78,000 

神奈川県 大渡 智之 21,000 

神奈川県 岡 弘 30,000 

神奈川県 岡崎 弘典 66,000 

神奈川県 小笠原 直 11,000 

神奈川県 小笠原 直 11,000 

神奈川県 小笠原 直 11,000 

神奈川県 岡田 一夫 20,000 

神奈川県 岡田 一夫 10,000 

神奈川県 岡村 光浩 13,000 

神奈川県 小川 武志 90,000 

神奈川県 奥村 僚野 36,000 

神奈川県 奥山 裕和 11,000 

神奈川県 小澤 真治 13,000 

神奈川県 小澤 真治 13,000 

神奈川県 小野 芳樹 12,000 

神奈川県 小野崎 康己 60,000 

神奈川県 尾幡 千恵子 66,000 

神奈川県 小俣 昌規 22,000 

神奈川県 小俣 昌規 22,000 

神奈川県 小柳津 里奈 10,000 

神奈川県 小柳津 里奈 20,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 折原 暁 15,000 

神奈川県 垣田 正明 12,000 

神奈川県 垣田 正明 12,000 

神奈川県 梶原 義洋 15,000 

神奈川県 梶原 義洋 15,000 

神奈川県 春日 雅人 20,000 

神奈川県 片岡 一成 11,000 

神奈川県 片岡 一成 21,000 

神奈川県 片山 正則 11,000 

神奈川県 片山 正則 11,000 

神奈川県 片山 正則 11,000 

神奈川県 加藤 博信 144,000 

神奈川県 加藤 悠斗 13,000 

神奈川県 金子 哲也 10,000 

神奈川県 金丸 翼 20,000 

神奈川県 上村 俊 11,000 

神奈川県 亀山 誠 132,000 

神奈川県 川浦 康成 13,000 

神奈川県 川浦 康成 13,000 

神奈川県 川上 裕 10,000 

神奈川県 川上 裕 10,000 

神奈川県 川島 靖人 7,000 

神奈川県 川底 慎一郎 12,000 

神奈川県 河野 直樹 12,000 

神奈川県 川舩 隆史 70,000 

神奈川県 川又 輝幸 30,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 11,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河村 仁志 15,000 

神奈川県 河本 朋英 10,000 

神奈川県 河原林 佑介 16,000 

神奈川県 菅 陽介 22,000 

神奈川県 神崎 拓哉 14,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 神戸 義和 20,000 

神奈川県 菊岡 良考 11,000 

神奈川県 菊岡 良考 15,000 

神奈川県 菊岡 良考 15,000 

神奈川県 菊岡 良考 11,000 

神奈川県 菊岡 良考 15,000 

神奈川県 菊岡 良考 15,000 

神奈川県 菊岡 良考 15,000 

神奈川県 菊岡 良考 15,000 

神奈川県 喜久川 いずみ 14,000 

神奈川県 菊池 未央 33,000 

神奈川県 菊地 由希子 30,000 

神奈川県 岸 悠介 18,000 

神奈川県 来島 逸平 15,000 

神奈川県 北原 康弘 10,000 

神奈川県 北原 勇樹 22,000 

神奈川県 北村 祐太 22,000 

神奈川県 木下 亮 11,000 

神奈川県 木村 健二 11,000 

神奈川県 木村 知広 16,000 

神奈川県 木村 知広 23,000 

神奈川県 清國 雅義 18,000 

神奈川県 金 日国 11,000 

神奈川県 銀林 雅弘 17,000 

神奈川県 草柳 聖一 13,000 

神奈川県 工藤 元 15,000 

神奈川県 国本 雄治 44,000 

神奈川県 国本 雄治 20,000 

神奈川県 国本 好廣 200,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 12,000 

神奈川県 九里 隆吉 17,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 17,000 

神奈川県 九里 隆吉 12,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 九里 隆吉 11,000 

神奈川県 久保寺 慶治 28,000 

神奈川県 倉兼 猛 19,000 

神奈川県 倉兼 猛 19,000 

神奈川県 倉島 深雪 10,000 

神奈川県 栗原 武史 28,000 

神奈川県 栗原 雄希 22,000 

神奈川県 栗山 未奈 11,000 

神奈川県 楜澤 信 10,000 

神奈川県 楜澤 信 10,000 

神奈川県 胡 レンイ 6,000 

神奈川県 小池 重行 13,000 

神奈川県 小池 重行 13,000 

神奈川県 小池 重行 13,000 

神奈川県 小池 重行 10,000 

神奈川県 河野 貴広 22,000 

神奈川県 小島 和樹 4,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 小上馬 厚宏 11,000 

神奈川県 後藤 健一 11,000 

神奈川県 後藤 高志 13,000 

神奈川県 後藤 高志 13,000 

神奈川県 小林 昇 10,000 

神奈川県 小林 久和 10,000 

神奈川県 小林 亮介 15,000 

神奈川県 小松 康二 7,000 

神奈川県 小松 雅人 23,000 

神奈川県 小峯 裕之 10,000 

神奈川県 小山 泉 12,000 

神奈川県 小山 繁美 22,000 

神奈川県 齋藤 一生 10,000 

神奈川県 坂井 雅夫 13,000 

神奈川県 坂井 雄樹 22,000 

神奈川県 坂根 工博 20,000 

神奈川県 坂本 武 13,000 

神奈川県 櫻井 和弘 12,000 

神奈川県 桜井 はるな 360,000 

神奈川県 櫻井 まいや 4,000 

神奈川県 櫻井 真 20,000 

神奈川県 佐藤 眞一 4,000 

神奈川県 佐藤 勝 66,000 

神奈川県 佐藤 優多 6,000 

神奈川県 讃岐 邦太郎 21,000 

神奈川県 實方 剛 88,000 

神奈川県 塩田 修司 100,000 

神奈川県 渋谷 慎太郎 10,000 

神奈川県 島津 かおり 21,000 

神奈川県 島本 英樹 10,000 

神奈川県 島本 英樹 20,000 

神奈川県 清水 晃司 28,000 

神奈川県 清水 晃司 26,000 

神奈川県 清水 倫史 8,000 

神奈川県 下黒沢 健 20,000 

神奈川県 下田 明 18,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 城之尾 麻衣子 15,000 

神奈川県 白石 巳喜生 13,000 

神奈川県 白柿 克盛 12,000 

神奈川県 白柿 克盛 12,000 

神奈川県 菅原 健 34,000 

神奈川県 菅原 健 34,000 

神奈川県 菅原 健 32,000 

神奈川県 菅原 健 10,000 

神奈川県 菅原 健 48,000 

神奈川県 杉森 健作 20,000 

神奈川県 鈴木 英樹 33,000 

神奈川県 鈴木 雅彦 10,000 

神奈川県 鈴木 雅也 13,000 

神奈川県 鈴木 雄登 11,000 

神奈川県 数藤 雅彦 13,000 

神奈川県 数藤 雅彦 13,000 

神奈川県 数藤 雅彦 13,000 

神奈川県 住吉 弘行 10,000 

神奈川県 清田 幸弘 180,000 

神奈川県 関口 政一 13,000 

神奈川県 関口 政一 11,000 

神奈川県 園田 智幸 34,000 

神奈川県 高根 隼大 11,000 

神奈川県 髙野 美登利 11,000 

神奈川県 高橋 晃 22,000 

神奈川県 高橋 晃 11,000 

神奈川県 高橋 秀彦 15,000 

神奈川県 高橋 秀彦 10,000 

神奈川県 高橋 秀彦 10,000 

神奈川県 高橋 秀彦 10,000 

神奈川県 高橋 美和 12,000 

神奈川県 田口 和真 12,000 

神奈川県 工 幸次 52,000 

神奈川県 竹市 蕉 10,000 

神奈川県 武田 啓 11,000 

神奈川県 武田 啓 11,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 武田 啓 11,000 

神奈川県 武中 康夫 11,000 

神奈川県 田治 之佳 20,000 

神奈川県 田代 俊一 13,000 

神奈川県 田雑 忠智 15,000 

神奈川県 田雑 忠智 15,000 

神奈川県 達川 学 26,000 

神奈川県 達川 学 10,000 

神奈川県 建石 良介 11,000 

神奈川県 田中 修一 12,000 

神奈川県 田中 修一 23,000 

神奈川県 田中 修一 6,000 

神奈川県 谷口 拓也 22,000 

神奈川県 谷口 拓也 11,000 

神奈川県 田畑 悟 11,000 

神奈川県 田畑 悟 10,000 

神奈川県 玉川 武弘 66,000 

神奈川県 津田 健司 10,000 

神奈川県 津田 健司 10,000 

神奈川県 津田 隆二 23,000 

神奈川県 土屋 貴義 66,000 

神奈川県 都築 秀年 13,000 

神奈川県 椿 功 20,000 

神奈川県 鶴目 和孝 21,000 

神奈川県 手島 英介 20,000 

神奈川県 寺尾 和之 13,000 

神奈川県 寺尾 和之 13,000 

神奈川県 寺尾 和之 39,000 

神奈川県 寺尾 和之 10,000 

神奈川県 出羽 希三子 4,000 

神奈川県 外石 満 20,000 

神奈川県 徳植 浩和 23,000 

神奈川県 戸塚 勇人 180,000 

神奈川県 富田 英正 15,000 

神奈川県 富塚 亮平 40,000 

神奈川県 友澤 聡 15,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 外山 大貴 10,000 

神奈川県 中川 彩 22,000 

神奈川県 仲里 佳一 11,000 

神奈川県 中沢 新一 12,000 

神奈川県 長田 和紀 16,000 

神奈川県 永田 浩三 200,000 

神奈川県 中谷 喜彦 26,000 

神奈川県 中谷 喜彦 8,000 

神奈川県 中西 伸也 10,000 

神奈川県 永野 智信 72,000 

神奈川県 名嘉眞 正人 23,000 

神奈川県 長町 基志 15,000 

神奈川県 永谷 祥浩 20,000 

神奈川県 七海 希代子 120,000 

神奈川県 七海 希代子 66,000 

神奈川県 成瀬 洋平 60,000 

神奈川県 難波 達 15,000 

神奈川県 難波 達 180,000 

神奈川県 難波 達 15,000 

神奈川県 西平 宏美 10,000 

神奈川県 西村 修 13,000 

神奈川県 西山 祐紀 10,000 

神奈川県 二宮 陽児 13,000 

神奈川県 沼田 洋子 66,000 

神奈川県 野口 啓介 180,000 

神奈川県 野中 徹 17,000 

神奈川県 登 祐介 34,000 

神奈川県 野間 由香利 102,000 

神奈川県 野本 純 10,000 

神奈川県 教重 邦雄 15,000 

神奈川県 教重 邦雄 15,000 

神奈川県 羽賀 純 11,000 

神奈川県 萩野谷 真紀子 8,000 

神奈川県 萩原 輝彰 66,000 

神奈川県 橋本 千裕 13,000 

神奈川県 蓮川 俵馬 8,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 長谷川 俊介 15,000 

神奈川県 畠山 榮治 22,000 

神奈川県 畠山 榮治 17,000 

神奈川県 服部 省吾 9,000 

神奈川県 浜田 恵里 66,000 

神奈川県 濱野 充 88,000 

神奈川県 林 章之 20,000 

神奈川県 林 龍夫 20,000 

神奈川県 林 隆宏 15,000 

神奈川県 早藤 嘉彦 100,000 

神奈川県 早藤 嘉彦 80,000 

神奈川県 早藤 嘉彦 50,000 

神奈川県 原 朋喜 11,000 

神奈川県 針間 敏夫 15,000 

神奈川県 半澤 広基 12,000 

神奈川県 半澤 広基 11,000 

神奈川県 番場 英雄 12,000 

神奈川県 引地 伸嘉 55,000 

神奈川県 引地 伸嘉 44,000 

神奈川県 樋口 俊宏 20,000 

神奈川県 樋口 俊宏 20,000 

神奈川県 平井 基彦 13,000 

神奈川県 平手 美奈子 12,000 

神奈川県 平野 正芳 10,000 

神奈川県 平山 奈美 11,000 

神奈川県 広井 義政 66,000 

神奈川県 廣田 将生 17,000 

神奈川県 廣本 泰之 11,000 

神奈川県 深井 勇気 11,000 

神奈川県 福本 明 11,000 

神奈川県 福本 明 11,000 

神奈川県 藤井 輝典 22,000 

神奈川県 藤井 輝典 22,000 

神奈川県 藤井 輝典 22,000 

神奈川県 藤井 輝典 23,000 

神奈川県 藤澤 亮一 10,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 藤下 良司 11,000 

神奈川県 藤下 良司 11,000 

神奈川県 藤田 恭子 15,000 

神奈川県 藤田 浩之 15,000 

神奈川県 藤田 浩之 15,000 

神奈川県 藤本 竜司 22,000 

神奈川県 古屋 秀和 17,000 

神奈川県 細野 文謙 10,000 

神奈川県 堀田 直幸 11,000 

神奈川県 堀田 直幸 22,000 

神奈川県 堀田 直幸 60,000 

神奈川県 堀江 威史 13,000 

神奈川県 堀部 奉昭 8,000 

神奈川県 本田 絵美 22,000 

神奈川県 本間 義晃 11,000 

神奈川県 前田 洋岳 10,000 

神奈川県 松尾 宙 10,000 

神奈川県 松岡 重樹 11,000 

神奈川県 松本 琢治 70,000 

神奈川県 松本 英昭 15,000 

神奈川県 真鍋 淳 17,000 

神奈川県 丸木 美保 13,000 

神奈川県 水田 雅邦 22,000 

神奈川県 水谷 久行 10,000 

神奈川県 水谷 浩二 264,000 

神奈川県 三井 己珍 26,000 

神奈川県 峯岸 努 33,000 

神奈川県 宮崎 正昭 17,000 

神奈川県 宮崎 正昭 34,000 

神奈川県 宮崎 正昭 17,000 

神奈川県 宮沢 繁 11,000 

神奈川県 宮田 真輔 8,000 

神奈川県 宮田 真輔 15,000 

神奈川県 宮地 優 12,000 

神奈川県 宮原 秀悦 20,000 

神奈川県 村上 智徳 100,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 村上 充弘 30,000 

神奈川県 村木 友紀 15,000 

神奈川県 村田 雅文 72,000 

神奈川県 村山 志保 12,000 

神奈川県 室井 雅博 11,000 

神奈川県 森本 雄介 15,000 

神奈川県 森芳 宇太 30,000 

神奈川県 八木 正浩 13,000 

神奈川県 安岡 比呂子 42,000 

神奈川県 安岡 優介 22,000 

神奈川県 保田 新悟 204,000 

神奈川県 安田 博之 15,000 

神奈川県 安田 博之 15,000 

神奈川県 山口 健一 6,000 

神奈川県 山口 航平 22,000 

神奈川県 山口 孝雄 10,000 

神奈川県 山口 雄二 15,000 

神奈川県 山下 剛史 11,000 

神奈川県 山田 航太 11,000 

神奈川県 山田 英明 30,000 

神奈川県 山田 雅之 10,000 

神奈川県 山本 幸夫 22,000 

神奈川県 山本 幸夫 22,000 

神奈川県 山本 幸夫 22,000 

神奈川県 山本 幸夫 22,000 

神奈川県 山本 幸夫 23,000 

神奈川県 横田 安美 132,000 

神奈川県 横山 克成 11,000 

神奈川県 横山 克成 10,000 

神奈川県 横山 友則 200,000 

神奈川県 横山 良二 20,000 

神奈川県 吉崎 英彦 15,000 

神奈川県 吉崎 英彦 15,000 

神奈川県 吉崎 英彦 15,000 

神奈川県 吉田 隆介 22,000 

神奈川県 吉野 彰吾 22,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

神奈川県 

ラーソン ジャス

ティンコリア― 38,000 

神奈川県 藍 天翔 11,000 

神奈川県 陸川 奨 10,000 

神奈川県 脇坂 季繁 13,000 

神奈川県 渡邊 悟史 24,000 

神奈川県 渡邉 竣介 12,000 

神奈川県 渡辺 孝夫 54,000 

神奈川県 渡邉 智史 13,000 

神奈川県 渡會 晃 12,000 

新潟県 阿部 駿 10,000 

新潟県 安澤 泰永 13,000 

新潟県 井内 竜洋 65,000 

新潟県 池田 陽祐 22,000 

新潟県 石川 隆行 60,000 

新潟県 石田 卓士 16,000 

新潟県 今本 啓介 17,000 

新潟県 薄田 吉史 13,000 

新潟県 大久保 貴章 34,000 

新潟県 大塚 未来 11,000 

新潟県 大橋 武紀 30,000 

新潟県 久保田 千華子 60,000 

新潟県 粉川 雅人 30,000 

新潟県 小林 敏彦 11,000 

新潟県 小林 敏彦 10,000 

新潟県 小林 大 11,000 

新潟県 西條 幸平 22,000 

新潟県 西條 幸平 22,000 

新潟県 西條 幸平 20,000 

新潟県 斉藤 正浩 39,000 

新潟県 坂上 友博 10,000 

新潟県 佐々木 和雄 10,000 

新潟県 佐藤 裕喜 11,000 

新潟県 須田 勇大 10,000 

新潟県 関 篤夫 11,000 

新潟県 瀧澤 勇 39,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

新潟県 津澤 武人 30,000 

新潟県 土井 郁 20,000 

新潟県 永山 勝巳 11,000 

新潟県 深滝 純平 11,000 

新潟県 藤本 篤 10,000 

新潟県 藤本 篤 10,000 

新潟県 眞鍋 隆 132,000 

新潟県 眞鍋 隆 70,000 

富山県 浅川 透 13,000 

富山県 石黒 義則 16,000 

富山県 石坂 拓也 8,000 

富山県 岡本 宗司 14,000 

富山県 岡本 宗司 14,000 

富山県 岡本 茉希 45,000 

富山県 北山 聡 11,000 

富山県 北山 聡 22,000 

富山県 桐谷 真吾 22,000 

富山県 上坊寺 綾子 8,000 

富山県 神代 浩 13,000 

富山県 中村 典子 12,000 

富山県 野手 俊雅 11,000 

富山県 堀岡 達也 44,000 

富山県 堀田 昌平 180,000 

富山県 松浦 隆 17,000 

富山県 松崎 良進 15,000 

富山県 森田 知久 11,000 

富山県 山崎 裕功 11,000 

富山県 山藤 正男 36,000 

富山県 若尾 靖 13,000 

富山県 若松 信一 17,000 

石川県 荒瀬 孝則 51,000 

石川県 猪俣 義治 20,000 

石川県 小川 純 98,000 

石川県 小川 純 68,000 

石川県 木澤 武佐志 11,000 

石川県 北田 聡 14,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

石川県 北村 隆 20,000 

石川県 黒田 一成 13,000 

石川県 新保 友康 11,000 

石川県 新保 友康 11,000 

石川県 菅村 伊佐恵 20,000 

石川県 菅村 伊佐恵 20,000 

石川県 杉盛 夏樹 6,000 

石川県 宋 建国 11,000 

石川県 巽谷 満 20,000 

石川県 中川 多津夫 132,000 

石川県 中嶋 慶太 10,000 

石川県 中出 悠一 10,000 

石川県 中山 貴央 26,000 

石川県 野村 泰三 26,000 

石川県 野村 泰三 26,000 

石川県 野村 泰三 20,000 

石川県 乗松 美緒 22,000 

石川県 早川 康浩 11,000 

石川県 福地 達也 12,000 

石川県 村上 靖夫 26,000 

石川県 持舘 佳世 13,000 

石川県 柳沼 貴洋 22,000 

石川県 山崎 俊久 15,000 

石川県 山崎 俊久 11,000 

石川県 山崎 俊久 11,000 

石川県 山野下 瑛詞 11,000 

福井県 木村 美穂 11,000 

福井県 品川 貴洋 11,000 

福井県 島田 きよみ 16,000 

福井県 島田 きよみ 16,000 

福井県 中山 貴寛 13,000 

福井県 広瀬 慧 176,000 

福井県 前田 力 15,000 

福井県 松宮 智恵子 11,000 

福井県 水野 祥孝 11,000 

福井県 水野 祥孝 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

福井県 水戸守 一岳 23,000 

福井県 森本 隆之 44,000 

福井県 藥師 聡一 12,000 

福井県 山口 康生 12,000 

福井県 和田 剛 22,000 

山梨県 荒木 力 13,000 

山梨県 岡 英樹 11,000 

山梨県 久保嶋 仁 18,000 

山梨県 後藤 順子 39,000 

山梨県 佐藤 精一 22,000 

山梨県 志村 賢司 42,000 

山梨県 志村 賢司 22,000 

山梨県 志村 賢司 20,000 

山梨県 中澤 貞雄 22,000 

山梨県 野田 秀哉 10,000 

山梨県 平賀 新也 15,000 

山梨県 宮川 智見 11,000 

山梨県 渡辺 敏也 2,000 

長野県 大谷 洋平 11,000 

長野県 岡野 昌彦 13,000 

長野県 折橋 千広 12,000 

長野県 折橋 誠之 12,000 

長野県 川上 斉 20,000 

長野県 倉石 智史 17,000 

長野県 九蘭 真佐志 10,000 

長野県 小杉 秀明 10,000 

長野県 小林 寛之 20,000 

長野県 小林 恵 17,000 

長野県 佐藤 烈 47,000 

長野県 椎名 智樹 12,000 

長野県 鈴木 理規 12,000 

長野県 関 将司 11,000 

長野県 塚田 茂 10,000 

長野県 戸谷 健史 11,000 

長野県 鳥海 信太郎 15,000 

長野県 中川 信幸 14,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

長野県 中島 千佳 8,000 

長野県 中村 育男 11,000 

長野県 西原 政人 11,000 

長野県 塙 謙一 48,000 

長野県 樋口 秀子 23,000 

長野県 樋口 秀子 11,000 

長野県 増子 健司 26,000 

長野県 美坂 礼奈 6,000 

長野県 矢沢 祐作 20,000 

長野県 山本 篤 16,000 

長野県 山本 慎一 11,000 

岐阜県 青木 宏道 5,000 

岐阜県 浅野 幹雄 30,000 

岐阜県 伊藤 勝文 30,000 

岐阜県 今井 幸蔵 90,000 

岐阜県 今井 努 10,000 

岐阜県 上野 雄介 12,000 

岐阜県 遠藤 哲也 11,000 

岐阜県 遠藤 哲也 23,000 

岐阜県 塩谷 良久 15,000 

岐阜県 塩谷 良久 22,000 

岐阜県 尾崎 隼人 11,000 

岐阜県 加藤 敬三 51,000 

岐阜県 川口 聡 20,000 

岐阜県 佐藤 潤一 13,000 

岐阜県 佐藤 美尋 15,000 

岐阜県 志知 翔 11,000 

岐阜県 田中 千晶 13,000 

岐阜県 中川 潔美 20,000 

岐阜県 長澤 篤 120,000 

岐阜県 中島 靖 20,000 

岐阜県 日塔 裕之 10,000 

岐阜県 早川 三根夫 10,000 

岐阜県 林 利数 45,000 

岐阜県 林 利数 45,000 

岐阜県 早野 泰弘 20,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

岐阜県 藤井 徹 20,000 

岐阜県 藤本 敬太 12,000 

岐阜県 堀内 尚哉 30,000 

岐阜県 松岡 隆志 22,000 

岐阜県 山田 豪 26,000 

岐阜県 山田 昌平 11,000 

岐阜県 吉村 卓也 10,000 

岐阜県 渡邊 正 11,000 

静岡県 青田 英行 13,000 

静岡県 赤井 雄星 22,000 

静岡県 秋田 進哉 13,000 

静岡県 井口 貴喜 80,000 

静岡県 池田 耕介 22,000 

静岡県 石井 琢也 22,000 

静岡県 一瀨 裕之 17,000 

静岡県 伊藤 陽子 13,000 

静岡県 今井 正樹 15,000 

静岡県 今井 正樹 11,000 

静岡県 大久保 節夫 8,000 

静岡県 大高 功 8,000 

静岡県 大坪 佳美 8,000 

静岡県 小野 憲 13,000 

静岡県 小野 憲 13,000 

静岡県 小野 憲 10,000 

静岡県 加藤 あずさ 15,000 

静岡県 木田 貴志 11,000 

静岡県 楠美 智弘 22,000 

静岡県 久保田 明 132,000 

静岡県 窪田 和興 8,000 

静岡県 窪田 和興 8,000 

静岡県 倉田 祐輔 132,000 

静岡県 月花 環 180,000 

静岡県 小出 真 11,000 

静岡県 駒井 偉行 66,000 

静岡県 駒井 義仁 11,000 

静岡県 近藤 大造 42,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

静岡県 近藤 大造 36,000 

静岡県 塩坂 晴彦 20,000 

静岡県 清水 雅之 26,000 

静岡県 鈴木 菜摘 15,000 

静岡県 鈴木 二三江 4,000 

静岡県 鈴木 正雄 14,000 

静岡県 鈴木 正春 30,000 

静岡県 鈴木 満壽美 15,000 

静岡県 鈴木 満壽美 264,000 

静岡県 住田 紘右 23,000 

静岡県 瀬戸 健志 23,000 

静岡県 高木 宏昌 13,000 

静岡県 高橋 信行 10,000 

静岡県 竹内 郁子 22,000 

静岡県 竹本 健太郎 13,000 

静岡県 竹本 健太郎 13,000 

静岡県 竹本 健太郎 13,000 

静岡県 田中 裕樹 62,000 

静岡県 田中 裕樹 33,000 

静岡県 知久 武 13,000 

静岡県 知久 武 26,000 

静岡県 知久 武 10,000 

静岡県 常盤 裕一郎 11,000 

静岡県 常盤 裕一郎 11,000 

静岡県 外岡 洋一 66,000 

静岡県 富田 裕子 11,000 

静岡県 新田 靖 10,000 

静岡県 芳賀 桂 17,000 

静岡県 橋本 享俊 15,000 

静岡県 林 久美子 13,000 

静岡県 林 久美子 13,000 

静岡県 林 卓司 13,000 

静岡県 藤原 圭 8,000 

静岡県 前田 陽一 12,000 

静岡県 松野 真也 126,000 

静岡県 水上 高秀 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

静岡県 村松 大輔 13,000 

静岡県 望月 悠太郎 51,000 

静岡県 森田 泰裕 11,000 

静岡県 山下 好治 24,000 

静岡県 山田 悟 26,000 

静岡県 山本 耕平 28,000 

静岡県 山本 友則 23,000 

静岡県 渡邊 幸夫 26,000 

愛知県 仁木 順也 10,000 

愛知県 仁木 順也 30,000 

愛知県 愛甲 正己 28,000 

愛知県 青嶋 一樹 11,000 

愛知県 赤堀 徹 8,000 

愛知県 浅野 真也 60,000 

愛知県 淺野 新也 11,000 

愛知県 浅野 大介 8,000 

愛知県 朝日 将貴 12,000 

愛知県 芦原 睦 35,000 

愛知県 甘利 美和子 20,000 

愛知県 荒木 康志 18,000 

愛知県 安藤 哲朗 20,000 

愛知県 池上 良則 13,000 

愛知県 池田 大輝 33,000 

愛知県 石黒 哲也 200,000 

愛知県 石橋 弘隆 180,000 

愛知県 磯輪 保之 39,000 

愛知県 磯輪 保之 20,000 

愛知県 市村 重道 11,000 

愛知県 伊藤 煕順 33,000 

愛知県 伊藤 邦晴 11,000 

愛知県 伊藤 幸治 10,000 

愛知県 伊藤 卓也 23,000 

愛知県 伊藤 勉 20,000 

愛知県 伊藤 芽ぐみ 23,000 

愛知県 糸数 沙枝 13,000 

愛知県 稲垣 幸助 66,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 稲垣 淳 30,000 

愛知県 稲垣 貴司 10,000 

愛知県 稲角 好宣 13,000 

愛知県 稲角 好宣 13,000 

愛知県 稲角 好宣 13,000 

愛知県 稲角 好宣 26,000 

愛知県 井上 雅裕 48,000 

愛知県 岩崎 靖 10,000 

愛知県 岩瀬 章弘 10,000 

愛知県 岩田 浩明 80,000 

愛知県 岩田 浩明 80,000 

愛知県 岩月 謙児 38,000 

愛知県 岩月 洋子 10,000 

愛知県 岩橋 孝典 21,000 

愛知県 植田 健太 9,000 

愛知県 上野 泰明 24,000 

愛知県 内田 宣久 17,000 

愛知県 内山 幸司 168,000 

愛知県 内山 幸司 110,000 

愛知県 

宇和田 ソランジ

エ 8,000 

愛知県 江島 徹 11,000 

愛知県 江藤 比華留 10,000 

愛知県 遠藤 慎一 17,000 

愛知県 大久保 雅弘 24,000 

愛知県 大島 裕隆 13,000 

愛知県 大島 裕隆 10,000 

愛知県 大島 裕隆 10,000 

愛知県 太田 博隆 17,000 

愛知県 太田 博隆 17,000 

愛知県 太田 博隆 17,000 

愛知県 太田 博隆 17,000 

愛知県 大塚 澄 11,000 

愛知県 大塚 澄 11,000 

愛知県 大塚 澄 11,000 

愛知県 大槻 裕子 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 大山 司 13,000 

愛知県 大脇 伸二 20,000 

愛知県 岡 和代 11,000 

愛知県 岡 真奈美 10,000 

愛知県 岡崎 竜己 360,000 

愛知県 岡崎 正詩 33,000 

愛知県 岡田 淳志 15,000 

愛知県 岡田 邦裕 15,000 

愛知県 岡林 秀一 22,000 

愛知県 岡林 秀一 20,000 

愛知県 岡本 東一 15,000 

愛知県 岡本 東一 20,000 

愛知県 岡本 祥孝 13,000 

愛知県 岡安 幸太郎 11,000 

愛知県 小木曽 正人 11,000 

愛知県 小木曽 正人 11,000 

愛知県 尾崎 康昭 4,000 

愛知県 織田 晴義 102,000 

愛知県 小田原 寛 12,000 

愛知県 小野 祐揮 8,000 

愛知県 小野寺 毅 12,000 

愛知県 鍵谷 洋子 7,000 

愛知県 笠井 一 88,000 

愛知県 笠井 一 20,000 

愛知県 笠井 一 6,000 

愛知県 片岡 達紀 180,000 

愛知県 肩野 裕 10,000 

愛知県 加藤 和裕 13,000 

愛知県 加藤 和裕 13,000 

愛知県 加藤 和裕 10,000 

愛知県 加藤 重典 120,000 

愛知県 加藤 重典 66,000 

愛知県 加藤 大 17,000 

愛知県 加藤 一 27,000 

愛知県 加藤 久也 22,000 

愛知県 加藤 久也 22,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 加藤 久也 22,000 

愛知県 加藤 久也 22,000 

愛知県 加藤 真理 45,000 

愛知県 加藤 基寛 8,000 

愛知県 加藤 基寛 4,000 

愛知県 加藤 芳幸 10,000 

愛知県 加藤 芳幸 39,000 

愛知県 加藤 芳幸 39,000 

愛知県 加藤 芳幸 39,000 

愛知県 神谷 正志 28,000 

愛知県 茅野 敏明 180,000 

愛知県 河合 涼太 22,000 

愛知県 川上 郁治 23,000 

愛知県 河内 諒 34,000 

愛知県 川出 和彦 27,000 

愛知県 川出 和彦 34,000 

愛知県 川並 拓樹 12,000 

愛知県 川野 芳宏 9,000 

愛知県 川村 小百里 10,000 

愛知県 神田 春美 13,000 

愛知県 岸本 容子 10,000 

愛知県 北 和尚 11,000 

愛知県 木村 重夫 10,000 

愛知県 桐山 賢司郎 10,000 

愛知県 沓名 一憲 23,000 

愛知県 久保田 加津也 34,000 

愛知県 熊澤 佑介 10,000 

愛知県 古池 良信 6,000 

愛知県 河野 通博 10,000 

愛知県 小久保 賢良 45,000 

愛知県 後藤 敦子 22,000 

愛知県 後藤 健 60,000 

愛知県 後藤 直樹 12,000 

愛知県 後藤 洋光 33,000 

愛知県 後藤 洋光 22,000 

愛知県 小林 大悟 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 小林 輝征 11,000 

愛知県 小林 輝征 11,000 

愛知県 小林 輝征 11,000 

愛知県 駒谷 秀幸 11,000 

愛知県 小山 茂輝 10,000 

愛知県 近 健太 13,000 

愛知県 近 健太 13,000 

愛知県 近 健太 13,000 

愛知県 近 健太 26,000 

愛知県 近 健太 20,000 

愛知県 近藤 実 66,000 

愛知県 権野 耕生 10,000 

愛知県 斉藤 琢也 9,000 

愛知県 齋藤 洋人 120,000 

愛知県 酒井 武志 10,000 

愛知県 酒井 努 15,000 

愛知県 酒井 努 11,000 

愛知県 榊原 本子 39,000 

愛知県 榊原 本子 30,000 

愛知県 櫻井 あい 26,000 

愛知県 佐藤 賢治 22,000 

愛知県 佐藤 みずほ 10,000 

愛知県 澤田 貞雄 20,000 

愛知県 篠 昌義 54,000 

愛知県 篠原 隆義 52,000 

愛知県 柴田 耕三 11,000 

愛知県 嶋貫 創 12,000 

愛知県 清水 修 30,000 

愛知県 志村 和彦 500,000 

愛知県 白井 高行 10,000 

愛知県 白尾 哲朗 10,000 

愛知県 新谷 滋 10,000 

愛知県 新谷 滋 20,000 

愛知県 末松 憲人 10,000 

愛知県 菅原 弘道 16,000 

愛知県 杉浦 大輔 17,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 杉本 琢磨 33,000 

愛知県 杉本 正弘 10,000 

愛知県 鈴木 翔太 21,000 

愛知県 鈴木 孝幸 22,000 

愛知県 鈴木 肇 10,000 

愛知県 鈴木 肇 20,000 

愛知県 鈴木 誠敏 11,000 

愛知県 鈴木 康成 10,000 

愛知県 鈴木 祐一郎 44,000 

愛知県 鈴木 裕宇磨 22,000 

愛知県 関 利元 22,000 

愛知県 関 俊哉 34,000 

愛知県 瀬田 浩之 39,000 

愛知県 千澤 和也 22,000 

愛知県 祖父江 大輔 60,000 

愛知県 高柳 和男 13,000 

愛知県 高柳 和夫 10,000 

愛知県 田川 茂昭 26,000 

愛知県 瀧野 雄斗 12,000 

愛知県 田口 雄基 30,000 

愛知県 武内 淳 30,000 

愛知県 武内 愼太郎 20,000 

愛知県 竹内 想 11,000 

愛知県 竹田 俊也 11,000 

愛知県 竹田 陽介 10,000 

愛知県 竹山 和久 13,000 

愛知県 武山 直道 66,000 

愛知県 田崎 幹人 22,000 

愛知県 田島 佳代子 22,000 

愛知県 田島 慎也 13,000 

愛知県 田中 健介 180,000 

愛知県 田中 仁 10,000 

愛知県 田原 裕文 26,000 

愛知県 田原 裕文 24,000 

愛知県 坪井 香奈子 10,000 

愛知県 鶴野 哲生 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 寺本 颯太 12,000 

愛知県 東海林 実 10,000 

愛知県 東海林 実 13,000 

愛知県 徳永 英紀 90,000 

愛知県 杤本 正樹 66,000 

愛知県 杤本 正樹 26,000 

愛知県 杤本 正樹 66,000 

愛知県 鳥居 理 22,000 

愛知県 鳥居 みゆき 13,000 

愛知県 永井 彰彦 20,000 

愛知県 永井 大督 11,000 

愛知県 中川 定保 12,000 

愛知県 中川 定保 22,000 

愛知県 中川 明子 26,000 

愛知県 中島 大助 10,000 

愛知県 中島 隆 15,000 

愛知県 中島 隆 15,000 

愛知県 中島 隆 15,000 

愛知県 中島 隆 15,000 

愛知県 中谷 安伸 51,000 

愛知県 長縄 英樹 10,000 

愛知県 中野 未奈子 22,000 

愛知県 中村 聡 12,000 

愛知県 中村 洋一 13,000 

愛知県 中村 渉 26,000 

愛知県 中村 渉 20,000 

愛知県 中山 慶彦 10,000 

愛知県 中山 慶彦 10,000 

愛知県 名和 修司 20,000 

愛知県 新美 英男 36,000 

愛知県 新美 保則 11,000 

愛知県 仁木 順也 16,000 

愛知県 西川 純 11,000 

愛知県 西川 実 12,000 

愛知県 西澤 彰 11,000 

愛知県 二宮 正和 13,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 布目 清彦 17,000 

愛知県 沼田 雄介 9,000 

愛知県 根元 敬 17,000 

愛知県 野口 寛洋 12,000 

愛知県 野沢 史夫 10,000 

愛知県 長谷川 守正 52,000 

愛知県 長谷川 守正 52,000 

愛知県 長谷川 守正 42,000 

愛知県 長谷川 守正 52,000 

愛知県 畠山 町志 16,000 

愛知県 早川 貴彦 10,000 

愛知県 早川 史洋 21,000 

愛知県 林 香月 6,000 

愛知県 林 香月 6,000 

愛知県 林 香月 6,000 

愛知県 林 政樹 13,000 

愛知県 羽山 和宏 8,000 

愛知県 原田 重則 66,000 

愛知県 原田 辰彦 100,000 

愛知県 阪野 綾子 20,000 

愛知県 坂野 俊彦 102,000 

愛知県 東野 梨沙 22,000 

愛知県 彦坂 友弘 11,000 

愛知県 平田 一貴 12,000 

愛知県 平野 達也 11,000 

愛知県 平野 弘 20,000 

愛知県 平野 弘 35,000 

愛知県 平林 祥 10,000 

愛知県 平山 政雄 6,000 

愛知県 広瀬 健 10,000 

愛知県 廣瀬 磨衣子 30,000 

愛知県 廣瀬 由幸 10,000 

愛知県 福田 五郎 36,000 

愛知県 福永 宗生 20,000 

愛知県 藤川 祐二郎 10,000 

愛知県 藤田 知樹 11,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 藤本 俊介 66,000 

愛知県 藤本 伸治 90,000 

愛知県 藤本 伸治 90,000 

愛知県 藤本 秀輝 26,000 

愛知県 藤本 秀輝 13,000 

愛知県 藤本 秀輝 20,000 

愛知県 藤本 秀輝 20,000 

愛知県 船木 陽子 4,000 

愛知県 古田 将之 13,000 

愛知県 古田 将之 13,000 

愛知県 古田 能隆 11,000 

愛知県 細井 功 13,000 

愛知県 細川 勝矢 15,000 

愛知県 細川 勝矢 15,000 

愛知県 堀田 佳孝 13,000 

愛知県 堀田 佳孝 13,000 

愛知県 堀田 佳孝 13,000 

愛知県 堀江 啓介 22,000 

愛知県 堀江 啓介 23,000 

愛知県 柵木 逸斗 12,000 

愛知県 松岡 孝明 20,000 

愛知県 松岡 直也 13,000 

愛知県 松田 まり子 132,000 

愛知県 松原 康晴 8,000 

愛知県 松本 寛 10,000 

愛知県 三浦 利勝 26,000 

愛知県 三浦 友大 6,000 

愛知県 水野 隆之 66,000 

愛知県 水野 隆之 32,000 

愛知県 水野 隆之 16,000 

愛知県 水野 隆之 22,000 

愛知県 水野 哲也 30,000 

愛知県 水野 都飽 11,000 

愛知県 水野 誠 22,000 

愛知県 水野 正美 20,000 

愛知県 水野 泰孝 28,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 水野 泰孝 28,000 

愛知県 水野 泰孝 28,000 

愛知県 三原 武士 22,000 

愛知県 三保 貴寿 13,000 

愛知県 宮崎 裕也 11,000 

愛知県 宮地 幸江 22,000 

愛知県 宮地 良和 20,000 

愛知県 三輪 庸介 26,000 

愛知県 村井 信友 20,000 

愛知県 村上 正和 8,000 

愛知県 村田 大輔 15,000 

愛知県 元石 裕二 17,000 

愛知県 森 敏浩 11,000 

愛知県 森 敏浩 11,000 

愛知県 森 敏浩 11,000 

愛知県 森 敏浩 11,000 

愛知県 森 敏浩 11,000 

愛知県 森 敏浩 11,000 

愛知県 安井 満 10,000 

愛知県 安井 満 10,000 

愛知県 山内 圭太 10,000 

愛知県 山内 洋一 10,000 

愛知県 山下 勇次 30,000 

愛知県 山下 勇次 30,000 

愛知県 山下 良隆 52,000 

愛知県 山下 良隆 11,000 

愛知県 山下 良隆 13,000 

愛知県 山田 昭司 33,000 

愛知県 山田 昭司 22,000 

愛知県 山田 富美彦 132,000 

愛知県 山田 裕治 10,000 

愛知県 山根 基 60,000 

愛知県 山本 薫 11,000 

愛知県 山本 勝宏 11,000 

愛知県 山本 勝宏 11,000 

愛知県 山本 雅基 13,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

愛知県 山本 康洋 28,000 

愛知県 山本 豊 10,000 

愛知県 

やまもと ようへ

い 22,000 

愛知県 山元 ようへい 20,000 

愛知県 湯本 三平 13,000 

愛知県 吉川 元基 8,000 

愛知県 吉川 典秀 13,000 

愛知県 吉田 英治 39,000 

愛知県 吉田 英生 132,000 

愛知県 吉田 浩 10,000 

愛知県 吉田 亮太 10,000 

愛知県 吉村 仁 45,000 

愛知県 若林 正和 18,000 

愛知県 若林 正和 18,000 

愛知県 若林 正和 18,000 

愛知県 早稲田 崇 130,000 

愛知県 渡邉 直樹 14,000 

愛知県 渡邉 直樹 28,000 

愛知県 渡会 大徳 11,000 

三重県 青木 裕介 15,000 

三重県 麻生 太郎 12,000 

三重県 荒田 亮三 11,000 

三重県 有馬 幸司 90,000 

三重県 伊藤 章 11,000 

三重県 伊藤 利之 8,000 

三重県 伊藤 随 15,000 

三重県 伊藤 芳幸 10,000 

三重県 伊藤 芳幸 20,000 

三重県 井上 幸次 11,000 

三重県 井上 幸次 11,000 

三重県 井上 幸次 11,000 

三重県 井上 幸次 11,000 

三重県 井上 幸次 11,000 

三重県 井上 幸次 22,000 

三重県 井上 幸次 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

三重県 上野 起功 11,000 

三重県 上野 起功 11,000 

三重県 上野 起功 11,000 

三重県 上野 起功 11,000 

三重県 上野 起功 11,000 

三重県 上野 起功 10,000 

三重県 上野 起功 10,000 

三重県 上野 起功 10,000 

三重県 梅田 拓弥 13,000 

三重県 梅田 尚稔 19,000 

三重県 浦羽 豊重 12,000 

三重県 浦和 尚史 18,000 

三重県 浦和 尚史 18,000 

三重県 浦和 尚史 18,000 

三重県 浦和 尚史 17,000 

三重県 尾崎 通 26,000 

三重県 小澤 美佐子 11,000 

三重県 加藤 絵美子 66,000 

三重県 加藤 崇明 52,000 

三重県 河原 将典 44,000 

三重県 喜田 誠人 65,000 

三重県 木村 香穂 11,000 

三重県 児玉 瑞輝 20,000 

三重県 後藤 翔平 11,000 

三重県 後藤 翔平 22,000 

三重県 小山 康晃 10,000 

三重県 佐々木 恵利子 11,000 

三重県 澤野 祐希 39,000 

三重県 

ジュネジャ レカ

ラジュ 11,000 

三重県 田中 公人 12,000 

三重県 田中 智和 60,000 

三重県 田中 智和 30,000 

三重県 田中 智和 45,000 

三重県 田中 牧子 12,000 

三重県 田上 裕二 22,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

三重県 永井 達也 17,000 

三重県 中川 奈美 10,000 

三重県 端崎 裕太朗 20,000 

三重県 端崎 裕太朗 20,000 

三重県 畠山 裕 22,000 

三重県 濱口 隼人 32,000 

三重県 藤田 勝幸 15,000 

三重県 本田 康平 10,000 

三重県 松尾 光 16,000 

三重県 松平 早苗 11,000 

三重県 松平 早苗 11,000 

三重県 水谷 勉 20,000 

三重県 山内 裕太 6,000 

三重県 山口 隆久 20,000 

三重県 山本 文生 22,000 

三重県 山本 文生 90,000 

三重県 横角 健二 13,000 

三重県 横角 健二 13,000 

三重県 横角 健二 13,000 

三重県 横角 健二 13,000 

三重県 横角 健二 13,000 

三重県 横山 泉 15,000 

滋賀県 市田 茂広 26,000 

滋賀県 市田 茂広 26,000 

滋賀県 市田 茂広 26,000 

滋賀県 岩坪 浩 81,000 

滋賀県 宇野 元博 10,000 

滋賀県 浦谷 大三郎 11,000 

滋賀県 浦谷 大三郎 9,000 

滋賀県 岡崎 克幸 6,000 

滋賀県 岡田 徹 28,000 

滋賀県 岡田 徹 28,000 

滋賀県 岡田 徹 28,000 

滋賀県 奥村 公一 15,000 

滋賀県 尾澤 佑輔 12,000 

滋賀県 栗本 直樹 26,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

滋賀県 小林 稚亜紀 10,000 

滋賀県 小林 義秋 10,000 

滋賀県 西藤 崇浩 30,000 

滋賀県 澤 良樹 18,000 

滋賀県 澤村 守 30,000 

滋賀県 下山 恵司 66,000 

滋賀県 下山 恵司 132,000 

滋賀県 杉本 秀雄 20,000 

滋賀県 舘 翔平 11,000 

滋賀県 種橋 直実 22,000 

滋賀県 種橋 直実 20,000 

滋賀県 鶴田 孝司 22,000 

滋賀県 鶴田 孝司 22,000 

滋賀県 鶴田 孝司 22,000 

滋賀県 鶴田 孝司 22,000 

滋賀県 鶴田 孝司 23,000 

滋賀県 富原 史享 22,000 

滋賀県 中島 一 22,000 

滋賀県 中嶋 浩晴 30,000 

滋賀県 永谷 武久 34,000 

滋賀県 中村 貴士 11,000 

滋賀県 長谷川 力也 15,000 

滋賀県 藤田 雄也 12,000 

滋賀県 前田 建太 50,000 

滋賀県 松井 奈津子 20,000 

滋賀県 松田 裕光 10,000 

滋賀県 南井 崇作 56,000 

滋賀県 村岡 克彦 10,000 

滋賀県 門矢 芳則 14,000 

滋賀県 門矢 芳則 11,000 

滋賀県 野洌 秀樹 10,000 

滋賀県 山本 暁司 40,000 

滋賀県 山本 暁司 13,000 

京都府 青木 市郎 13,000 

京都府 足立 健 10,000 

京都府 有光 竜樹 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

京都府 池上 智也 11,000 

京都府 池田 圭介 11,000 

京都府 池永 昭彦 15,000 

京都府 池永 昭彦 15,000 

京都府 池永 昭彦 15,000 

京都府 池永 昭彦 15,000 

京都府 伊藤 嘉彦 22,000 

京都府 ト井 繁夫 22,000 

京都府 大石 明人 9,000 

京都府 太田 尚久 12,000 

京都府 大竹 啓介 132,000 

京都府 大西 淳史 15,000 

京都府 大西 輝昌 10,000 

京都府 大西 仁美 13,000 

京都府 岡田 隆夫 10,000 

京都府 岡松 邦典 22,000 

京都府 岡本 吉将 26,000 

京都府 小沢 寿美子 13,000 

京都府 小田 博英 88,000 

京都府 小田 博英 13,000 

京都府 小田 博英 70,000 

京都府 小田 博英 70,000 

京都府 河井 利之 15,000 

京都府 川口 貴久恵 10,000 

京都府 北野 保子 13,000 

京都府 桑田 周一 10,000 

京都府 河野 仁 13,000 

京都府 小西 雅彦 10,000 

京都府 小林 由征 33,000 

京都府 齊藤 滋晴 66,000 

京都府 坂本 晋一 36,000 

京都府 坂本 晋一 36,000 

京都府 坂本 晋一 36,000 

京都府 佐々木 弘真 11,000 

京都府 志茂坂 康史 11,000 

京都府 志茂坂 康史 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

京都府 白波瀬 宏太 12,000 

京都府 膳 隆太朗 10,000 

京都府 高原 平 42,000 

京都府 高原 平 26,000 

京都府 瀧岡 大倫 10,000 

京都府 武井 勇司 10,000 

京都府 田中 弘人 11,000 

京都府 寺﨑 充洋 45,000 

京都府 寺西 利夫 28,000 

京都府 寺西 利夫 13,000 

京都府 寺西 利夫 132,000 

京都府 徳中 大介 22,000 

京都府 中迫 健太 30,000 

京都府 中谷 美佐子 12,000 

京都府 中辻 明 60,000 

京都府 中西 浩一 39,000 

京都府 中野 耕太郎 54,000 

京都府 中山 仁 153,000 

京都府 西川 正芳 66,000 

京都府 西村 善明 13,000 

京都府 新田 隆士 100,000 

京都府 長谷川 幸泰 23,000 

京都府 長谷川 幸泰 23,000 

京都府 早藤 洋介 12,000 

京都府 平山 時記 66,000 

京都府 廣目 賢治 45,000 

京都府 福田 匡孝 20,000 

京都府 藤川 晃敏 22,000 

京都府 古家 知明 9,000 

京都府 不破 啓智 20,000 

京都府 松田 一洋 16,000 

京都府 松本 直也 13,000 

京都府 宮崎 雅也 12,000 

京都府 宮西 律子 8,000 

京都府 宗 一浩 78,000 

京都府 森永 和也 12,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

京都府 安田 達也 10,000 

京都府 山崎 智之 44,000 

京都府 山田 剛 72,000 

京都府 山本 あすか 11,000 

京都府 吉田 達朗 40,000 

京都府 六嶋 徹 10,000 

大阪府 青井 彦人 8,000 

大阪府 赤井 美隆 20,000 

大阪府 秋元 陽介 12,000 

大阪府 浅井 義晴 28,000 

大阪府 東 展男 74,000 

大阪府 東 展男 81,000 

大阪府 阿部 一真 8,000 

大阪府 荒牧 太郎 8,000 

大阪府 伊井 重次 9,000 

大阪府 生島 啓二 10,000 

大阪府 生駒 裕妃子 60,000 

大阪府 石井 ちぐさ 88,000 

大阪府 石井 伴房 88,000 

大阪府 和泉 清 39,000 

大阪府 板谷 登喜子 66,000 

大阪府 伊東 則通 22,000 

大阪府 伊東 則通 46,000 

大阪府 伊藤 理央 34,000 

大阪府 稲継 茂 100,000 

大阪府 乾 松司 72,000 

大阪府 井上 明典 13,000 

大阪府 井上 一三 15,000 

大阪府 井上 実 15,000 

大阪府 井上 雄登 7,000 

大阪府 井の下 慎次郎 35,000 

大阪府 井の下 慎次郎 39,000 

大阪府 井畑 峰紀 6,000 

大阪府 今村 達儀 12,000 

大阪府 岩崎 寛人 66,000 

大阪府 上杉 滋美 10,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 植田 尚起 88,000 

大阪府 植田 竜太 10,000 

大阪府 上野 随子 10,000 

大阪府 植村 真由美 66,000 

大阪府 上村 雄一郎 20,000 

大阪府 内堀 浩昭 110,000 

大阪府 梅田 由香 22,000 

大阪府 浦川 紀仁 15,000 

大阪府 越川 英樹 200,000 

大阪府 江本 節 12,000 

大阪府 江本 節 17,000 

大阪府 江本 節 17,000 

大阪府 江本 節 20,000 

大阪府 大北 圭三 10,000 

大阪府 大田 智浩 10,000 

大阪府 大槻 一峰 39,000 

大阪府 大西 朝彦 20,000 

大阪府 大牟田 聡 180,000 

大阪府 大本 泰久 8,000 

大阪府 大森 重明 26,000 

大阪府 大山 辰弘 20,000 

大阪府 岡 秀人 13,000 

大阪府 岡 秀人 13,000 

大阪府 岡田 慎平 5,000 

大阪府 緒方 義弘 11,000 

大阪府 岡野 彩那 12,000 

大阪府 岡村 正行 13,000 

大阪府 岡村 正行 10,000 

大阪府 岡本 憲侍 23,000 

大阪府 岡本 佳子 10,000 

大阪府 小川 貴也 10,000 

大阪府 小川 文子 11,000 

大阪府 奥田 保則 28,000 

大阪府 奥野 耕平 5,000 

大阪府 小倉 修一 15,000 

大阪府 小崎 照夫 132,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 小崎 照夫 45,000 

大阪府 小野 節子 11,000 

大阪府 鍵本 美保 13,000 

大阪府 柏 亮平 13,000 

大阪府 片岡 洋一 28,000 

大阪府 片岡 洋一 28,000 

大阪府 片岡 洋一 28,000 

大阪府 片岡 洋一 28,000 

大阪府 片岡 洋一 26,000 

大阪府 片岡 洋一 39,000 

大阪府 片岡 洋一 11,000 

大阪府 片山 勇人 13,000 

大阪府 勝島 誠 30,000 

大阪府 勝田 優一 13,000 

大阪府 門野 陽 17,000 

大阪府 金澤 圭祐 66,000 

大阪府 金橋 祥 13,000 

大阪府 金堀 広一 13,000 

大阪府 金堀 広一 10,000 

大阪府 可兒 憲明 88,000 

大阪府 金子 貴至 60,000 

大阪府 唐津 正岡 15,000 

大阪府 河内 要 12,000 

大阪府 川西 功一 11,000 

大阪府 川野 謙次郎 20,000 

大阪府 川原 祐二 132,000 

大阪府 菊地 章浩 4,000 

大阪府 木田 光彦 11,000 

大阪府 木田 光彦 11,000 

大阪府 北岡 賢人 100,000 

大阪府 北口 裕之 40,000 

大阪府 北崎 和人 13,000 

大阪府 北村 智子 17,000 

大阪府 北山 紀州 132,000 

大阪府 木原 隆志 10,000 

大阪府 金 成泰 10,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 木村 輝彦 11,000 

大阪府 清瀬 優一 10,000 

大阪府 草野 繁 12,000 

大阪府 久保 美穂 10,000 

大阪府 久保田 信 66,000 

大阪府 熊井 悟 13,000 

大阪府 倉岡 多 180,000 

大阪府 桑原 章敦 6,000 

大阪府 小池 達也 100,000 

大阪府 合田 博美 42,000 

大阪府 向野 敏也 30,000 

大阪府 孝橋 清隆 20,000 

大阪府 小西 明 13,000 

大阪府 小西 明 13,000 

大阪府 小西 明 13,000 

大阪府 小西 明 13,000 

大阪府 小西 明 13,000 

大阪府 小西 明 26,000 

大阪府 小西 明 20,000 

大阪府 小西 明 20,000 

大阪府 小西 明 20,000 

大阪府 小林 貴則 27,000 

大阪府 小宮 博滋 72,000 

大阪府 是成 信利 20,000 

大阪府 是成 信利 20,000 

大阪府 近藤 拓弥 13,000 

大阪府 斉藤 辰幸 45,000 

大阪府 齊藤 喜博 30,000 

大阪府 堺 昭彦 11,000 

大阪府 坂本 夏紀 10,000 

大阪府 迫 裕一郎 22,000 

大阪府 迫 裕一郎 22,000 

大阪府 迫 裕一郎 22,000 

大阪府 迫 裕一郎 22,000 

大阪府 迫 裕一郎 22,000 

大阪府 佐藤 なつ美 11,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 佐藤 なつ美 10,000 

大阪府 佐藤 なつ美 28,000 

大阪府 佐藤 なつ美 10,000 

大阪府 佐藤 宗彦 8,000 

大阪府 佐野 真也 13,000 

大阪府 佐野 真也 10,000 

大阪府 佐野 克友 10,000 

大阪府 佐野 克友 11,000 

大阪府 三反田 久弥 21,000 

大阪府 下柳 正照 20,000 

大阪府 芝野 博美 11,000 

大阪府 清水 哲也 10,000 

大阪府 清水 康臣 11,000 

大阪府 白井 盛雄 15,000 

大阪府 新 邦子 4,000 

大阪府 眞野 覚 16,000 

大阪府 眞野 覚 11,000 

大阪府 新葉 潔 13,000 

大阪府 菅 敏郎 120,000 

大阪府 杉本 拓勇 27,000 

大阪府 杉山 遼 22,000 

大阪府 鈴木 大介 12,000 

大阪府 住田 廣亮 17,000 

大阪府 住吉 一浩 36,000 

大阪府 住吉 一浩 36,000 

大阪府 住吉 一浩 36,000 

大阪府 住吉 一浩 17,000 

大阪府 高尾 俊一郎 20,000 

大阪府 高田 純一 30,000 

大阪府 高田 智美 11,000 

大阪府 高橋 祥太 10,000 

大阪府 高原 里永子 15,000 

大阪府 高原 里永子 15,000 

大阪府 高原 里永子 15,000 

大阪府 高原 里永子 15,000 

大阪府 高山 進 312,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 武田 俊彦 66,000 

大阪府 竹山 英希 10,000 

大阪府 橘 照泰 22,000 

大阪府 橘 照泰 11,000 

大阪府 橘 照泰 11,000 

大阪府 橘 照泰 17,000 

大阪府 田中 一郎 14,000 

大阪府 田中 慎也 10,000 

大阪府 田中 俊幸 11,000 

大阪府 田中 俊幸 11,000 

大阪府 田中 俊幸 11,000 

大阪府 田中 裕久 15,000 

大阪府 田中 裕久 13,000 

大阪府 谷 健太郎 11,000 

大阪府 谷口 晋也 24,000 

大阪府 谷口 大祐 23,000 

大阪府 田村 邦宏 52,000 

大阪府 田村 優子 78,000 

大阪府 田村 優子 20,000 

大阪府 田村 優子 30,000 

大阪府 千種 ちひろ 20,000 

大阪府 佃 智之 18,000 

大阪府 辻 洋二 45,000 

大阪府 辻尾 厚司 22,000 

大阪府 恒藤 健 32,000 

大阪府 椿 武之 10,000 

大阪府 寺田 幸恵 90,000 

大阪府 寺田 幸恵 66,000 

大阪府 寺田 幸恵 15,000 

大阪府 寺田 幸恵 15,000 

大阪府 寺田 幸恵 11,000 

大阪府 徳山 基政 23,000 

大阪府 冨尾 勝己 11,000 

大阪府 富永 晶 66,000 

大阪府 豊岡 潤 11,000 

大阪府 内藤 美奈子 6,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 中井 勇介 8,000 

大阪府 長崎 慶 22,000 

大阪府 長澤 均 10,000 

大阪府 長澤 均 15,000 

大阪府 中島 克成 20,000 

大阪府 中島 優 11,000 

大阪府 中島 優 11,000 

大阪府 中瀬 博之 15,000 

大阪府 中田 知伸 10,000 

大阪府 永田 英雄 8,000 

大阪府 中田 美香 34,000 

大阪府 中西 圭子 11,000 

大阪府 中野 和彦 12,000 

大阪府 中林 鐘吉 22,000 

大阪府 中道 一郎 13,000 

大阪府 中道 覚 22,000 

大阪府 中村 衣里 20,000 

大阪府 中村 健二 200,000 

大阪府 中村 祥司 11,000 

大阪府 中村 淑子 10,000 

大阪府 中本 敦士 11,000 

大阪府 中本 公也 9,000 

大阪府 成田 圭希 13,000 

大阪府 仁木 雅人 11,000 

大阪府 西澤 由貴 10,000 

大阪府 西島 泰斗 11,000 

大阪府 西田 典晃 8,000 

大阪府 西畑 公貴 10,000 

大阪府 新田 敏勝 21,000 

大阪府 野上 修 51,000 

大阪府 野中 知明 90,000 

大阪府 野中 知明 15,000 

大阪府 野原 有華 34,000 

大阪府 野村 吏絵 20,000 

大阪府 長谷川 昌徳 32,000 

大阪府 長谷川 昌徳 40,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 長谷川 昌徳 30,000 

大阪府 長谷川 裕子 11,000 

大阪府 花原 功一 12,000 

大阪府 濱田 浩輔 22,000 

大阪府 濵田 崇嘉 11,000 

大阪府 濱田 美樹 6,000 

大阪府 濱野 航弥 10,000 

大阪府 姥妙 仁司 10,000 

大阪府 林 浩平 12,000 

大阪府 林 潤一 11,000 

大阪府 林 潤一 11,000 

大阪府 林 潤一 11,000 

大阪府 林 潤一 10,000 

大阪府 東野 正資 28,000 

大阪府 東野 正資 39,000 

大阪府 東野 正資 30,000 

大阪府 東野 正資 33,000 

大阪府 東野 正資 33,000 

大阪府 樋口 直史 16,000 

大阪府 樋口 直史 13,000 

大阪府 樋口 真司 17,000 

大阪府 平井 脩太 17,000 

大阪府 平井 隆弘 10,000 

大阪府 平海 良雄 10,000 

大阪府 平尾 保 26,000 

大阪府 平賀 完治 11,000 

大阪府 平川 勝章 34,000 

大阪府 福井 直樹 23,000 

大阪府 福田 剛 11,000 

大阪府 藤井 知弥 9,000 

大阪府 藤本 直己 40,000 

大阪府 藤原 康令 30,000 

大阪府 二木 寿浩 16,000 

大阪府 古野 実千代 11,000 

大阪府 部坂 篤 13,000 

大阪府 鳳山 一洋 30,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 星崎 丈宏 17,000 

大阪府 堀端 靖弘 12,000 

大阪府 牧坂 誠一 10,000 

大阪府 牧村 剛 10,000 

大阪府 政岡 謙太 46,000 

大阪府 増田 裕一郎 10,000 

大阪府 松川 将隆 23,000 

大阪府 松嶋 貴明 84,000 

大阪府 松島 庸祐 11,000 

大阪府 松田 英次 42,000 

大阪府 松田 英次 10,000 

大阪府 松田 英次 42,000 

大阪府 松田 朋子 11,000 

大阪府 松本 恭治 22,000 

大阪府 松本 恭治 22,000 

大阪府 松本 恭治 26,000 

大阪府 松本 安弘 10,000 

大阪府 松本 善行 20,000 

大阪府 的場 久美子 11,000 

大阪府 溝内 伸悟 10,000 

大阪府 三友 洋 11,000 

大阪府 三友 洋 11,000 

大阪府 皆木 一 9,000 

大阪府 南 枝里 8,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 12,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮部 誠 15,000 

大阪府 宮本 賢 15,000 

大阪府 村田 将樹 12,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 室永 守一 10,000 

大阪府 森 修平 15,000 

大阪府 森 修平 15,000 

大阪府 森 修平 15,000 

大阪府 森 修平 15,000 

大阪府 森 修平 15,000 

大阪府 森 修平 15,000 

大阪府 森 修平 15,000 

大阪府 森 修平 11,000 

大阪府 森 修平 11,000 

大阪府 森 修平 11,000 

大阪府 森 修平 11,000 

大阪府 森 修平 11,000 

大阪府 森 修平 11,000 

大阪府 森 修平 11,000 

大阪府 森口 隆太 41,000 

大阪府 森本 貢 18,000 

大阪府 安武 秀記 10,000 

大阪府 安武 秀記 10,000 

大阪府 柳 元浩 11,000 

大阪府 薮野 春行 11,000 

大阪府 山縣 正人 10,000 

大阪府 山口 修 88,000 

大阪府 山口 諭 12,000 

大阪府 山口 諭 17,000 

大阪府 山口 英之 26,000 

大阪府 山口 英之 20,000 

大阪府 山田 貴子 66,000 

大阪府 山田 達生 20,000 

大阪府 山田 直明 22,000 

大阪府 山冨 廣生 12,000 

大阪府 山平 順子 10,000 

大阪府 山村 明弘 24,000 

大阪府 山本 一博 20,000 

大阪府 山本 健二 22,000 

大阪府 山本 晋也 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

大阪府 山本 太郎 23,000 

大阪府 山本 利彦 22,000 

大阪府 横山 直人 66,000 

大阪府 芳岡 拓磨 54,000 

大阪府 吉川 輝一 13,000 

大阪府 吉田 恵子 132,000 

大阪府 吉田 忠司 78,000 

大阪府 吉田 忠司 240,000 

大阪府 吉村 孝志 11,000 

大阪府 米田 昌樹 8,000 

大阪府 李 発祥 54,000 

大阪府 劉 沢輝 22,000 

大阪府 六代 陽平 20,000 

大阪府 六本 裕嗣 39,000 

大阪府 六本 裕嗣 39,000 

大阪府 若林 章弘 13,000 

大阪府 鷲見 文子 39,000 

兵庫県 青木 英樹 180,000 

兵庫県 青野 明弘 52,000 

兵庫県 赤嶺 健一 21,000 

兵庫県 東 修士 10,000 

兵庫県 安藤 陽 26,000 

兵庫県 安藤 陽 20,000 

兵庫県 安藤 隆之 22,000 

兵庫県 五十嵐 充 26,000 

兵庫県 石川 哲平 20,000 

兵庫県 石坂 博文 26,000 

兵庫県 石田 育大 22,000 

兵庫県 伊島 仁貴 10,000 

兵庫県 磯上 英俊 8,000 

兵庫県 糸井 博行 6,000 

兵庫県 井上 宗謙 11,000 

兵庫県 伊原 英二 11,000 

兵庫県 岩倉 昌岐 26,000 

兵庫県 岩野 圭佑 60,000 

兵庫県 上野 晴弘 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

兵庫県 梅垣 渉 13,000 

兵庫県 江頭 寛昭 22,000 

兵庫県 江上 和孝 13,000 

兵庫県 円満堂 修治 30,000 

兵庫県 近江 匡史 11,000 

兵庫県 大石 順彦 26,000 

兵庫県 大石 順彦 26,000 

兵庫県 大石 順彦 26,000 

兵庫県 大歳 健太郎 13,000 

兵庫県 大西 壬 108,000 

兵庫県 大西 央之 22,000 

兵庫県 大山 満 20,000 

兵庫県 岡田 五郎 20,000 

兵庫県 緒方 洪貴 180,000 

兵庫県 岡田 安弘 42,000 

兵庫県 岡村 賢二 10,000 

兵庫県 奥谷 信秀 12,000 

兵庫県 尾﨑 嘉則 13,000 

兵庫県 小田 誠二 22,000 

兵庫県 小幡 諭 12,000 

兵庫県 海道 弘昭 45,000 

兵庫県 垣田 恵佑 21,000 

兵庫県 柏木 大嗣 8,000 

兵庫県 兼松 文昭 4,000 

兵庫県 上條 英之 26,000 

兵庫県 亀田 博章 28,000 

兵庫県 亀田 博章 39,000 

兵庫県 加門 剛 8,000 

兵庫県 河崎 大平 10,000 

兵庫県 河崎 大平 10,000 

兵庫県 河崎 大平 10,000 

兵庫県 河津 華衣 16,000 

兵庫県 川西 勝三 240,000 

兵庫県 川村 一喜 9,000 

兵庫県 河村 裕隆 11,000 

兵庫県 神吉 良和 18,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

兵庫県 神田 直大 17,000 

兵庫県 神野 孝子 20,000 

兵庫県 岸田 健 60,000 

兵庫県 北野 小春 22,000 

兵庫県 北野 隼也斗 11,000 

兵庫県 木下 健治 13,000 

兵庫県 木本 志朗 11,000 

兵庫県 久保田 雅一 11,000 

兵庫県 榑元 昌彦 56,000 

兵庫県 黒田 尚武 39,000 

兵庫県 黒田 尚武 27,000 

兵庫県 古泉 雷太 15,000 

兵庫県 幸田 秀紀 11,000 

兵庫県 後藤 博 11,000 

兵庫県 小山 正弘 10,000 

兵庫県 斉藤 純一 10,000 

兵庫県 斉藤 純一 10,000 

兵庫県 斉藤 純一 11,000 

兵庫県 斉藤 純一 11,000 

兵庫県 酒井 直紀 13,000 

兵庫県 酒井 直紀 13,000 

兵庫県 坂上 太一 22,000 

兵庫県 坂口 勝一 10,000 

兵庫県 坂田 宗昭 26,000 

兵庫県 坂田 宗昭 60,000 

兵庫県 阪本 昭浩 20,000 

兵庫県 佐藤 武 10,000 

兵庫県 佐野 崇幸 17,000 

兵庫県 鮫島 龍太郎 39,000 

兵庫県 篠原 和隆 22,000 

兵庫県 柴原 徹也 10,000 

兵庫県 島上 涼介 12,000 

兵庫県 嶋谷 康一 10,000 

兵庫県 清水 幾男 35,000 

兵庫県 正垣 嘉之 66,000 

兵庫県 庄谷 卓爾 20,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

兵庫県 庄谷 卓爾 20,000 

兵庫県 庄谷 卓爾 30,000 

兵庫県 庄谷 卓爾 30,000 

兵庫県 菅原 卓哉 15,000 

兵庫県 住吉 良昭 10,000 

兵庫県 高井 昭典 35,000 

兵庫県 高山 昭雄 13,000 

兵庫県 竹内 祥徳 26,000 

兵庫県 田中 康裕 11,000 

兵庫県 田之上 宏 10,000 

兵庫県 田村 陽子 11,000 

兵庫県 辻川 知英 360,000 

兵庫県 辻下 泰史 134,000 

兵庫県 辻村 健 17,000 

兵庫県 寺阪 文治 11,000 

兵庫県 天王寺谷 愛理 24,000 

兵庫県 天王寺谷 由美 26,000 

兵庫県 富田 晋司 15,000 

兵庫県 外山 隼次 23,000 

兵庫県 永井 敬裕 13,000 

兵庫県 中川 茂明 28,000 

兵庫県 仲里 泰成 54,000 

兵庫県 中島 孝博 30,000 

兵庫県 中島 孝博 18,000 

兵庫県 中谷 洸哉 10,000 

兵庫県 中西 國員 13,000 

兵庫県 中西 國員 30,000 

兵庫県 中野 努 13,000 

兵庫県 野村 圭佑 5,000 

兵庫県 橋本 善仁 10,000 

兵庫県 橋本 善仁 15,000 

兵庫県 服部 益治 11,000 

兵庫県 服部 益治 11,000 

兵庫県 馬場 健一 15,000 

兵庫県 浜田 邦雄 15,000 

兵庫県 林 忠年 17,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

兵庫県 原田 信弘 15,000 

兵庫県 板東 直樹 17,000 

兵庫県 樋口 尚吾 9,000 

兵庫県 平島 修 10,000 

兵庫県 平松 克己 47,000 

兵庫県 深澤 高広 12,000 

兵庫県 福 浩二 10,000 

兵庫県 藤井 一成 26,000 

兵庫県 藤田 翔子 22,000 

兵庫県 堀 赴夫 15,000 

兵庫県 堀 泰雄 132,000 

兵庫県 前田 臣吾 11,000 

兵庫県 前田 善信 40,000 

兵庫県 前坊 義正 20,000 

兵庫県 前坊 義正 20,000 

兵庫県 前坊 義正 20,000 

兵庫県 前坊 義正 20,000 

兵庫県 松本 和樹 800,000 

兵庫県 松本 和樹 180,000 

兵庫県 松元 伸夫 10,000 

兵庫県 松本 憲明 18,000 

兵庫県 松本 憲和 65,000 

兵庫県 圓井 崇貴 15,000 

兵庫県 圓井 崇貴 12,000 

兵庫県 萬浪 善彦 15,000 

兵庫県 萬浪 善彦 15,000 

兵庫県 三木 健史 10,000 

兵庫県 水谷 英鎬 44,000 

兵庫県 蓑田 正也 13,000 

兵庫県 蓑田 正也 12,000 

兵庫県 宮本 和尚 10,000 

兵庫県 宮本 健 20,000 

兵庫県 村瀬 貴仁 11,000 

兵庫県 森川 理 10,000 

兵庫県 森田 秀美 10,000 

兵庫県 矢田部 順一 30,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

兵庫県 柳瀬 武志 20,000 

兵庫県 山口 進 13,000 

兵庫県 山口 隆之 10,000 

兵庫県 山田 孝志 54,000 

兵庫県 山田 直美 12,000 

兵庫県 山田 直美 12,000 

兵庫県 山田 直美 12,000 

兵庫県 山田 浩幸 10,000 

兵庫県 山本 晃則 22,000 

兵庫県 山本 晃則 22,000 

兵庫県 山本 晃則 100,000 

兵庫県 山本 輝行 66,000 

兵庫県 山本 輝行 66,000 

兵庫県 山本 真也 96,000 

兵庫県 山本 幸夫 22,000 

兵庫県 横井 康彦 24,000 

兵庫県 吉田 憲介 10,000 

兵庫県 吉田 哲也 3,000 

奈良県 赤瀬 健児 23,000 

奈良県 朝廣 佳子 13,000 

奈良県 當嶋 一平 17,000 

奈良県 池田 敏章 6,000 

奈良県 井上 嘉一 15,000 

奈良県 岩堀 健治 12,000 

奈良県 大都 智志 11,000 

奈良県 加用 宗忠 132,000 

奈良県 河内 高良 6,000 

奈良県 桑原 靖 20,000 

奈良県 重富 洋志 66,000 

奈良県 志村 清 30,000 

奈良県 角田 和大 34,000 

奈良県 竹村 篤 66,000 

奈良県 谷内 修 66,000 

奈良県 筒居 幸司 10,000 

奈良県 藤根 栄 20,000 

奈良県 富和 清訓 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

奈良県 中村 義行 11,000 

奈良県 中森 亨 10,000 

奈良県 西井 生和 22,000 

奈良県 林 央洋 60,000 

奈良県 藤井 愛 34,000 

奈良県 枡田 昌克 15,000 

奈良県 松本 健太郎 20,000 

奈良県 松山 文彦 300,000 

奈良県 松山 文彦 140,000 

奈良県 溝田 吉伸 250,000 

奈良県 南 浩一 13,000 

奈良県 南 浩一 13,000 

奈良県 南 浩一 13,000 

奈良県 南 浩一 20,000 

奈良県 南 浩一 20,000 

奈良県 南 康則 30,000 

奈良県 村田 勝則 38,000 

奈良県 森 崇倫 15,000 

奈良県 森 崇倫 15,000 

奈良県 森田 勝徳 13,000 

奈良県 森田 勝徳 13,000 

奈良県 森田 勝徳 13,000 

奈良県 森田 勝徳 10,000 

奈良県 森田 勝徳 10,000 

奈良県 山口 万起代 8,000 

奈良県 山本 敬三 15,000 

奈良県 山本 敬三 15,000 

奈良県 米井 照明 13,000 

和歌山県 嵐 莉加 20,000 

和歌山県 稲田 雅宏 88,000 

和歌山県 稲田 雅宏 88,000 

和歌山県 稲田 雅宏 88,000 

和歌山県 稲田 雅宏 88,000 

和歌山県 稲田 雅宏 52,000 

和歌山県 稲田 雅宏 88,000 

和歌山県 大上 淳 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

和歌山県 岡野 祐介 22,000 

和歌山県 金尾 祥子 6,000 

和歌山県 木下 智仁 132,000 

和歌山県 小池 秀之 120,000 

和歌山県 津村 善郎 30,000 

和歌山県 中島 照一 17,000 

和歌山県 長谷 晋作 34,000 

和歌山県 西村 巧 11,000 

和歌山県 林 啓史 22,000 

和歌山県 廣井 淳二 13,000 

和歌山県 松本 武徳 34,000 

和歌山県 南 光昭 50,000 

和歌山県 村上 勇人 44,000 

和歌山県 和田 真明 90,000 

和歌山県 和田 真明 20,000 

鳥取県 大江 典子 15,000 

鳥取県 北村 寛 8,000 

鳥取県 長田 郁夫 13,000 

鳥取県 長田 郁夫 13,000 

鳥取県 長田 郁夫 10,000 

鳥取県 野口 厚 10,000 

鳥取県 林 勝哉 20,000 

鳥取県 若槻 雅之 10,000 

島根県 青木 雄大 9,000 

島根県 小山 麻理子 12,000 

島根県 森本 明樹 66,000 

島根県 山本 真人 120,000 

岡山県 赤木 郁雄 20,000 

岡山県 池田 宏国 9,000 

岡山県 石坂 寛 10,000 

岡山県 石田 和子 6,000 

岡山県 石原 勝 11,000 

岡山県 石原 勝 11,000 

岡山県 井上 拓也 13,000 

岡山県 上山 哲平 17,000 

岡山県 江口 貴仁 102,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

岡山県 太田 孝治 20,000 

岡山県 奥野 壮敏 22,000 

岡山県 奥野 壮敏 22,000 

岡山県 小野田 友男 22,000 

岡山県 甲斐 啓司 11,000 

岡山県 甲斐 啓司 11,000 

岡山県 杭田 良造 45,000 

岡山県 楠葉 晃 360,000 

岡山県 熊代 由香利 22,000 

岡山県 古城 拓哉 12,000 

岡山県 小西 貴久 13,000 

岡山県 小橋 正次郎 120,000 

岡山県 小山 恵三 30,000 

岡山県 鈴木 健治 11,000 

岡山県 角南 法恵 13,000 

岡山県 田中 始男 60,000 

岡山県 中井 教雄 13,000 

岡山県 中井 教雄 13,000 

岡山県 永田 一臣 30,000 

岡山県 中村 好江 6,000 

岡山県 仁熊 健文 36,000 

岡山県 原 政達 10,000 

岡山県 原田 吉博 26,000 

岡山県 日下 芳紀 15,000 

岡山県 政岡 渡 10,000 

岡山県 三村 和也 13,000 

岡山県 三村 和也 15,000 

岡山県 三村 和也 12,000 

岡山県 三村 和也 12,000 

岡山県 三村 和也 15,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 和也 11,000 

岡山県 三村 郷子 11,000 

岡山県 宮崎 賢治 15,000 

岡山県 宮崎 文隆 26,000 

岡山県 宮崎 文隆 26,000 

岡山県 宮崎 文隆 26,000 

岡山県 宮崎 文隆 26,000 

岡山県 宮崎 文隆 28,000 

岡山県 山田 俊介 9,000 

岡山県 吉沢 徹 9,000 

広島県 明石 takahiro 90,000 

広島県 麻木 太一郎 13,000 

広島県 浅田 竜司 6,000 

広島県 畦地 康弘 33,000 

広島県 新井 英好 11,000 

広島県 新井 英好 22,000 

広島県 五十嵐 正俊 10,000 

広島県 石田 万里 10,000 

広島県 井手 敏枝 11,000 

広島県 伊藤 栄基 13,000 

広島県 井上 達也 10,000 

広島県 牛尾 裕紀 22,000 

広島県 宇田 直子 11,000 

広島県 大杉 演茂 13,000 

広島県 小倉 満久 11,000 

広島県 越智 大輔 312,000 

広島県 小野 法久 50,000 

広島県 加藤 豊 10,000 

広島県 加藤 豊 10,000 

広島県 加藤 豊 16,000 

広島県 加藤 豊 11,000 

広島県 加藤 豊 15,000 

広島県 金田 瑛司 200,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

広島県 上田 竜治 9,000 

広島県 河原 芳晴 22,000 

広島県 木内 良明 26,000 

広島県 木曽 尊彦 11,000 

広島県 木之下 誠 10,000 

広島県 栗原 恵美 44,000 

広島県 児玉 聖 10,000 

広島県 児玉 聖 26,000 

広島県 児玉 英生 18,000 

広島県 児玉 英生 34,000 

広島県 児玉 英生 15,000 

広島県 児玉 英生 30,000 

広島県 佐藤 英知 34,000 

広島県 島田 宗輔 66,000 

広島県 清水 俊助 11,000 

広島県 定地 茂雄 10,000 

広島県 定地 茂雄 10,000 

広島県 末廣 眞一 13,000 

広島県 末廣 眞一 13,000 

広島県 高嶋 潤一 17,000 

広島県 髙橋 章之 14,000 

広島県 高橋 真治 11,000 

広島県 財田 恵典 110,000 

広島県 立石 良典 42,000 

広島県 立石 良典 54,000 

広島県 立石 良典 66,000 

広島県 立石 良典 40,000 

広島県 立石 良典 33,000 

広島県 千葉 恭平 35,000 

広島県 張 偉傑 20,000 

広島県 寺田 満和 240,000 

広島県 栂野 敬司 34,000 

広島県 永井 尚子 11,000 

広島県 永井 龍 11,000 

広島県 中村 好克 11,000 

広島県 法村 真一 9,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

広島県 浜田 美和子 20,000 

広島県 半田 英治 20,000 

広島県 藤井 学 43,000 

広島県 藤井 学 34,000 

広島県 冨士谷 洋三 16,000 

広島県 藤本 義勝 28,000 

広島県 星野 貴志 132,000 

広島県 槙坪 毅 132,000 

広島県 三宅 敬 130,000 

広島県 宮田 明 13,000 

広島県 宮本 伊知郎 20,000 

広島県 宮本 伊知郎 20,000 

広島県 宮本 伊知郎 40,000 

広島県 三好 政輝 13,000 

広島県 村上 雄志 23,000 

広島県 矢上 正太 23,000 

広島県 山根 優子 13,000 

広島県 山根 優子 13,000 

広島県 結城 徹 48,000 

広島県 吉田 幸恵 44,000 

広島県 吉田 芳信 10,000 

広島県 米田 寛太郎 12,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 李 洪澤 13,000 

広島県 若木 洋夫 21,000 

広島県 和田 澄子 14,000 

広島県 渡辺 彰子 11,000 

山口県 池田 耀裕 11,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

山口県 上田 純史 17,000 

山口県 上田 純史 17,000 

山口県 上田 純史 8,000 

山口県 上田 将太郎 72,000 

山口県 内田 健太郎 10,000 

山口県 江浪 真治 132,000 

山口県 川上 泰広 10,000 

山口県 木村 廣子 39,000 

山口県 齋藤 康一 51,000 

山口県 坂本 貴 11,000 

山口県 赤築 秀憲 22,000 

山口県 末冨 喜昭 11,000 

山口県 末冨 喜昭 10,000 

山口県 末冨 喜昭 10,000 

山口県 末廣 隆 39,000 

山口県 隅田 知宏 20,000 

山口県 田戸 俊也 90,000 

山口県 田中 彩 22,000 

山口県 友澤 健 11,000 

山口県 中島 浩 10,000 

山口県 西嶋 憲博 11,000 

山口県 野村 幸司 11,000 

山口県 平井  健治 18,000 

山口県 平井 幸代 10,000 

山口県 藤本 晃男 17,000 

山口県 藤本 晃男 64,000 

山口県 藤本 晃男 34,000 

山口県 前村 隆文 15,000 

山口県 松本 浩司 199,000 

山口県 水原 浩明 300,000 

山口県 山手 智夫 15,000 

山口県 吉冨 亮介 22,000 

山口県 渡辺 忍 78,000 

徳島県 稲葉 圭佑 12,000 

徳島県 浦 和也 30,000 

徳島県 岡西 洋一郎 12,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

徳島県 表 聖司 10,000 

徳島県 片岡 孝一 78,000 

徳島県 佐藤 裕一 10,000 

徳島県 庄野 淳 160,000 

徳島県 藤森 芳文 13,000 

徳島県 林 英司 22,000 

徳島県 福島 誠 8,000 

徳島県 山添 健二 240,000 

徳島県 山本 哲也 22,000 

香川県 稲本 隆平 11,000 

香川県 岩田 哲郎 132,000 

香川県 大風 文哉 11,000 

香川県 岡部 功 45,000 

香川県 加藤 善之 60,000 

香川県 黒田 啓明 17,000 

香川県 河野 秀樹 100,000 

香川県 佐々木 麻由美 6,000 

香川県 佐藤 太彦 20,000 

香川県 白井 公太 12,000 

香川県 高山 陽一郎 15,000 

香川県 高山 陽一郎 15,000 

香川県 中溝 寛之 13,000 

香川県 林 英治 22,000 

香川県 福家 輝 20,000 

香川県 三木 高彦 60,000 

香川県 三宅 慎二 28,000 

香川県 森口 慶太 11,000 

愛媛県 泉本 昭彦 13,000 

愛媛県 大瀬戸 美樹 20,000 

愛媛県 鎌田 龍太 22,000 

愛媛県 茎田 仁志 60,000 

愛媛県 小林 徹夫 13,000 

愛媛県 小林 徹夫 10,000 

愛媛県 篠原 俊二 28,000 

愛媛県 篠原 俊二 22,000 

愛媛県 嶋田 祐二 10,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

愛媛県 嶋田 祐二 30,000 

愛媛県 正畠 誠二郎 60,000 

愛媛県 田中 紘平 22,000 

愛媛県 寺内 靖順 10,000 

愛媛県 長尾 奈穂子 4,000 

愛媛県 永野 涼太 10,000 

愛媛県 中道 昇 4,000 

愛媛県 中村 壮志 54,000 

愛媛県 藤澤 ・菜 11,000 

愛媛県 松尾 麻美 19,000 

愛媛県 光田 忠 20,000 

愛媛県 森川 敬介 26,000 

愛媛県 守田 人司 13,000 

愛媛県 守田 人司 13,000 

愛媛県 安井 美幸 11,000 

愛媛県 山内 長生 11,000 

愛媛県 山本 正治 7,000 

愛媛県 渡邉 沙耶佳 15,000 

愛媛県 渡辺 裕文 34,000 

高知県 秋山 眞由美 23,000 

高知県 浅野 平二郎 66,000 

高知県 大寺 繭 20,000 

高知県 奥村 恭明 24,000 

高知県 河田 一彦 9,000 

高知県 小松 務 10,000 

高知県 小松 務 10,000 

高知県 高橋 啓文 22,000 

高知県 高橋 康成 6,000 

高知県 高橋 康成 6,000 

高知県 高橋 芳徳 13,000 

高知県 高橋 芳徳 13,000 

高知県 西川 良 45,000 

高知県 牧野 雄大 22,000 

高知県 眞鍋 哲也 26,000 

高知県 眞鍋 哲也 26,000 

高知県 眞鍋 哲也 20,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

福岡県 阿江 保智 9,000 

福岡県 新井 相一郎 10,000 

福岡県 新井 相一郎 8,000 

福岡県 池上 敏幸 22,000 

福岡県 池上 敏幸 22,000 

福岡県 池田 一彦 66,000 

福岡県 池田 富紀子 10,000 

福岡県 石川 久美 12,000 

福岡県 石坂 政次 34,000 

福岡県 石崎 慶太 66,000 

福岡県 石脇 勝利 15,000 

福岡県 磯村 昌輝 26,000 

福岡県 磯村 昌輝 22,000 

福岡県 井田 好則 11,000 

福岡県 井上 昭二 26,000 

福岡県 井上 昭二 10,000 

福岡県 井上 昭二 30,000 

福岡県 井上 昭二 40,000 

福岡県 猪股 郁子 11,000 

福岡県 弥永 京子 30,000 

福岡県 宇治 光治 10,000 

福岡県 梅崎 慧一 10,000 

福岡県 浦川 雄基 10,000 

福岡県 占部 学伸 17,000 

福岡県 太田 和浩 66,000 

福岡県 大西 希江 26,000 

福岡県 岡田 大輝 11,000 

福岡県 尾中 裕介 8,000 

福岡県 小野 信介 13,000 

福岡県 小野 大輔 22,000 

福岡県 加來 庸一郎 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 角野 聖 13,000 

福岡県 葛谷 美里 8,000 

福岡県 加藤 恕一 11,000 

福岡県 金子 孝博 30,000 

福岡県 金藤 香奈枝 12,000 

福岡県 椛島 直樹 11,000 

福岡県 上村 幸太郎 11,000 

福岡県 亀井 泉寿 10,000 

福岡県 川原 弘一 12,000 

福岡県 北橋 拓 10,000 

福岡県 城戸 佑輔 13,000 

福岡県 木下 昌明 13,000 

福岡県 国友 和也 43,000 

福岡県 窪田 慎次 10,000 

福岡県 黒木 政秀 52,000 

福岡県 黒木 康彦 13,000 

福岡県 黒木 康彦 13,000 

福岡県 小島 哲夫 44,000 

福岡県 児玉 和久 180,000 

福岡県 小林 由美子 8,000 

福岡県 小栁 衣吏子 10,000 

福岡県 齊藤 正司 26,000 

福岡県 齋藤 慎 11,000 

福岡県 佐藤 和夫 12,000 

福岡県 佐藤 晃平 11,000 

福岡県 猿渡 真悟 22,000 

福岡県 篠隈 健一 23,000 

福岡県 篠隈 健一 46,000 

福岡県 島田 正吾 20,000 

福岡県 清水 孝博 39,000 

福岡県 下山 雄生 15,000 

福岡県 白川 一幸 26,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

福岡県 新海 健太郎 8,000 

福岡県 居石 香織 10,000 

福岡県 勢島 淳生 20,000 

福岡県 高尾 圭輔 9,000 

福岡県 高尾 彰一 10,000 

福岡県 高橋 正憲 13,000 

福岡県 高見 直美 11,000 

福岡県 高山 明彦 26,000 

福岡県 竹岡 勇人 15,000 

福岡県 竹田 敬蔵 102,000 

福岡県 田代 尚道 10,000 

福岡県 立石 慶成 15,000 

福岡県 田中 慎二 9,000 

福岡県 田中 慎也 11,000 

福岡県 田上 裕教 34,000 

福岡県 津留 壽船 15,000 

福岡県 東房 聡史 12,000 

福岡県 戸梶 一平 10,000 

福岡県 泊 千晴 9,000 

福岡県 友杉 隆宏 15,000 

福岡県 中尾 文彦 13,000 

福岡県 中尾 黎輝 9,000 

福岡県 長城 憲明 90,000 

福岡県 永田 朗 10,000 

福岡県 仲地 沙織 20,000 

福岡県 永沼 健治 22,000 

福岡県 永沼 健治 22,000 

福岡県 長野 貴彦 10,000 

福岡県 中本 充洋 10,000 

福岡県 楢橋 知長 13,000 

福岡県 楢橋 知長 10,000 

福岡県 楢橋 知長 20,000 

福岡県 二階堂 貴子 13,000 

福岡県 二階堂 増彦 26,000 

福岡県 西尾 大介 12,000 

福岡県 野口 志保 8,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

福岡県 野嶋 康敬 15,000 

福岡県 長谷川 申 132,000 

福岡県 長谷川 千晴 20,000 

福岡県 浜辺 啓介 11,000 

福岡県 林田 哲雄 11,000 

福岡県 原 彰伸 24,000 

福岡県 原 典久 22,000 

福岡県 原田 祐一郎 18,000 

福岡県 樋口 敬之 12,000 

福岡県 平石 矩章 12,000 

福岡県 平田 一哲 13,000 

福岡県 福島 博文 60,000 

福岡県 福嶋 美子 26,000 

福岡県 藤井 一隆 26,000 

福岡県 藤島 好治 26,000 

福岡県 藤田 康浩 9,000 

福岡県 藤田 康浩 9,000 

福岡県 藤田 恭之 17,000 

福岡県 渕上 諒也 12,000 

福岡県 佛坂 孝太 78,000 

福岡県 前園 明寛 13,000 

福岡県 前園 明寛 10,000 

福岡県 前田 康 16,000 

福岡県 牧 卓彌 54,000 

福岡県 益川 真一 17,000 

福岡県 益川 真一 15,000 

福岡県 増田 郁未 6,000 

福岡県 松井 太志 4,000 

福岡県 松尾 隆之 54,000 

福岡県 松尾 彰文 17,000 

福岡県 松金 一義 68,000 

福岡県 松﨑 浩二 13,000 

福岡県 松永 沙紀 22,000 

福岡県 松藤 美由紀 22,000 

福岡県 萬納寺 洋士 39,000 

福岡県 村上 繁祐 30,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

福岡県 村田 忠弘 2,000 

福岡県 森田 耕司 22,000 

福岡県 森高 一彦 26,000 

福岡県 矢幡 秀昭 180,000 

福岡県 矢吹 淳 144,000 

福岡県 山岡 伸也 30,000 

福岡県 山崎 佑亮 12,000 

福岡県 山田 健太 11,000 

福岡県 山田 豊 8,000 

福岡県 山田 豊 8,000 

福岡県 山本 浩一朗 12,000 

福岡県 山本 誠治 12,000 

福岡県 山本 博 22,000 

福岡県 吉田 栄作 15,000 

福岡県 吉田 栄作 15,000 

福岡県 吉田 栄作 15,000 

福岡県 吉田 洋輝 11,000 

福岡県 吉武 真弥 12,000 

福岡県 米村 正美 17,000 

福岡県 若林 宏和 11,000 

福岡県 渡邊 翔 11,000 

佐賀県 池田 空駆 17,000 

佐賀県 大隈 健太 20,000 

佐賀県 小嶋 圭介 16,000 

佐賀県 近藤 英紀 20,000 

佐賀県 齊藤 慎也 10,000 

佐賀県 重田 研一郎 20,000 

佐賀県 島田 ひとみ 14,000 

佐賀県 永江 航 39,000 

佐賀県 藤瀬 淳 22,000 

佐賀県 堀田 雄介 132,000 

長崎県 秋山 英之 22,000 

長崎県 井上 春奈 22,000 

長崎県 井上 春奈 44,000 

長崎県 烏山 万子 17,000 

長崎県 烏山 万子 17,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

長崎県 烏山 万子 16,000 

長崎県 菊池 拓哉 11,000 

長崎県 藏滿 和樹 13,000 

長崎県 鷺村 智祥 12,000 

長崎県 杉本 創 17,000 

長崎県 徳富 千鶴 20,000 

長崎県 浜崎 順子 10,000 

長崎県 深堀 拓也 11,000 

長崎県 福田 涼 8,000 

長崎県 増田 杏佑 15,000 

長崎県 山本 拓也 22,000 

長崎県 山本 達也 60,000 

長崎県 幸村 征治 11,000 

熊本県 石川 保夫 30,000 

熊本県 井手 雅博 15,000 

熊本県 上野 重文 24,000 

熊本県 魚住 秀昭 10,000 

熊本県 江川 亨 12,000 

熊本県 大山 洋一 12,000 

熊本県 大山 洋一 12,000 

熊本県 大山 洋一 10,000 

熊本県 大山 洋一 10,000 

熊本県 大山 洋一 12,000 

熊本県 川田 賢治 23,000 

熊本県 黒木 克次 18,000 

熊本県 小松野 雅義 13,000 

熊本県 椎山 勇輝 10,000 

熊本県 高木 功志郎 23,000 

熊本県 田中 華菜子 11,000 

熊本県 田中 大貴 11,000 

熊本県 谷川 真裕美 11,000 

熊本県 土山 哲生 20,000 

熊本県 永田 泰明 70,000 

熊本県 羽山 利昭 11,000 

熊本県 福岡、 真由美 23,000 

熊本県 福岡、 真由美 8,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

熊本県 松本 勝雄 8,000 

熊本県 溝渕 真也 16,000 

熊本県 宮村 信博 13,000 

熊本県 宮村 信博 10,000 

熊本県 宮本 昇 74,000 

熊本県 村上 茂樹 24,000 

熊本県 森 洋平 60,000 

熊本県 森 洋平 60,000 

熊本県 矢野 一成 10,000 

熊本県 山田 行洋 23,000 

熊本県 吉永 裕史 9,000 

大分県 赤嶺 貴司 90,000 

大分県 秋吉 貴文 132,000 

大分県 東井 栄治 10,000 

大分県 上坂 千恵 12,000 

大分県 植山 ひとみ 20,000 

大分県 浦岡 和弘 10,000 

大分県 大神 靖也 30,000 

大分県 片山 映樹 20,000 

大分県 工藤 英寿 66,000 

大分県 西藤 一功 22,000 

大分県 清水 昭次 132,000 

大分県 末宗 秀平 150,000 

大分県 鳴瀬 仁 10,000 

大分県 深見 徹二朗 8,000 

大分県 古屋 拓己 17,000 

大分県 松宮 義彦 13,000 

大分県 三雲 浩嗣 30,000 

宮崎県 池田 祐輔 6,000 

宮崎県 石田 康行 12,000 

宮崎県 礒部 百合子 2,000 

宮崎県 稲田 真之介 22,000 

宮崎県 釘山 和也 22,000 

宮崎県 柴田 尚弘 10,000 

宮崎県 柊山 菜穂子 10,000 

宮崎県 福島 正明 15,000 

都道府県 氏名 寄附金額 

宮崎県 福島 正明 15,000 

鹿児島県 有留 雄一 44,000 

鹿児島県 井川 和浩 10,000 

鹿児島県 池田 大輔 90,000 

鹿児島県 池田 みすず 11,000 

鹿児島県 今富 真二 36,000 

鹿児島県 岩下 晋也 4,000 

鹿児島県 勝田 修平 10,000 

鹿児島県 楠田 利浩 176,000 

鹿児島県 久保 武徳 17,000 

鹿児島県 久保 武徳 17,000 

鹿児島県 幸加木 豪 20,000 

鹿児島県 小瀬戸 一平 10,000 

鹿児島県 児玉 祐一 15,000 

鹿児島県 後藤 健志 22,000 

鹿児島県 佐々木 貴浩 72,000 

鹿児島県 佐々木 なつき 51,000 

鹿児島県 新城 昌樹 34,000 

鹿児島県 新田 誠 10,000 

鹿児島県 菅田 昌則 11,000 

鹿児島県 田中 大三 13,000 

鹿児島県 田中 実 264,000 

鹿児島県 堤田 英明 13,000 

鹿児島県 新留 淳一 20,000 

鹿児島県 原口 兼明 35,000 

鹿児島県 久留 亜光 180,000 

鹿児島県 久留 克彦 180,000 

鹿児島県 藤田 浩 132,000 

鹿児島県 松村 太郎 30,000 

鹿児島県 山崎 弘樹 12,000 

鹿児島県 吉井 かおり 20,000 

鹿児島県 吉井 かおり 20,000 

鹿児島県 渡邉 照彦 8,000 

沖縄県 新垣 梓 26,000 

沖縄県 新垣 梓 26,000 

沖縄県 新垣 梓 26,000 



都道府県 氏名 寄附金額 

沖縄県 岩田 大輔 12,000 

沖縄県 太田 哲士 16,000 

沖縄県 太田 哲士 13,000 

沖縄県 岡田 朝子 6,000 

沖縄県 喜屋武 学 10,000 

沖縄県 佐久間 有弘 11,000 

沖縄県 新城 一史 12,000 

沖縄県 新城 一史 9,000 

沖縄県 新城 一史 9,000 

沖縄県 棚原 盛勝 11,000 

沖縄県 仲村 佳巳 13,000 

沖縄県 西岡 徹也 66,000 

沖縄県 西岡 徹也 30,000 

沖縄県 野原 華南 23,000 

沖縄県 前武當 倫 15,000 

沖縄県 前武當 倫 15,000 

沖縄県 宮城 直樹 48,000 

 

 


