
　公表を希望された方のみ掲載しております。（敬称略・順不同）
ご住所 寄附金額（円）

福井県 堀口　昌克　様 20,000
岐阜県 小原　春美　様 10,000
東京都 小林　美佳　様 100,000
千葉県 濱田　理恵　様 30,000
東京都 岡本　一真　様 20,000
東京都 濵田　真紀子　様 50,000
東京都 三田　徹　様 100,000
北海道 工藤　大樹　様 50,000
兵庫県 佐古　政典　様 10,000
福井県 青木　聡　様 20,000
東京都 高橋　竜太　様 10,000
東京都 松浦　大輔　様 50,000
兵庫県 楊井　博士　様 50,000
東京都 米澤　仁　様 10,000
福島県 三瓶　晴彦　様 10,000
大阪府 前田　佳久　様 30,000
東京都 岩崎　明彦　様 10,000
東京都 黒川　伸吾　様 10,000
東京都 林　慎二郎　様 20,000
大阪府 菅原　雅和　様 20,000
福井県 原田　剛直　様 20,000
東京都 前田　勝彦　様 20,000
東京都 岩田　尋子　様 100,000
東京都 伊藤　彰浩　様 20,000
東京都 道畑　正岐　様 10,000
千葉県 本西　敏幸　様 30,000
愛知県 藤島　久香　様 50,000
愛知県 貝山　崇　様 50,000
千葉県 木村　昌英　様 10,000
東京都 馬場　泰行　様 30,000
東京都 鈴木　優子　様 10,000

神奈川県 谷　俊男　様 50,000
東京都 宮澤　一義　様 10,000
兵庫県 譚　玉峰　様 30,000
千葉県 豊島　弘道　様 10,000
愛知県 新原　忠　様 10,000
愛知県 藤原　弘治　様 100,000
東京都 豊原　信治　様 30,000
大阪府 中岡　良和　様 20,000
福井県 青木　聡　様 20,000
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東京都 栗田　二郎　様 30,000
広島県 宇野　貴人　様 20,000

鹿児島県 新町　粋央　様 50,000
滋賀県 西村　安正　様 50,000
千葉県 中山　真一　様 30,000
東京都 金　信秀　様 10,000

神奈川県 向田　一憲　様 10,000
埼玉県 平野　康博　様 10,000
東京都 福島　衝　様 100,000
東京都 古賀　貴統　様 100,000
千葉県 鈴木　俊範　様 30,000
東京都 山川　博昭　様 10,000
滋賀県 竹越　洋之　様 50,000
大阪府 苅田　次郎　様 10,000
秋田県 杉原　信哉　様 30,000
東京都 和田　和子　様 10,000

神奈川県 稲川　紀章　様 10,000
大分県 石川　由香　様 30,000
東京都 斉藤　高明　様 30,000
大阪府 萩野　里美　様 30,000
大阪府 菅原　雅和　様 10,000
大阪府 右城　望　様 30,000
大阪府 松田　裕史　様 50,000
東京都 赤松　壮介　様 10,000
東京都 鎌田　諭史　様 10,000
岐阜県 嶋田　航也　様 100,000
宮崎県 村田　尚一　様 50,000

神奈川県 清水　純子　様 30,000
東京都 新井　賢司　様 100,000
茨城県 中山　雅嗣　様 30,000
愛媛県 藤澤　敏則　様 100,000
埼玉県 下　幸司　様 20,000
愛知県 作　陽子　様 30,000
大阪府 筧　彰夫　様 50,000
兵庫県 新保　信子　様 10,000
福井県 青木　聡　様 20,000
大阪府 上道　浩幸　様 20,000

神奈川県 谷本　亨　様 50,000
神奈川県 齊藤　雄一　様 50,000
東京都 丸山　輝　様 10,000
東京都 山川　博昭　様 10,000
長野県 出浦　正　様 10,000
東京都 齋藤　俊司　様 100,000
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栃木県 藤田　剛　様 20,000
大阪府 葛野　晃市　様 10,000

神奈川県 平野　佑樹　様 20,000
大阪府 早川　明宏　様 10,000
東京都 鈴木　優子　様 10,000
愛知県 西片　広之　様 100,000
大阪府 池田　泰則　様 50,000
兵庫県 小竹　淳一朗　様 50,000
大阪府 石井　隆男　様 10,000
大阪府 苅田　次郎　様 10,000
東京都 菊池　淳　様 30,000
大阪府 北口　勝久　様 10,000
兵庫県 徳丸　みのり　様 100,000
京都府 南山　里奈　様 30,000
東京都 篠辺　修　様 30,000

神奈川県 佐野　真彦　様 50,000
東京都 玉井　裕子　様 100,000
奈良県 宮本　和久　様 20,000
三重県 上野　起功　様 100,000
東京都 栗山　憲子　様 30,000
東京都 高見　遼　様 20,000
静岡県 渡邊　正則　様 10,000
愛知県 杉本　悟郎　様 100,000
東京都 菊池　光　様 10,000
大阪府 藤井　清美　様 10,000
福井県 青木　聡　様 20,000
岩手県 藤原　昌彦　様 10,000
大阪府 菅原　雅和　様 100,000

神奈川県 森　克彦　様 50,000
東京都 富田　勇次　様 100,000
大阪府 野口　伸之　様 100,000
大阪府 外村　賢志　様 100,000
東京都 鈴木　百合子　様 100,000
東京都 鈴木　隆　様 10,000
東京都 黒田　直宏　様 100,000
東京都 鈴木　優子　様 100,000
東京都 布村　晃一　様 100,000
三重県 佐藤　昇　様 50,000
福井県 山本　良孝　様 40,000
京都府 桂　悠二　様 10,000
福岡県 上村　真仁　様 50,000
東京都 ホール　アダム　様 10,000
兵庫県 松本　淳　様 50,000
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東京都 酒井　集　様 10,000
神奈川県 樋渡　亮二　様 10,000
大阪府 石井　宏明　様 100,000
滋賀県 竹越　洋之　様 30,000
福井県 原田　三枝　様 20,000
東京都 斎藤　孝幸　様 10,000
静岡県 内藤　賢二　様 10,000
愛知県 三谷　有史　様 20,000
千葉県 中村　和正　様 50,000
愛知県 早川　翼　様 10,000
兵庫県 山口　耕司　様 20,000

神奈川県 白木　泰成　様 10,000
東京都 山川　博昭　様 10,000
福岡県 木村　有宏　様 10,000
大阪府 徳野　達也　様 50,000
福島県 向井　洋年　様 20,000
千葉県 則武　潔　様 10,000
群馬県 藤井　絹代　様 100,000
長野県 百瀬　将之　様 10,000
大阪府 葛野　晃市　様 100,000
大阪府 有田　直子　様 30,000
兵庫県 稲井　秀年　様 10,000
東京都 勝田　剛司　様 50,000
大阪府 北川　幸枝　様 10,000
千葉県 高橋　和伸　様 50,000

神奈川県 宮田　健章　様 10,000
大阪府 濱村　伸治　様 10,000
東京都 黒川　伸吾　様 10,000

神奈川県 三宅　大介　様 10,000
愛知県 白澤　敏行　様 10,000
千葉県 桐谷　英明　様 50,000
大阪府 田中　壽　様 50,000

神奈川県 鈴木　健夫　様 30,000
東京都 梅本　大祐　様 10,000
千葉県 山本　正彦　様 50,000
東京都 名取　学　様 20,000
大阪府 松岡　優　様 10,000
埼玉県 辻川　昭仁　様 50,000
東京都 小泉　康夫　様 20,000
千葉県 桂　崇之　様 100,000
愛知県 大黒　康知　様 100,000
大阪府 丸山　知之　様 100,000

神奈川県 山本　晃由　様 10,000
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大阪府 久枝　真弓　様 30,000
和歌山県 古澤　良祐　様 50,000
東京都 鳩野　健太郎　様 20,000
大阪府 辻　吉明　様 100,000
大阪府 辻　吉明　様 30,000
大阪府 小原　亮　様 10,000
島根県 安藤　智康　様 50,000
東京都 鍬形　佐和　様 100,000
兵庫県 野竹　信利　様 50,000

神奈川県 中野　雄樹　様 50,000
東京都 酒井　集　様 10,000
愛知県 中村　春奈　様 20,000
福井県 青木　聡　様 20,000
静岡県 山田　和成　様 50,000
大阪府 辻井　正晃　様 100,000
東京都 猿木　邦人　様 10,000
東京都 伴　聡　様 30,000
大阪府 阪森　亮太郎　様 50,000
三重県 山本　千苗　様 10,000
埼玉県 橋本　三朗　様 50,000
東京都 澁谷　智幸　様 50,000
福岡県 森岡　直人　様 10,000

神奈川県 中嶋　知之　様 10,000
東京都 門野　久志　様 50,000
大阪府 松浦　裕司　様 10,000
愛媛県 久米　良樹　様 30,000
北海道 杉浦　充　様 10,000
奈良県 近藤　亮介　様 100,000
東京都 阿部　ゆかり　様 30,000
福井県 竹川　徹　様 10,000
大阪府 西上　伸次　様 10,000
東京都 塚本　博和　様 27,000
東京都 新田　祐介　様 10,000
東京都 栗田　二郎　様 60,000
兵庫県 岩城　隆馬　様 70,000
岐阜県 嶋田　航也　様 70,000
愛知県 杉田　淑恵　様 12,000
大阪府 土井　幹夫　様 27,000
東京都 米澤　郁子　様 10,000
埼玉県 齋藤　知春　様 12,000
福井県 若杉　謙一　様 20,000
東京都 四十谷　裕之　様 40,000
東京都 大野　信之　様 13,000
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神奈川県 菊地　秀和　様 12,000
奈良県 乾　貴詞　様 60,000
埼玉県 藤田　紀夫　様 20,000
京都府 西垣　匡敏　様 10,000
東京都 CHAI　MING WEI　様 14,000
大阪府 二宮　佑樹　様 40,000

神奈川県 池田　直弥　様 10,000
神奈川県 石川　陽一郎　様 60,000
東京都 塚谷　栄理　様 40,000
大阪府 北川　誠彦　様 10,000
大阪府 松井　勲　様 15,000
東京都 丸山　輝　様 10,000
大阪府 右城　望　様 10,000
東京都 金田　和容　様 12,000
大阪府 渋谷　篤人　様 40,000
大阪府 上道　浩幸　様 20,000
愛知県 島谷　直幸　様 10,000
東京都 石田　洋充　様 10,000
埼玉県 端早田　隆　様 70,000
岐阜県 岩渕　ひとみ　様 14,000
千葉県 宮武　昌志　様 10,000
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