
令和元年度　氏名公表の同意をいただいた寄附者一覧

氏名 都道府県 市区町村

岡戸　琢義 愛知県 知多郡阿久比町

加藤　佳世子 愛知県 あま市

加藤　雄一 愛知県 豊橋市

岩田　俊正 愛知県 知多郡武豊町

菊川　伸一 愛知県 豊橋市

吉野　研太郎 愛知県 名古屋市

吉澤　郁 愛知県 名古屋市

橋本　浩道 愛知県 豊田市

江畑　智希 愛知県 名古屋市

佐野　由香 愛知県 名古屋市

市瀬　佳代 愛知県 瀬戸市

渋谷　豊茂 愛知県 名古屋市

小村　圧司 愛知県 稲沢市

織平　洋平 愛知県 名古屋市

水野　達也 愛知県 名古屋市

西村　道江 愛知県 津島市

西中　康人 愛知県 碧南市

田中　哲平 愛知県 岩倉市

日置　惠三子 愛知県 春日井市

平野　弘康 愛知県 北名古屋市

立松　良江 愛知県 名古屋市

盛實　勲 愛媛県 松山市

山本　裕幹 茨城県 日立市

草野　郁 茨城県 神栖市

野口　英利 茨城県 水戸市

野中　淳平 茨城県 水戸市

岡　大将 岡山県 津山市

岡本　康晴 岡山県 倉敷市

佐々木　智絵 岡山県 岡山市

石賀　基 岡山県 倉敷市

道上　宏之 岡山県 岡山市

日野　峻介 岡山県 倉敷市

照屋　健 沖縄県 宮古島市

打出　啓二 沖縄県 宮古島市

阿部　克久 岩手県 盛岡市

三野宮　通 岩手県 奥州市

小野　緑 岩手県 宮古市

太田　まこ 岐阜県 美濃市
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廣瀬　靖雄 岐阜県 高山市

中村　信樹 宮城県 刈田郡七ヶ宿町

加藤　賀千雄 京都府 京都市

橋本　光夫 京都府 長岡京市

向本　護 京都府 京都市

松島　豊 京都府 京都市

上田　龍太郎 京都府 京都市

土田　真奈見 京都府 福知山市

上野　京子 熊本県 熊本市

内田　信行 熊本県 熊本市北区

前大舛　考志 群馬県 高崎市

村山　隆俊 群馬県 伊勢崎市

鈴木　雅文 群馬県 前橋市

宮原　正臣 広島県 府中市

三村　敏雄 広島県 福山市

徳永　典子 広島県 福山市

沼田　忍 香川県 坂出市

安岡　徹 高知県 香南市

野田　信子 佐賀県 伊万里市

伊村　浩良 埼玉県 さいたま市

依田　淳子 埼玉県 さいたま市

榎戸　亮一 埼玉県 深谷市

岡戸　孝洋 埼玉県 加須市

岡本　佐智子 埼玉県 吉川市

加藤　俊幸 埼玉県 深谷市

柿沼　宏禎 埼玉県 幸手市

蒲澤　一幸 埼玉県 さいたま市

岩崎　護 埼玉県 飯能市

岩野　敦彦 埼玉県 さいたま市

岩野　由美 埼玉県 さいたま市

吉川　祥平 埼玉県 入間郡毛呂山町

金久保　有輝 埼玉県 狭山市

熊澤　恭子 埼玉県 さいたま市

桑原　恵里子 埼玉県 川口市

高橋　浩 埼玉県 さいたま市

高田　慎一 埼玉県 川越市

佐久間　聡子 埼玉県 春日部市

斎藤　愛恵 埼玉県 さいたま市

細井　祐美 埼玉県 さいたま市
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細村　久枝 埼玉県 川越市

山下　志穂 埼玉県 さいたま市

山崎　道孝 埼玉県 川口市

山田　和弘 埼玉県 上尾市

柴田　実 埼玉県 さいたま市

秋本　悟 埼玉県 春日部市

小川　裕也 埼玉県 吉川市

小林　右近 埼玉県 さいたま市

小澤　淳平 埼玉県 久喜市

松尾　泰彦 埼玉県 狭山市

水野　広樹 埼玉県 さいたま市

水落　美里 埼玉県 坂戸市

水落　勇斗 埼玉県 坂戸市

菅谷　恵美子 埼玉県 さいたま市

菅谷　忠幸 埼玉県 さいたま市

西川　里子 埼玉県 さいたま市

石川　節雄 埼玉県 北本市

浅見　清美 埼玉県 川口市

大久保　利弘 埼玉県 さいたま市

大橋　孝弘 埼玉県 鴻巣市

大塚　秀人 埼玉県 さいたま市

中村　健太郎 埼玉県 朝霞市

中里　操 埼玉県 川口市

定野　史明 埼玉県 草加市

田中　穂希 埼玉県 川越市

日向　和江 埼玉県 北葛飾郡杉戸町

萩生田　伸子 埼玉県 さいたま市

武田　均 埼玉県 越谷市

福田　良昭 埼玉県 幸手市

北島　崇行 埼玉県 入間市

木村　健太郎 埼玉県 さいたま市

野本　光弘 埼玉県 さいたま市

鈴木　徹也 埼玉県 越谷市

鈴木　立造 埼玉県 久喜市

櫻井　直樹 埼玉県 さいたま市

齋藤　祥雄 埼玉県 和光市

市川　和人 三重県 津市

小林　実 三重県 津市

筒井　幸子 三重県 四日市市
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小島　和雄 山形県 米沢市

澤田　満 山口県 山口市

山下　敦史 滋賀県 野洲市

山本　進 滋賀県 草津市

梅根　辰朗 滋賀県 彦根市

菅田　昌則 鹿児島県 鹿児島市

林　泰洋 鹿児島県 出水市

外川　雅之 新潟県 新潟市

ＮＥＰＡＬ　ＤＩＬＩＰ 神奈川県 逗子市

宇野　直樹 神奈川県 相模原市

王　佑名 神奈川県 横浜市

加藤　文生 神奈川県 横浜市

加藤　和男 神奈川県 川崎市

河上　篤史 神奈川県 横須賀市

近江　真季 神奈川県 鎌倉市

原　勉 神奈川県 横浜市

荒木　靖 神奈川県 横浜市

高橋　直樹 神奈川県 横浜市

高橋　裕子 神奈川県 鎌倉市

山崎　淳 神奈川県 川崎市

水野　康治 神奈川県 藤沢市

杉田　政彦 神奈川県 川崎市

斉藤　哲彦 神奈川県 横浜市

泉　昭彦 神奈川県 厚木市

浅沼　祐輔 神奈川県 大和市

早川　瞬 神奈川県 横浜市

村中　俊彦 神奈川県 横浜市

大槻　義昭 神奈川県 横浜市

中谷　啓吾 神奈川県 横浜市

中島　美華 神奈川県 平塚市

長谷部　哲理 神奈川県 厚木市

田中　翔 神奈川県 川崎市

土井　真理子 神奈川県 横浜市

島村　秀樹 神奈川県 横浜市

藤井　公雄 神奈川県 横浜市

奈良　弘路 神奈川県 横浜市

那須　高洋 神奈川県 茅ヶ崎市

板垣　忍 神奈川県 横浜市

武藤　多賀志 神奈川県 横浜市
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本間　光治 神奈川県 川崎市

目代　雅彦 神奈川県 大和市

鈴木　憲一 神奈川県 横浜市

齋藤　崇記 神奈川県 座間市

海老名　幸雄 青森県 十和田市

佐藤　信広 青森県 八戸市

高橋　英夫 静岡県 静岡市

鹿島　聡 静岡県 静岡市

相澤　淳 静岡県 富士市

虫生　典子 静岡県 磐田市

由比藤　欽一 静岡県 静岡市

形　亜紀雄 石川県 野々市市

今井　秀夫 石川県 金沢市

千田　俊介 石川県 白山市

井川　和美 千葉県 松戸市

高橋　啓介 千葉県 柏市

今井　孝 千葉県 市川市

佐藤　浩史 千葉県 千葉市

鹿嶋　素彦 千葉県 船橋市

若狹　正伸 千葉県 佐倉市

宿谷　忠司 千葉県 市川市

松浦　玲 千葉県 佐倉市

堤田　良平 千葉県 白井市

渡辺　芳男 千葉県 流山市

土屋　浩 千葉県 東金市

尾崎　貴子 千葉県 浦安市

美濃　啓貴 千葉県 市川市

豊田　敦 千葉県 市川市

林　優博 千葉県 市川市

鈴木　秀明 千葉県 千葉市

宇仁　明彦 大阪府 大阪市

永楽　雅英 大阪府 豊中市

奥村　憲二 大阪府 枚方市

横田　悦朗 大阪府 大阪市

岡野　洋介 大阪府 大阪市

河内　信之 大阪府 大阪市

橘　大輔 大阪府 寝屋川市

原田　智行 大阪府 和泉市

坂井　小枝佳 大阪府 大阪市
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山口　保雄 大阪府 松原市

出口　尚暢 大阪府 阪南市

小林　隆造 大阪府 堺市

松下　龍二 大阪府 高槻市

松尾　佳世 大阪府 豊中市

杉本　潤 大阪府 豊中市

西川　裕俊 大阪府 和泉市

川人　真紀子 大阪府 大東市

谷澤　紳 大阪府 大阪市

丹下　聖也 大阪府 堺市

椿本　広美 大阪府 大阪市

渡辺　剛一 大阪府 茨木市

藤岡　典彦 大阪府 摂津市

藤村　美佳 大阪府 大阪市

梅田　美幸 大阪府 寝屋川市

柏本　政幸 大阪府 大阪市

北村　健一 大阪府 富田林市

堀元　隆二 大阪府 柏原市

鈴川　敏男 大阪府 和泉市

礒部　美紀 大阪府 吹田市

板倉　正義 長野県 須坂市

WANG　XIANGFEI 東京都 足立区

大木　忠厚 東京都 府中市

岡戸　博 東京都 西東京市

井上　浩義 東京都 港区

井上　拓也 東京都 青梅市

永本　将一 東京都 荒川区

永野　照男 東京都 大田区

塩崎　学 東京都 板橋区

岡田　茂之 東京都 練馬区

岡田　壮祐 東京都 渋谷区

岡本　直之 東京都 港区

下田　英樹 東京都 練馬区

加藤　政徳 東京都 渋谷区

岩田　啓子 東京都 目黒区

吉田　知子 東京都 足立区

吉野　未紀 東京都 港区

久崎　力 東京都 中野区

久保田　有 東京都 台東区



令和元年度　氏名公表の同意をいただいた寄附者一覧

宮　健 東京都 板橋区

金子　大介 東京都 港区

金澤　實 東京都 杉並区

桑原　徹郎 東京都 西東京市

古舘　雅史 東京都 練馬区

古澤　文康 東京都 練馬区

戸田　晴美 東京都 荒川区

荒川　優子 東京都 世田谷区

高瀬　初美 東京都 大田区

高柳　慎一 東京都 中央区

根来　悟 東京都 杉並区

佐藤　良子 東京都 板橋区

最上　清子 東京都 目黒区

才田　健一郎 東京都 文京区

山根　周平 東京都 大田区

山田　隆史 東京都 目黒区

山本　明紀 東京都 文京区

小松　新太郎 東京都 江東区

小泉　有希子 東京都 大田区

小池　康 東京都 目黒区

小平　晶子 東京都 大田区

小林　慎 東京都 府中市

小林　豊 東京都 豊島区

松井　宏樹 東京都 青梅市

松下　朋永 東京都 八王子市

上條　紋子 東京都 品川区

城山　太郎 東京都 目黒区

城畑　拓洋 東京都 北区

森坪　真澄 東京都 世田谷区

水谷　歩夢 東京都 杉並区

清水　宏司 東京都 練馬区

西岡　真吾 東京都 大田区

西澤　裕二 東京都 中央区

斉藤　千晴 東京都 足立区

石井　千晶 東京都 北区

石垣　理恵 東京都 武蔵村山市

石崎　博章 東京都 新宿区

石山　和歌子 東京都 三鷹市

赤金　重幸 東京都 目黒区
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草薙　桂太 東京都 世田谷区

増田　竜太郎 東京都 調布市

村上　有希 東京都 品川区

村田　俊祐 東京都 国分寺市

大橋　翼 東京都 新宿区

棚橋　繁行 東京都 豊島区

地主　龍一 東京都 新宿区

竹内　茂 東京都 調布市

竹内　裕人 東京都 練馬区

中島　真由美 東京都 港区

中馬　啓 東京都 目黒区

中野　知和 東京都 板橋区

中里　政之 東京都 北区

朝倉　隆晴 東京都 渋谷区

長　友昭 東京都 江東区

陳　進陽 東京都 新宿区

渡部　俊哉 東京都 豊島区

渡部　陽 東京都 目黒区

渡辺　知明 東京都 千代田区

渡邊　洋子 東京都 豊島区

藤本　浩也 東京都 世田谷区

藤澤　俊弘 東京都 世田谷区

徳増　孝明 東京都 渋谷区

奈良原　肇 東京都 港区

内田　昌則 東京都 町田市

半戸　祐次 東京都 中野区

百瀬　和男 東京都 世田谷区

俵　昌広 東京都 世田谷区

武末　直人 東京都 文京区

平野　智彰 東京都 練馬区

本間　道幸 東京都 港区

木村　久一 東京都 練馬区

木村　宗典 東京都 豊島区

矢作　達也 東京都 新宿区

姚　志鵬 東京都 足立区

廣瀬　隆行 東京都 中央区

盧　尚志 東京都 江東区

籠田　美奈子 東京都 北区

籔　卓也 東京都 青梅市
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齊藤　充宣 東京都 港区

齊木　佑也 東京都 台東区

髙橋　幸男 東京都 練馬区

安達　佳奈子 栃木県 宇都宮市

渡部　修司 栃木県 宇都宮市

南斉　清巳 栃木県 栃木市

横山　悟史 奈良県 奈良市

木村　あづさ 奈良県 葛城市

吉田　毅 富山県 高岡市

南　幸恵 富山県 小矢部市

大沼　利通 福井県 福井市

安河内　和誉 福岡県 糟屋郡志免町

井根　壽喜 福岡県 福岡市

下池　英明 福岡県 直方市

橋本　祐二 福岡県 朝倉郡筑前町

原田　泰経 福岡県 大牟田市

佐々木　剛俊 福島県 いわき市

加藤　了誉 兵庫県 西宮市

丸尾　賢二 兵庫県 姫路市

錦織　吉郎 兵庫県 西宮市

錦織　直子 兵庫県 西宮市

正垣　嘉之 兵庫県 西宮市

大西　和世 兵庫県 三田市

谷口　浩二 兵庫県 神戸市

池田　収 兵庫県 尼崎市

長谷　操 兵庫県 芦屋市

林　千冬 兵庫県 神戸市

田中　新 北海道 帯広市

鈴木　一彦 北海道 根室市

坂口　聡 和歌山県 和歌山市

山路　梨世 和歌山県 和歌山市

上西　崇之 和歌山県 和歌山市

石山　雄大 和歌山県 和歌山市


