
 令和３年度 寄附者様 
 

番号       氏                    名 寄附金額 

1 戸井 秀樹   

2 根本 博幸   

3 白井 一章   

4 奥 正之   

5 林 誠一   

6 坪井 進悟   

7 鈴木 弥生   

8 小川 雅裕   

9 成瀬 友哉   

10 杉山 美果   

11 福田 康孝   

12 宮川 佳恵   

13 服部 達彦   

14 田中 幸泰 50,000 

15 山本 大晃   

16 金子 雅好   

17 村岡 彩奈   

18 増田 誠   

19 臼井 治彦   

20 松永 美恵子 50,000 

21 高橋 優 10,000 

22 橘 ゆう子   

23 岡 博志   

24 藤岡 良規   

25 谷口 真紀   

26 安井 秀誠 30,000 

27 尾関 鷹鑑 10,000 

28 勝股 俊博   

29 播磨 武裕   

30 加藤 朋子   

31 多田 和彦   

32 鬼頭 弘明   

33 荒井 大祐   

34 衞藤 克幸   

35 市川 庄治   

36 仲村 朋之   

37 鷲野 早央里   

38 上瀧 真知   



39 塚本 真季   

40 池本 秀昭   

41 中永 美奈子   

42 岸下 結花   

43 楠 宜久 30,000 

44 山本 聖人   

45 有田 卓人   

46 竹田 慎梧   

47 辻 琢矢   

48 山口 一弘   

49 深澤 基児   

50 高橋 智明   

51 西尾 敏   

52 小林 孝志   

53 竹内 一哉   

54 田代 双葉   

55 山本 英隆   

56 岩室 瑞紀   

57 辻 正一郎 30,000 

58 徳倉 正晴 100,000 

59 中山 淳平   

60 野村 利明   

61 岩崎 隆   

62 市原 聡   

63 近岡 雅之   

64 福井 和男   

65 安藤 昭彦   

66 橋本 季代士 150,000 

67 倉田 綾子   

68 増田 由季   

69 小野寺 良太   

70 加川 雅夫   

71 永沼 陽子   

72 洞谷 英子   

73 樋上 友香   

74 濱田 一弘   

75 別保 芳紀   

76 河合 義則   

77 竹村 一昭   

78 長南 高弘   

79 平田 隼土   



80 儀賀 紀貴   

81 辻 琢矢   

82 竹内 庸一 12,000 

83 野﨑 敬一 30,000 

84 西原 徳男   

85 清末 健太   

86 向山 晴美   

87 土屋 学   

88 山田 奈美   

89 橋本 和弘   

90 可児 茂美 20,000 

91 藤井 光夫 10,000 

92 早瀬 翔悟   

93 細畠 秀雄   

94 大橋 正拓   

95 中尾 悠   

96 西川 武   

97 本多 彩加   

98 吉良 貞亮   

99 堀場 一郎   

100 伊藤 秀彦   

101 平山 章博   

102 佐々木 貴久   

103 大月 一宏   

104 塚原 寛裕   

105 山根 龍久   

106 早瀬 亮   

107 桐生 伸喜   

108 石本 丈尚   

109 眞鍋 祐介   

110 浅羽 信宏   

111 手島 順一   

112 今西 華   

113 進藤 進   

114 牧野 和広   

115 後藤 高伸   

116 玉沢 慎ニ   

117 中川 晴夫   

118 高橋 弘美   

119 間野 景子   

120 佐藤 匠   



121 垂水 憲太   

122 牛崎 晋一   

123 大塚 由里   

124 松本 和博   

125 田添 誠   

    
※複数回ご寄附をいただいた方は、まとめて掲載させていただいております。 

※受付日順に掲載させていただいております。  
※氏名のみ公開希望の方は、寄付金額を空欄としております。  

    

令和 3 年度末時点 
 

    

寄付金額合計 111,054,916 円 
 

    

寄付件数合計 2,760 件 
 

※氏名の公開を希望されなかった方も含みます。  

    
 


