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「ふるさと・るもい」の応援団の皆さまへ  

 

 「ふるさと・るもい」を愛する応援団の皆さまにおかれましては、ますますご

清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この度は、「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附にご寄附を賜り、また、

日頃より当市のまちづくりに格別のご支援、ご協力を賜り、心より厚くお礼申し

上げます。 

 この制度は、永遠に持続できるふるさとの海、山、健康づくりを進め、誇りを

持って未来を担う子どもたちに引き継ぐまちづくりを進めることを目的に平成

２０年９月に導入いたしました。 

 私たちのまち「留萌市」は、北海道の北西、日本海オロロンラインの中継地点

に位置し、西は日本海、南北には暑寒別天売焼尻国定公園が連なる豊かな自然に

囲まれたまちです。 

 留萌市はニシンとともに発展し、塩かずの子の加工生産量日本一を誇る「かず

の子のまち」であるとともに、海と山の新鮮な旬の幸が集まり、ヒラメ・タコ・

ウニなどの海産物、良質な留萌産米を中心とした農産物など四季折々の食彩が

豊富です。これらの地域資源を守り発展させ、未来に引き継ぐためには、萌える

若者たちのがんばりと留萌市に想いを寄せてくださる皆さまの応援が必要であ

ります。 

 チャレンジする若者たち、ふるさと・るもいの応援団とともに、明るい未来を

目指して、新しい取り組みに挑戦しながら、まちづくりを進めてまいりますので、

今後とも皆さまの温かいご支援・ご協力をお願いします。 
 

 

 

 

 

令和４年６月        

留萌市長         
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１ 寄附の概要  

令和３年度は、49,421件、763,755,200円のご寄附をいただきました。 

 令和３年度中に受け入れたご寄附49,421件のうち、49,408件は個人から、13件は団体か

らのご寄附でした。 

 また、寄附者の居住地を地域別でみると留萌市内が17件、道内（留萌市を除く）が2,684

件、道外が46,720件となっており、道外からのご寄附が多かったことから、留萌市の魅力

を全国に発信することができました。 

※詳細は次ページ参照 

 

寄附事業の区分 件数 寄附額（円） 

(1)  萌える若者たちのまちづくりに関する事業 1,437 21,178,000 

(2)  ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業 3,291 53,386,000 

(3)  ニシン文化の継承に関する事業 967 14,731,000 

(4)  食のブランド化、食育に関する事業 1,051 16,160,000 

(5)  健康で輝きのある元気づくりに関する事業 442 6,670,000 

(6)  安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業 1,888 29,870,000 

(7)  こどもの健全な育成に関する事業 4,487 67,909,700 

(8)  市長が特に必要と認める重点事業 32,010 494,246,500 

(9)  スポーツを通じて子ども達の夢を応援する取組 2,492 39,381,000 

(10) 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業 1,352 20,059,000 

(11)その他留萌市が推進する事業 4 164,000 

合計 49,421 763,755,200 



件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円） 件数 寄附額（円）

1,437 21,178,000 3,287 50,886,000 967 14,731,000 1,051 16,160,000 442 6,670,000 1,888 29,870,000 4,486 67,893,000 32,003 477,987,000 2,491 38,381,000 1,352 20,059,000 4 164,000 49,408 743,979,000

市内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30,000 1 50,000 5 2,350,000 0 0 0 0 0 0 8 2,430,000

道内 66 1,106,000 155 2,372,000 66 882,000 60 883,000 27 620,000 137 3,190,000 241 3,434,000 1,731 25,642,000 132 2,446,000 66 997,000 1 50,000 2,682 41,622,000

道外 1,371 20,072,000 3,132 48,514,000 901 13,849,000 991 15,277,000 415 6,050,000 1,749 26,650,000 4,244 64,409,000 30,267 449,995,000 2,359 35,935,000 1,286 19,062,000 3 114,000 46,718 699,927,000

0 0 4 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,700 7 16,259,500 1 1,000,000 0 0 0 0 13 19,776,200

市内 0 0 4 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,700 3 4,500,000 1 1,000,000 0 0 0 0 9 8,016,700

道内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 759,500 0 0 0 0 0 0 2 759,500

道外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,000,000 0 0 0 0 0 0 2 11,000,000

1,437 21,178,000 3,291 53,386,000 967 14,731,000 1,051 16,160,000 442 6,670,000 1,888 29,870,000 4,487 67,909,700 32,010 494,246,500 2,492 39,381,000 1,352 20,059,000 4 164,000 49,421 763,755,200

合計

個人

団体

合計

（６）安心して暮ら
せる地域医療づくり
に関する事業

（７）こどもの健全
な育成に関する事業

（８）市長が特に必
要と認める重点事業

（９）スポーツを通
じて子ども達の夢を
応援する取組

（１０）新型コロナ
ウイルス感染症対策
に関する事業

（１１）前各号に掲
げる事業のほか、留
萌市が推進する事業

（１）萌える若者た
ちのまちづくりに関
する事業

（２）ふるさとの海
づくり、里山づくり
に関する事業

（３）ニシン文化の
継承に関する事業

（４）食のブランド
化、食育に関する事
業

（５）健康で輝きの
ある元気づくりに関
する事業

〇 令和３年度留萌市応援寄附金受入結果
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２ 寄附金（基金）の活用 

令和３年度については、応援基金積立分を取り崩し、下記の２９事業を実施しました。 

今後も事業実施に向けた検討を重ね、より良い有効活用を図り事業を展開していきます。 

(１) 基金積立額を取り崩し実施した事業（令和３年度は２９事業を実施） 

事業の詳細は「令和３年度留萌市応援基金の使い道のご紹介」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ２ ) 令和３年度の寄附金を活用して実施した事業（令和３年度は１事業を実施） 

 

No. 予算事業名 事業費 対象寄附項目

1地域戦略推進事業 1,259,222

2音楽合宿のまち「るもい」事業 1,686,147

3グラウンド整地用トラクター購入費 4,944,500

4中体連参加費補助金 2,500,000

5産学官連携強化事業 1,078,104 ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業

6海のふるさと館収蔵庫除湿器更新事業 1,650,000 ニシン文化の継承に関する事業

7学校給食地元食材活用事業 130,702 食のブランド化・食育に関する事業

8るもい地域住民健康づくり啓発強化委託料 182,600

9温泉施設送迎車両運行委託料 696,270

10地域リスク介入研究推進事業委託料 2,369,271 安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業

11寺子屋るもいっこ事業 1,537,445

12保育士確保対策助成事業 200,000

13冬季スポーツ環境推進事業 1,139,001

14観光・地域ブランド力向上事業 4,589,690

15特定不妊治療費助成金 2,045,820

16防災備蓄品・資機材整備事業 3,000,000

17乳幼児等医療費扶助費 24,118,660

18スポーツセンター整備事業 243,100

19障害児養育支援事業委託料 5,158,296

20公共施設官民プロジェクト事業 3,303,515

21地域公共交通調査事業補助金 3,566,750

22自主防災活動支援事業 623,184

23道の駅るもい整備事業 13,849,938

24道の駅るもい運営事業 5,235,021

25卓球競技力強化事業 839,520

26移住・定住促進実証実験事業 932,500

27ごみ収集支援事業 625,200

28旧北光中学校屋内運動場利活用事業 546,388

29地域活性化起業人人件費負担金 16,914,176

104,965,020

萌える若者たちのまちづくりに関する事業

合　計

こどもの健全な育成に関する事業

市長が特に必要と認める重点事業

健康で輝きのある元気づくりに関する事業

No. 実施事業名 寄附額 対象寄附項目

1留萌市平和祈念事業 50,000 その他留萌市が推進する事業

50,000合　計
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３ 基金の積み立て 

 令和３年度にご寄附をいただきました総額763,755,200円のうち、返礼品や返礼品の送付

に係る経費等を差し引いた金額と、基金積立金により得られた運用益を積立可能額として

算出し、それぞれ基金へ積み立てています。 

  ( １ ) 留萌市応援基金の残高（令和３年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

( ２ ) その他基金への積立額（寄附金財源） 

 令和３年度に新設しました「新型コロナウイルス感染症対策基金」をはじめとする各基

金へ積み立てを行いました。なお、新型コロナウイルス感染症対策基金への積立額は、必

要経費を差し引いた、9,226,248円となっています。 

基金の名称 令和３年寄附額

新型コロナウイルス感染症対策基金 20,059,000

留萌市芸術文化振興基金 100,000

留萌市公共施設整備基金 14,000 

 

活用金額 積立可能額

（１）萌える若者たちのまちづくり 33,083,841 10,389,869 9,740,938 32,434,911

（２）ふるさとの海づくり・里山づくり 47,349,650 1,078,104 24,555,187 70,826,733

（３）ニシン文化の継承 8,863,668 1,650,000 6,775,605 13,989,273

（４）食のブランド化、食育 17,120,016 130,702 7,432,882 24,422,195

（５）健康で輝きのある元気づくり 5,067,102 878,870 3,067,903 7,256,135

（６）安心して暮らせる地域医療づくり 59,328,752 2,369,271 13,738,872 70,698,353

（７）こどもの健全な育成 61,757,981 2,876,446 31,235,443 90,116,978

（８）市長が特に必要と認める重点事業 147,826,236 85,591,758 222,271,907

　　スポーツを通じて子ども達を応援 - 18,113,509

　　企業版ふるさと納税 - 11,000,000

基金運用益 - 5,106 5,106

合　　　計 380,397,246 104,965,020 347,937,352 623,369,578

寄附事業の区分（略称）

留萌市応援寄附条例に基づく寄附金等積立分

合　　計令和２年度末
留萌市応援基金

累計額

令和３年度

313,619,894
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４ 寄附者のみなさま（個人・団体） 

ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

江良　豊 北海道 10,000 久保田　泰 東北 10,000

村田　薫 関西 14,000 森戸　久 関東 12,000

直村　徹 関東 10,000 野田　秀哉 関東 10,000

與那覇　安彦 九州・沖縄 500,000 文澤　修一 北海道 20,000

神田　泰利 関東 10,000 木村　ゆかり 関東 12,000

小林　利之 関東 14,000 飯田　道征 東海 20,000

佐々木　進 東北 100,000 保延　浩二 関東 10,000

稲川　富一 北海道 100,000 酒井　克仁 関東 15,000

今西　俊昭 関東 30,000 篠原　賢治 東海 15,000

工藤　ユキ子 北海道 10,000 高橋　彰正 関東 45,000

加藤　恵美 関東 10,000 栁澤　良一 関東 12,000

佐藤　いく子 北海道 300,000 有馬　達郎 関西 12,000

滝沢　真里 東海 12,000 椎名　正男 関東 24,000

村田　薫 関西 14,000 小林　綾乃 関東 12,000

村田　薫 関西 10,000 河島　通久 関東 12,000

山中　由美子 中国 10,000 渡辺　和彦 関東 12,000

遠藤　修司 関東 14,000 茂野　勝 関西 15,000

中嶋　信一郎 東北 100,000 高木　清正 九州・沖縄 12,000

高橋　育男 関東 45,000 山崎　美由紀 関東 14,000

千田　敦志 東北 14,000 池田　豊 関西 12,000

大城　経宏 関東 10,000 圓山　秀幸 北海道 12,000

福井　彰 関西 10,000 望月　哲也 東海 12,000

高田　哲夫 関東 14,000 小柳　貴史 関東 15,000

齊藤　秀和 関東 14,000 中島　雅也 関東 10,000

名屋　茂 関東 45,000 新出　貴司 関東 15,000

出村　直樹 北陸 14,000 竹本　雅広 東海 14,000

村田　力 関東 10,000 小出　美保 関東 10,000

田村　秀雄 関西 45,000 中山　定則 関東 15,000

青木　伸洋 関東 14,000 岡田　実子 北海道 10,000

山本　洋子 中国 10,000 矢野　昌宏 関西 12,000

高谷　学 関東 10,000 長谷川　洋成 四国 10,000

村上　英志 関西 10,000 古家　直樹 関東 12,000

林　裕人 関東 15,000 福田　重幸 北海道 20,000

渡辺　良治 九州・沖縄 15,000 杉本　正明 関東 30,000

平井　義治 関西 39,000 横濱　敦史 北海道 12,000

小松　和幸 関東 50,000 杉本　隆志 北海道 10,000

小松　和幸 関東 100,000 信田　浩和 北海道 10,000

小林　明男 東海 40,000 松尾　光 東海 15,000

舟戸　裕二 関東 12,000 岩村　卓哉 北海道 12,000

藤原　逸文 九州・沖縄 12,000 浅　とよ美 北陸 12,000

青山　雅治 北海道 10,000 高田　透 関東 10,000

浜田　真由美 関西 15,000 玲雅　亀井 関東 15,000

細川　真樹 北海道 15,000 望月　和加代 東海 15,000

太田　兵庫 関西 12,000 安部　信弘 東北 12,000

伏見　徹 関東 10,000 溝下　智洋 九州・沖縄 15,000

佐藤　正浩 関東 15,000 島崎　雅之 北海道 12,000

福元　靖子 関東 12,000 藤田　佳洋 関東 12,000

本田　康信 九州・沖縄 12,000 平野　舞 関東 20,000

脇本　優 北海道 15,000 平岩　貴之 関東 10,000

宮田　久 関西 15,000 平岩　貴之 関東 14,000

塚本　義美 関東 12,000 平岩　貴之 関東 10,000

小林　明彦 関東 15,000 平岩　貴之 関東 10,000

西澤　薫 東海 15,000 高橋　潤一 関東 15,000

小松　俊朗 関東 10,000 昼間　剛男 関東 12,000

久保田　泰 東北 10,000 水野　恵介 東海 15,000  
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

山口　岳彦 関東 10,000 高橋　和樹 非公表 14,000

元田　勝章 関東 15,000 藤井　孝泰 非公表 28,000

石田　重文 北海道 12,000 西畑　学 非公表 14,000

古野　洋介 北海道 1,000,000 山口　正木 非公表 14,000

古野　修子 北海道 1,000,000 長谷川　英一 非公表 12,000

長田　美野里 関東 14,000 西川　利数 非公表 14,000

中村　憲太郎 関東 14,000 佐藤　幸次 非公表 14,000

久保　壽雄 北海道 30,000 柳原　和敏 非公表 14,000

中村　憲太郎 関東 14,000 角田　浩司 非公表 14,000

小野寺　信男 北海道 13,000 桒原　武史 非公表 12,000

熊谷　優二 非公表 12,000 小沼　由和 非公表 14,000

羽根田　亜衣 非公表 14,000 荒牧　城成 非公表 14,000

藤原　真 非公表 14,000 繪畑　将英 非公表 14,000

有間　信樹 非公表 12,000 山内　克己 非公表 28,000

井上　孝司 非公表 10,000 関根　亮 非公表 14,000

小林　利之 非公表 14,000 藤村　達志 非公表 14,000

福田　厚子 非公表 20,000 丹羽　宏文 非公表 14,000

磯　頼光 非公表 20,000 横田　敏之 非公表 14,000

長谷川　健太 非公表 10,000 篠原　洋子 非公表 10,000

千田　守 非公表 10,000 笠井　淳夫 非公表 10,000

山田　大輔 非公表 14,000 松本　美咲 非公表 14,000

小野　芽唯 非公表 14,000 菊池　義仁 非公表 12,000

小林　成央 非公表 12,000 尾山　翔馬 非公表 14,000

遠藤　靖久 非公表 12,000 千葉　友子 非公表 10,000

大槻　義昭 非公表 14,000 紫垣　源二郎 非公表 14,000

重松　　宏則 非公表 14,000 山田　弘明 非公表 25,000

村木　秀行 非公表 14,000 盛田　武志 非公表 14,000

木村　和哉 非公表 14,000 村尾　拓哉 非公表 14,000

加藤　裕司 非公表 20,000 千葉　春子 非公表 14,000

増田　研一 非公表 14,000 藤本　和枝 非公表 14,000

藤近　司郎 非公表 14,000 藤本　和枝 非公表 12,000

羽根　彰 非公表 12,000 戸川　友理恵 非公表 14,000

齋藤　大作 非公表 14,000 宮本　朋幸 非公表 58,000

高澤　雄一 非公表 10,000 長谷川　功 非公表 14,000

石塚　三郎 非公表 10,000 小川　みどり 非公表 14,000

新居　俊典 非公表 10,000 忍　道彦 非公表 14,000

間島　千雅 非公表 14,000 藤原　和夫 非公表 12,000

加藤　友啓 非公表 14,000 北村　昌弘 非公表 14,000

近藤　和男 非公表 14,000 間島　千雅 非公表 14,000

鈴木　明 非公表 10,000 山崎　栄一 非公表 10,000

下村　強 非公表 14,000 金子　明弘 非公表 14,000

久保　孝志 非公表 10,000 木下　泰孝 非公表 12,000

花木　総元 非公表 14,000 堀　直美 非公表 14,000

齋藤　寛 非公表 14,000 中島　真理子 非公表 14,000

森　紘平 非公表 14,000 飯田　茂 非公表 14,000

金子　明弘 非公表 14,000 福島　佳浩 非公表 10,000

金子　明弘 非公表 14,000 松崎　明治 非公表 14,000

竹内　沙貴 非公表 14,000 村並　勇紀 非公表 14,000

秋山　佳拓 非公表 14,000 相澤　亮 非公表 14,000

藤澤　裕之 非公表 14,000 高橋　昌樹 非公表 10,000

藤川　義久 非公表 10,000 間島　千雅 非公表 10,000

松尾　尊 非公表 10,000 加藤　久嗣 非公表 12,000

星　智和 非公表 24,000 坂井　駿介 非公表 10,000

高橋　愛 非公表 10,000 穂苅　菜摘 非公表 10,000

梨本　孝行 非公表 14,000 仲村　宏司 非公表 14,000  
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

大谷　達也 非公表 12,000 高橋　健治 非公表 39,000

沢井　勇 非公表 28,000 徳増　雄平 非公表 14,000

竜田　ちひろ 非公表 39,000 赤塚　秀人 非公表 12,000

清水　定幸 非公表 10,000 中田　純一 非公表 10,000

吉田　良 非公表 14,000 八田　敬太 非公表 10,000

皆木　拓哉 非公表 12,000 白木原　学 非公表 12,000

クロダ　ツヨシ 非公表 12,000 中野　健児 非公表 14,000

清水　彰範 非公表 10,000 末吉　義美 非公表 14,000

笠島　淑央 非公表 14,000 橋本　真治 非公表 39,000

吉田　侑加 非公表 14,000 山宮　真樹 非公表 14,000

園田　美香 非公表 10,000 原田　裕親 非公表 10,000

鳥居　圭子 非公表 14,000 樋田　晶久 非公表 10,000

梅田　勝彦 非公表 12,000 黒木　沙希 非公表 14,000

永田　昭浩 非公表 10,000 野村　浩太 非公表 14,000

南　僚介 非公表 14,000 星野　修 非公表 14,000

田中　絹枝 非公表 14,000 須藤　浩 非公表 14,000

岩崎　静也 非公表 14,000 須藤　浩 非公表 14,000

梅崎　俊郎 非公表 14,000 須藤　浩 非公表 14,000

板谷　洋平 非公表 14,000 須藤　浩 非公表 14,000

山口　幸一郎 非公表 14,000 成瀬　淳夫 非公表 12,000

幸沢　隆弘 非公表 14,000 設楽　哲史 非公表 10,000

赤沢　光治 非公表 10,000 住谷　勉 非公表 10,000

捧　智宏 非公表 10,000 清水　美奈代 非公表 14,000

嶋崎　淳一 非公表 14,000 笹沼　一弘 非公表 10,000

穐吉　潤 非公表 20,000 髙橋　典只 非公表 10,000

安田　泰三 非公表 12,000 井口　真弦 非公表 14,000

三上　哲 非公表 12,000 清水　敦子 非公表 10,000

竹田　豪 非公表 12,000 明田川　博 非公表 14,000

白井　匠 非公表 10,000 石井　裕 非公表 20,000

川口　佳宥 非公表 20,000 梶山　弘司 非公表 56,000

永田　昭浩 非公表 10,000 佐野　恭平 非公表 14,000

加藤　祐樹 非公表 10,000 小野寺　浩幸 非公表 10,000

大賀　肇 非公表 12,000 中井　久仁夫 非公表 20,000

八重櫻　和也 非公表 14,000 足立　高徳 非公表 39,000

犬飼　敏雄 非公表 10,000 濱田　康助 非公表 14,000

田中　肇 非公表 14,000 杉浦　博 非公表 14,000

松本　賢哉 非公表 14,000 亀崎　健吾 非公表 14,000

笹木　智之 非公表 10,000 今井　喜一 非公表 10,000

山本　隆一 非公表 12,000 小野　雅彦 非公表 14,000

前野　幹子 非公表 10,000 丸山　由香理 非公表 39,000

橋爪　眞澄 非公表 10,000 佐々木　駿 非公表 10,000

野賀　美作 非公表 10,000 ヒライデ　アイジロウ 非公表 12,000

中川　博央 非公表 14,000 兒玉　哲志 非公表 20,000

小松　利崇 非公表 10,000 村田　孝之 非公表 26,000

藤澤　俊幸 非公表 10,000 蜂谷　友樹 非公表 10,000

三谷　英敏 非公表 10,000 佐藤　航 非公表 14,000

小嶋　英樹 非公表 14,000 柿木　浩 非公表 10,000

佐藤　政哉 非公表 39,000 遠藤　多美 非公表 10,000

小林　俊秀 非公表 14,000 山崎　義正 非公表 12,000

宗形　久里子 非公表 12,000 宮川 　敬之 非公表 10,000

岡崎　友昭 非公表 14,000 石橋　健良 非公表 14,000

日浅　遼介 非公表 14,000 神田　裕 非公表 12,000

道下　雄介 非公表 14,000 吉田　幸一郎 非公表 14,000

佐藤　優也 非公表 14,000 矢野　暢彦 非公表 56,000

小倉　和雄 非公表 14,000 東﨑　泰広 非公表 20,000  
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

日下部　久美子 非公表 10,000 小林　由美 非公表 10,000

藤井　美鈴 非公表 14,000 山谷　秋晴 非公表 14,000

浅倉　等 非公表 14,000 前田　佳代子 非公表 20,000

小林　光希 非公表 10,000 小田　知弘 非公表 14,000

大西　大輔 非公表 39,000 山下　誠治 非公表 10,000

ニューマン　ロバート 非公表 58,000 和泉　孝平 非公表 10,000

唐澤　毅 非公表 14,000 伊坂　真澄 非公表 14,000

松尾　功 非公表 12,000 伊藤　文彦 非公表 12,000

佐藤　葉子 非公表 14,000 澤田　朋和 非公表 14,000

山口　潤 非公表 10,000 岡田　泰宏 非公表 14,000

沖升　正則 非公表 10,000 小倉　まみ 非公表 12,000

石田　友彦 非公表 14,000 日比　聡 非公表 10,000

大村　昂平 非公表 10,000 林　幸子 非公表 14,000

濱田　豊 非公表 10,000 萩原　義浩 非公表 10,000

鳥巣　良一 非公表 10,000 川村　悦春 非公表 10,000

鳥巣　良一 非公表 10,000 杉浦　篤 非公表 12,000

市山　義隆 非公表 58,000 鈴木　富明 非公表 14,000

脇山　剛 非公表 14,000 地搗　英次 非公表 10,000

坂元　友謹 非公表 14,000 渡辺　陽生 非公表 14,000

坂元　友謹 非公表 14,000 秋田　彩也香 非公表 10,000

鐵屋　浩三 非公表 14,000 栗田　周哉 非公表 14,000

小田　知弘 非公表 12,000 下村　英樹 非公表 12,000

久保田　武晴 非公表 14,000 前田　相 非公表 10,000

中野　辰江 非公表 12,000 山崎　健次 非公表 14,000

田中　晴康 非公表 10,000 細田　浩司 非公表 10,000

大西　健 非公表 14,000 佐々木　孝昌 非公表 14,000

高橋　愛 非公表 10,000 中村　晶子 非公表 12,000

石塚　涼太 非公表 14,000 前川　孝司 非公表 14,000

新倉　美里 非公表 12,000 宮野　勝英 非公表 14,000

下野　由香里 非公表 14,000 菊入　舞 非公表 14,000

山崎　栄一 非公表 10,000 小牧　稔弥 非公表 10,000

植村　匡良 非公表 10,000 橘　尚之 非公表 10,000

小原　光男 非公表 12,000 渡邉　正一 非公表 10,000

佐野　健太郎 非公表 10,000 杉本　大輝 非公表 12,000

清水　彰範 非公表 10,000 藤原　健太郎 非公表 14,000

後藤　優太 非公表 14,000 矢野　浩二 非公表 10,000

西山　慶一 非公表 14,000 新井　永子 非公表 12,000

岩井　孝次 非公表 10,000 打越　義晴 非公表 12,000

内山　雅博 非公表 14,000 金　大樹 非公表 116,000

内山　雅博 非公表 10,000 大島　南 非公表 14,000

外園　桂子 非公表 14,000 菊入　舞 非公表 14,000

 船垣　政和 非公表 14,000 矢作　さつき 非公表 12,000

三谷　悟 非公表 58,000 大村　勝典 非公表 10,000

勝見　明 非公表 20,000 大石　結理 非公表 10,000

久保田　尚志 非公表 14,000 飯島　裕 非公表 12,000

徳永　直紀 非公表 12,000 和田　ゆりあ 非公表 14,000

浅井　幸子 非公表 10,000 中村　圭吾 非公表 14,000

阿部　剛 非公表 56,000 石井　えりこ 非公表 14,000

渡部　拓二 非公表 14,000 長谷川　伸幸 非公表 12,000

高瀬　美生 非公表 14,000 長谷川　伸幸 非公表 10,000

川尻　有紀 非公表 14,000 高橋　和康 非公表 12,000

小林　学 非公表 14,000 遠藤　康仁 非公表 10,000

遠藤　裕介 非公表 12,000 濱崎　裕志 非公表 14,000

山岸　範子 非公表 14,000 高野　晋輔 非公表 14,000

安河内　淳 非公表 14,000 高野　晋輔 非公表 14,000  
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

菊原　翔平 非公表 10,000 深水　晶子 非公表 12,000

三津橋　智 非公表 10,000 紫垣　源二郎 非公表 14,000

鈴木　郁子 非公表 14,000 菊池　泰英 非公表 14,000

小林　弘典 非公表 14,000 宮下　由紀子 非公表 10,000

竹内　雅造 非公表 58,000 名和　健 非公表 10,000

五島　文恵 非公表 10,000 益谷　泰寛 非公表 10,000

笠井　俊宏 非公表 10,000 八巻　誠一 非公表 12,000

新地　国明 非公表 15,000 遠藤　潤一 非公表 10,000

反保　正行 非公表 10,000 遠藤　潤一 非公表 14,000

木田　栄太 非公表 10,000 小平　豊 非公表 10,000

福田　寿利 非公表 26,000 池野　裕幸 非公表 12,000

福田　寿利 非公表 26,000 藤田　健男 非公表 10,000

池邉　勇 非公表 10,000 上野　元久 非公表 14,000

石井　里美 非公表 20,000 石原　健二 非公表 17,000

清水　裕司 非公表 14,000 垣尾　和彦 非公表 12,000

高岸　宏行 非公表 10,000 塚本　啓介 非公表 10,000

東條　啓 非公表 39,000 大西　彩香 非公表 10,000

菅谷　正也 非公表 10,000 川鍋　大 非公表 10,000

後藤　潤子 非公表 14,000 鈴木　明 非公表 10,000

永留　伸二 非公表 12,000 山田　兼寛 非公表 10,000

芝　明博 非公表 14,000 西川　浩昭 非公表 10,000

吉澤　満雄 非公表 10,000 藤田　健男 非公表 10,000

別府　希代 非公表 10,000 早乙女　順二 非公表 12,000

岩本　暁子 非公表 10,000 武村　勝 非公表 14,000

平尾　英一 非公表 14,000 野賀　美作 非公表 10,000

根本　誠 非公表 14,000 杉下　弘典 非公表 10,000

橋本　敦 非公表 10,000 三間　教史 非公表 14,000

田中　松平 非公表 10,000 井上　幾仁 非公表 10,000

鹿島　成美 非公表 10,000 脇　高宏 非公表 14,000

藥師寺　尚哉 非公表 10,000 岸田　直道 非公表 10,000

滝本　寿美子 非公表 14,000 上原　末男 非公表 10,000

内山　智佳 非公表 14,000 高平　健太 非公表 10,000

小野　雅彦 非公表 14,000 山口　竜司 非公表 10,000

中山　美夕 非公表 14,000 山口　竜司 非公表 10,000

猪狩　直樹 非公表 10,000 芳賀　俊彦 非公表 14,000

田原　僚子 非公表 10,000 兒玉　哲志 非公表 20,000

高津　雄矢 非公表 12,000 森本　直樹 非公表 10,000

相澤　亮 非公表 14,000 前田　寛太 非公表 14,000

後藤　一裕 非公表 116,000 花岡　健 非公表 10,000

大宮　誠 非公表 14,000 瀧　翔哉 非公表 12,000

清田　豊 非公表 10,000 馬下　今日子 非公表 10,000

井形　友幸 非公表 29,000 石井　宏幸 非公表 10,000

石川　晃 非公表 58,000 津下本　祐子 非公表 10,000

野内　トシ子 非公表 10,000 上原　直久 非公表 10,000

鈴木　健司 非公表 28,000 岡本　秀平 非公表 14,000

鈴木　健司 非公表 20,000 高野　宏明 非公表 12,000

鈴木　健司 非公表 10,000 山下　義樹 非公表 12,000

大友　雅人 非公表 10,000 山下　義樹 非公表 10,000

伊豆丸　敏和 非公表 10,000 松田　みなみ 非公表 14,000

山口　晋平 非公表 14,000 川添　賢 非公表 14,000

瀧川　雅喜 非公表 10,000 河崎　陽悟 非公表 14,000

田代　高次 非公表 10,000 松田　一夫 非公表 14,000

片寄　裕市 非公表 20,000 田中　弘美 非公表 10,000

菊入　舞 非公表 14,000 松田　奈穂礼 非公表 14,000

小出　美保 非公表 10,000 吉本　滋長 非公表 20,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

小林　利之 非公表 14,000 加藤　康彦 非公表 12,000

髙橋　良輔 非公表 12,000 徳永　一真 非公表 12,000

小田　知弘 非公表 12,000 篠原　有利佳 非公表 10,000

杉岡　真璃衣 非公表 14,000 石井　奈美子 非公表 12,000

池浦　一賢 非公表 10,000 道端　博 非公表 10,000

高鳥　光晴 非公表 10,000 中村　文美 非公表 14,000

福永　恒太郎 非公表 12,000 伊東　綾野 非公表 10,000

福永　恒太郎 非公表 10,000 森岡　輝 非公表 14,000

永田　隆 非公表 12,000 宮下　令子 非公表 10,000

小高　恵子 非公表 14,000 井上　幸治 非公表 10,000

須藤　孝 非公表 14,000 山下　友之 非公表 10,000

井上　真治 非公表 14,000 藤原　克二 非公表 14,000

岡本　塁 非公表 14,000 山口　健太郎 非公表 24,000

玉井　秀暁 非公表 12,000 小林　真美 非公表 10,000

渡邉　一慶 非公表 14,000 小林　幸一 非公表 10,000

笛木　涼子 非公表 26,000 古小　治郎 非公表 10,000

小野寺　信男 非公表 10,000 阿彦　雅樹 非公表 14,000

山口　貴弘 非公表 10,000 植田　浩司 非公表 17,000

安達　真好 非公表 10,000 神田　康範 非公表 12,000

加藤　達也 非公表 14,000 津田　弘樹 非公表 26,000

加藤　達也 非公表 14,000 鄒　青穎 非公表 10,000

木内　暁 非公表 10,000 内田　健一 非公表 12,000

佐藤　典久 非公表 14,000 柴崎　正毅 非公表 15,000

石高　億也 非公表 10,000 高田　友紀 非公表 32,000

松井　亮二 非公表 10,000 岡本　光春 非公表 10,000

井藤　秀明 非公表 14,000 湯本　一弘 非公表 10,000

重見　和弘 非公表 12,000 飯田　レイ子 非公表 12,000

竹田　崇 非公表 12,000 伊藤　恵司 非公表 14,000

熊澤　育容 非公表 14,000 高橋　あゆみ 非公表 13,000

江副　裕一 非公表 10,000 西原　孝 非公表 10,000

加茂　寛介 非公表 10,000 武井　智一 非公表 10,000

谷島　健斗 非公表 10,000 佐々木　孝行 非公表 12,000

加藤　孝次郎 非公表 10,000 永田　善康 非公表 10,000

渡辺　貴之 非公表 14,000 森本　壮典 非公表 116,000

田中　栄貴 非公表 14,000 松尾　満留 非公表 14,000

菅原　佑友 非公表 14,000 コモト　カツトシ 非公表 14,000

宮崎　誠 非公表 45,000 北澤　淳也 非公表 14,000

竹田　裕二 非公表 14,000 君塚　義郎 非公表 10,000

小川　高久 非公表 14,000 坂本　真二 非公表 10,000

手嶋　泰之 非公表 45,000 中山　弥 非公表 12,000

渡辺　美佐子 非公表 45,000 濱原　将行 非公表 12,000

下村　強 非公表 14,000 藪内　美穂 非公表 10,000

和泉　宏典 非公表 14,000 永田　裕司 非公表 14,000

保坂　雄太 非公表 10,000 藤岡　由佳 非公表 15,000

山本　佳正 非公表 45,000 三木　章子 非公表 14,000

菅野　翔太 非公表 10,000 小野　愛 非公表 14,000

菊地　千鶴男 非公表 10,000 中井　孝 非公表 20,000

佐藤　文彦 非公表 14,000 大川　貴子 非公表 42,000

笹川　裕 非公表 102,000 杉山　健志 非公表 10,000

大井　秀夫 非公表 45,000 軸丸　克洋 非公表 10,000

中原　光啓 非公表 10,000 松下　美沙子 非公表 14,000

松本　成史 非公表 10,000 金丸　奈央 非公表 14,000

村上　達朗 非公表 12,000 小沢　輝男 非公表 14,000

阿南　大地 非公表 12,000 益田　顕彦 非公表 22,000

渡辺　諒 非公表 10,000 太田　純子 非公表 15,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

中田　恭輔 非公表 10,000 早川　直樹 非公表 12,000

角田　和仁 非公表 10,000 安田　早知子 非公表 14,000

岩崎　未里 非公表 10,000 重田　亜紀子 非公表 45,000

今野　宏 非公表 14,000 衣笠　貢司 非公表 45,000

中村　俊彦 非公表 45,000 宮井　寿成 非公表 14,000

高橋　不二男 非公表 14,000 金子　明弘 非公表 45,000

木村　一哉 非公表 10,000 鈴木　茂雄 非公表 14,000

中島　一郎 非公表 14,000 木村　紀晶 非公表 14,000

佐野　真一郎 非公表 12,000 菅　克二 非公表 10,000

原　美智子 非公表 60,000 伍條　天佑 非公表 12,000

永井　由美子 非公表 10,000 高堂　靖弘 非公表 10,000

中山　勇佑 非公表 14,000 加藤　淳一 非公表 12,000

内田　圭一 非公表 14,000 加藤　淳一 非公表 10,000

岩下　晃 非公表 12,000 植田　美保子 非公表 10,000

大橋　薫 非公表 12,000 小浜　健一 非公表 14,000

菅沼　大輔 非公表 14,000 小浜　健一 非公表 14,000

高澤　茂 非公表 10,000 寺井　悠理 非公表 14,000

猪股　遊 非公表 14,000 竹井　聡 非公表 12,000

後藤　竜生 非公表 10,000 石田　貴義 非公表 45,000

松本　賢一 非公表 10,000 西鍜治　聡 非公表 10,000

高田　真 非公表 14,000 森　紘平 非公表 14,000

松井　大作 非公表 14,000 長浦　良平 非公表 14,000

橋本　章 非公表 12,000 杉山　勇二 非公表 10,000

新城　律恵 非公表 15,000 碓井　隆司 非公表 10,000

柳澤　竜也 非公表 10,000 生井　満 非公表 20,000

坂野　早苗 非公表 14,000 近藤　健史 非公表 14,000

高梨　喜則 非公表 14,000 岩崎　祐次 非公表 45,000

佐藤　広大 非公表 14,000 齋藤　俊也 非公表 45,000

栗城　順子 非公表 14,000 須賀　昌子 非公表 45,000

角山　信司 非公表 10,000 ヤマグチ　トウイチロウ 非公表 26,000

冨田　高廣 非公表 12,000 久野　和雄 非公表 12,000

口　亜紀子 非公表 14,000 内山　雅博 非公表 14,000

小島　裕梨 非公表 14,000 吉田　新吾 非公表 24,000

小林　弘武 非公表 14,000 佐伯　克志 非公表 12,000

大野　之枝 非公表 12,000 喜多村　里子 非公表 14,000

須藤　直史 非公表 14,000 大瀧　裕矢 非公表 10,000

中村　智巳 非公表 12,000 三神　一哉 非公表 14,000

植田　雄亮 非公表 14,000 奥村　健臣 非公表 14,000

若林　謙 非公表 14,000 藤森　玄二 非公表 10,000

山本　泰三 非公表 12,000 斎藤　幸子 非公表 10,000

妹尾　章司 非公表 10,000 玉木　貴明 非公表 14,000

井上　忠志 非公表 45,000 門垣　勝也 非公表 12,000

森本　勝大 非公表 45,000 榎本　尚弥 非公表 14,000

滝口　浩一 非公表 45,000 吉田　秀司 非公表 10,000

箕輪　亮佑 非公表 45,000 山本　崇 非公表 10,000

鳥口　有紀 非公表 13,000 木下　宏昭 非公表 45,000

長谷川　真之 非公表 45,000 宮崎　達也 非公表 14,000

毛利　克巳 非公表 10,000 中島　真樹 非公表 10,000

岡本　佑允 非公表 14,000 西山　裕一 非公表 14,000

伊藤　健太 非公表 10,000 磯　頼光 非公表 20,000

長谷川　伸幸 非公表 17,000 伊藤　武文 非公表 45,000

後藤　喜美代 非公表 17,000 近藤　健比古 非公表 14,000

林　靖之 非公表 12,000 西野　幸介 非公表 14,000

鈴木　雄太 非公表 14,000 中島　慎平 非公表 14,000

中村　友也 非公表 10,000 安田　亮介 非公表 40,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

佐藤　豪 非公表 10,000 森田　靖 非公表 14,000

里中　東彦 非公表 14,000 落合　勝明 非公表 34,000

中嶋　洋平 非公表 10,000 村松　剛 非公表 10,000

山本　真由美 非公表 14,000 久保　孝志 非公表 12,000

長谷川　晋也 非公表 14,000 伊藤　美保 非公表 14,000

大上　寛之 非公表 12,000 小池　洋子 非公表 10,000

西本　敏志 非公表 12,000 吉成　浩一 非公表 20,000

村木　功治 非公表 12,000 吉成　浩一 非公表 12,000

仲村　宏司 非公表 14,000 吉成　浩一 非公表 12,000

渡邉　英彦 非公表 14,000 林　竜一 非公表 14,000

新貝　高弘 非公表 14,000 片岡　親 非公表 10,000

須田　慧 非公表 12,000 新井　達雄 非公表 14,000

宮脇　大侑 非公表 14,000 鈴木　未菜 非公表 10,000

山田　知典 非公表 24,000 白木　健登 非公表 26,000

吉村　功 非公表 12,000 羽崎　明徳 非公表 12,000

大倉　邦康 非公表 10,000 吉川　正明 非公表 10,000

山崎　栄一 非公表 10,000 篠田　真樹 非公表 45,000

石田　孝 非公表 10,000 小林　恭子 非公表 12,000

清水　敏昭 非公表 14,000 丹羽　章夫 非公表 14,000

疋田　清光 非公表 14,000 丹羽　章夫 非公表 14,000

中澤　克文 非公表 45,000 吉田　一幸 非公表 14,000

渡辺　一博 非公表 14,000 野村　邦彦 非公表 14,000

渡辺　一博 非公表 14,000 宮浦　鉄夫 非公表 10,000

佐藤　繁樹 非公表 10,000 宮﨑　健二 非公表 12,000

加藤　亮 非公表 14,000 宮﨑　健二 非公表 12,000

宍戸　則子 非公表 12,000 瀬尾　亜希子 非公表 10,000

宍戸　則子 非公表 10,000 川上　妥子 非公表 14,000

恩田　公正 非公表 10,000 島垣　一道 非公表 14,000

小松　良亮 非公表 12,000 岡本　幸四郎 非公表 14,000

鈴木　孝昌 非公表 20,000 吉田　豊太郎 非公表 10,000

鈴木　孝昌 非公表 14,000 佐々木　恵莉花 非公表 14,000

鈴木　孝昌 非公表 14,000 木村　重房 非公表 45,000

鈴木　孝昌 非公表 14,000 岩下　直正 非公表 14,000

前原　大貴 非公表 10,000 柳谷　正一 非公表 14,000

広瀬　俊秀 非公表 14,000 井鳥　智樹 非公表 45,000

山口　弘美 非公表 10,000 菊池　泰英 非公表 14,000

星崎　達矢 非公表 45,000 山田　晃輔 非公表 12,000

谷本　薫 非公表 14,000 押田　幸夫 非公表 10,000

佐藤　真祐 非公表 10,000 新井　達雄 非公表 14,000

森田　祐生 非公表 14,000 新井　達雄 非公表 14,000

山田　利彦 非公表 10,000 河原　雄治 非公表 10,000

高木　芳明 非公表 45,000 永野　広幸 非公表 14,000

桒原　武史 非公表 12,000 小谷野　恵太 非公表 14,000

志賀　和未 非公表 10,000 野田　あや子 非公表 14,000

三好　悟 非公表 10,000 石塚　拓也 非公表 14,000

梅村　安莉佳 非公表 14,000 島津　良紀 非公表 14,000

小川　隆緒 非公表 14,000 吉田　夏実 非公表 14,000

大槻　淳 非公表 10,000 飯田　慎吾 非公表 10,000

小沼　義昭 非公表 10,000 市橋　学 非公表 10,000

石井　愛 非公表 14,000 敦賀　陽平 非公表 10,000

村上　和也 非公表 14,000 高橋　冬彦 非公表 45,000

萩原　猛 非公表 14,000 澤田　守 非公表 10,000

菊井　祐幸 非公表 14,000 中村　直樹 非公表 14,000

川端　昇 非公表 10,000 宮越　信好 非公表 45,000

藏田　幸三 非公表 10,000 中川　忍 非公表 45,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

上田　高久 非公表 14,000 鈴木　富明 非公表 14,000

熊谷　親範 非公表 45,000 松田　秋子 非公表 20,000

石井　伸良 非公表 10,000 赤塚　健也 非公表 14,000

柿崎　祐一 非公表 10,000 並松　雄大 非公表 10,000

横山　瑞樹 非公表 14,000 米田　博志 非公表 10,000

柴田　巧 非公表 45,000 杉田　耕司 非公表 14,000

道岡　和也 非公表 12,000 宮田　栄三 非公表 14,000

秋定　知 非公表 10,000 足達　雅司 非公表 12,000

中村　雅司 非公表 14,000 加戸　京太 非公表 14,000

山村　賢一 関東 12,000 三間　教史 非公表 14,000

藤原　重良 非公表 32,000 福田　信史 非公表 14,000

新田　加奈 非公表 14,000 森　久志 非公表 14,000

小野寺　信男 非公表 14,000 相川　浩敏 非公表 20,000

北西　努 非公表 10,000 石浦　竜次 非公表 10,000

細川　泰隆 非公表 14,000 髙橋ゆ　寿 非公表 45,000

鈴木　康弘 非公表 14,000 長谷川　晋也 非公表 12,000

山田　弘明 非公表 25,000 三浦　陽子 非公表 14,000

門田　慧 非公表 14,000 保坂　雄太 非公表 10,000

橋本　陸 非公表 17,000 西山　文秀 非公表 14,000

田中　彩子 非公表 14,000 桝田　充宏 非公表 12,000

田島　仁美 非公表 14,000 小村　光寛 非公表 14,000

菊地　誠 非公表 12,000 臼井　卓士 非公表 14,000

帆足　正太郎 非公表 10,000 小西　昌彦 非公表 14,000

倉益　将伍 非公表 14,000 高井　俊吾 非公表 10,000

出合　孝行 非公表 25,000 桐田　守 非公表 14,000

水口　正行 非公表 14,000 後藤　純奈 非公表 14,000

近田　裕生 非公表 14,000 大山　文子 非公表 10,000

中島　輝行 非公表 45,000 小川　敬太 非公表 14,000

星野　俊浩 非公表 20,000 山下　隆弘 非公表 20,000

露木　惠一 非公表 12,000 加藤　洋一 非公表 14,000

澤永　正行 非公表 10,000 荻野　美幸 非公表 45,000

勝村　祥治 非公表 26,000 川村　篤史 非公表 10,000

神原　敬一 非公表 10,000 蒲澤　和也 非公表 14,000

山口　恵子 非公表 20,000 伊東　廉之 非公表 14,000

江幡　元気 非公表 10,000 三瓶　利幸 非公表 14,000

田中　剛 非公表 16,000 矢野　邦彦 非公表 14,000

伏木　康春 非公表 10,000 日詰　智之 非公表 14,000

伏木　康春 非公表 12,000 大塚　亮 非公表 14,000

八木田　誠二 非公表 10,000 丸山　真一 非公表 14,000

長谷川　浩樹 非公表 14,000 清野　秀樹 非公表 10,000

當間　義朗 非公表 30,000 橋本　康孝 非公表 10,000

塚田　百花 非公表 10,000 恵美須　恒平 非公表 14,000

小谷　浩一 非公表 12,000 荒木　万里世 非公表 20,000

千葉　富美子 非公表 10,000 川畑　和也 非公表 14,000

角山　信司 非公表 10,000 城内　太 非公表 45,000

岩野　雄一 非公表 12,000 眞木元　賢一 非公表 10,000

杉本　恵 非公表 10,000 金子　明弘 非公表 14,000

稲田　俊介 非公表 14,000 宮本　弘明 非公表 10,000

樋口　光徳 非公表 45,000 井上　勝美 非公表 10,000

幾見　和宏 非公表 12,000 江谷　真司 非公表 10,000

立木　義貴 非公表 12,000 武田　実 非公表 10,000

信田　寛文 非公表 14,000 田口　功隼 非公表 14,000

高野　由梨 非公表 14,000 松本　洋樹 非公表 10,000

中村　章 非公表 12,000 岡本　一生 非公表 10,000

池田　秀樹 非公表 10,000 神藤　貴巧 非公表 14,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

野口　文子 非公表 10,000 大野　清美 非公表 45,000

山本　星子 非公表 14,000 中村　大輔 非公表 14,000

岸田　めぐみ 非公表 12,000 丹野　亮 非公表 45,000

湯上　智雄 非公表 12,000 藤生　和真 非公表 14,000

高島　健太郎 非公表 10,000 山崎　栄一 非公表 10,000

小関　博幸 非公表 20,000 河田　淳史 非公表 14,000

白木　智也 非公表 10,000 近藤　健比古 非公表 14,000

筆島　直人 非公表 14,000 田中　瑞恵 非公表 12,000

赤木　祐也 非公表 10,000 近藤　智之 非公表 14,000

尾畑　賢一 非公表 10,000 齋藤　貴志 非公表 14,000

宮田　繁典 非公表 28,000 齋藤　貴志 非公表 14,000

小泉　清司 非公表 14,000 白津　太助 非公表 14,000

大坂　泰斗 非公表 12,000 土肥　孝太 非公表 14,000

正木　宏和 非公表 20,000 三浦　正公 非公表 14,000

小関　勝江 非公表 10,000 三浦　正公 非公表 14,000

清水　智大 非公表 18,000 三浦　正公 非公表 14,000

宇佐見　就平 非公表 10,000 宮本　弘明 非公表 10,000

櫻井　威夫 非公表 10,000 湊　直樹 非公表 12,000

馬場　亮 非公表 10,000 伊藤　勝典 非公表 10,000

黒木　胤房 非公表 12,000 岩川　憲一 非公表 14,000

門口　亮 非公表 14,000 武藤　彰 非公表 10,000

横井　こずえ 非公表 12,000 塩手　克志 非公表 14,000

平塚　直樹 非公表 14,000 本田　翔也 非公表 24,000

小林　将大 非公表 10,000 中嶋　吉良 非公表 10,000

上西　彰悟 非公表 14,000 鈴木　浩 非公表 12,000

片岡　哲也 非公表 14,000 村中　久典 非公表 14,000

阿部　悠輝 非公表 14,000 中井　康成 非公表 10,000

茂木　文 非公表 10,000 塚元　惇平 非公表 12,000

岸田　泰行 非公表 10,000 大澤　伴美 非公表 14,000

岸田　泰行 非公表 10,000 小西　治郎 非公表 14,000

志村　巧 非公表 14,000 亀井　諭 非公表 14,000

木村　幸司 非公表 12,000 太田　昌志 非公表 14,000

井上　悠史 非公表 20,000 鈴木　裕介 非公表 14,000

山本　誠治 非公表 10,000 清水　健一 非公表 14,000

片桐　健太 非公表 10,000 近藤　晃 非公表 14,000

杉澤　拓哉 非公表 10,000 竹内　一浩 非公表 14,000

藤本　和花 非公表 14,000 桂田　宰成 非公表 10,000

杉野　奈緒美 非公表 10,000 長田　静 非公表 12,000

戸髙　伸幸 非公表 14,000 井上　孝司 非公表 54,000

佐藤　一 非公表 10,000 冨田　美樹 非公表 10,000

志賀村　将 非公表 14,000 木村　純子 非公表 10,000

竹内　清二 非公表 14,000 大村　龍太 非公表 14,000

松下　孝雄 非公表 10,000 小俣　敦基 非公表 10,000

小出　喜久 非公表 12,000 藪崎　修斗 非公表 14,000

櫻井　昭宏 非公表 14,000 柳原　直哉 非公表 14,000

草野　要 非公表 10,000 梅田　恵介 非公表 14,000

龍口　尚己 非公表 10,000 川名　陽介 非公表 14,000

田口　幸治 非公表 10,000 小林　敬子 非公表 10,000

北出　寿 非公表 14,000 吉田　宗主 非公表 14,000

久保　恭二 非公表 20,000 西村　彰子 非公表 14,000

岡本　文雄 非公表 14,000 渡邊　孝之 非公表 12,000

上田　洋一 非公表 14,000 戸田　博 非公表 10,000

西尾　安人 非公表 28,000 佐藤　正徳 非公表 10,000

岩井　和幸 非公表 14,000 山田　佳代 非公表 10,000

八重樫　寛久 非公表 14,000 山田　佳代 非公表 10,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

鬼崎　清幸 非公表 14,000 太田　亨 非公表 12,000

濱野　健太 非公表 20,000 堀江　秀一 非公表 14,000

吉原　雅敏 非公表 14,000 堀江　秀一 非公表 14,000

樋口　大太 非公表 14,000 野間　賢 非公表 14,000

坂野　友哉 非公表 14,000 新城　京 非公表 14,000

植田　昌明 非公表 36,000 嶋田　晶江 非公表 14,000

川上　聡 非公表 10,000 井口　和栄 非公表 10,000

関　拳輔 非公表 14,000 中島　光宏 非公表 10,000

田村　幸典 非公表 14,000 松浦　正己 非公表 14,000

徳山　博文 非公表 45,000 横山　靖之 非公表 12,000

梨本　孝行 非公表 45,000 小口　達雄 非公表 45,000

石田　眞治 非公表 14,000 北澤　弘隆 非公表 14,000

小田　沙也可 非公表 12,000 石黒　辰緒 非公表 12,000

加藤　正志 非公表 45,000 岡田　喜明 非公表 12,000

大内　元 非公表 14,000 下川原　慎吾 非公表 24,000

千葉　裕介 非公表 14,000 中川　浩明 非公表 10,000

太田　貴徳 非公表 10,000 本多　和孝 非公表 12,000

川崎　光昭 非公表 14,000 本多　和孝 非公表 12,000

川崎　光昭 非公表 10,000 遠藤　夏菜美 非公表 12,000

加村　信道 非公表 14,000 工藤　陸奥雄 非公表 14,000

遠藤　孝 非公表 14,000 関　友秀 非公表 10,000

井川　達也 非公表 14,000 久徳　大貴 非公表 14,000

瀧川　香代子 非公表 14,000 寺田　康宏 非公表 20,000

林　浩一 非公表 45,000 志賀　和未 非公表 10,000

池田　顕 非公表 45,000 増田　翔太 非公表 10,000

藤森　和彦 非公表 14,000 鈴鹿　久美子 非公表 14,000

遠藤　直哉 非公表 14,000 神明　俊輔 非公表 14,000

小山田　伸一 非公表 20,000 市村　佳奈子 非公表 14,000

増沢　恵理子 非公表 10,000 島川　弘行 非公表 12,000

中原　勇一 非公表 10,000 加藤　敦弘 非公表 14,000

北野　聖三 非公表 12,000 日高　修 非公表 14,000

稲垣　昭彦 非公表 14,000 藤原　勝人 非公表 58,000

伊藤　龍司 非公表 14,000 渡邉　一男 非公表 12,000

村瀬　英樹 非公表 10,000 櫻井　靖 非公表 14,000

戸出　沙依 非公表 14,000 井上　哲弥 非公表 10,000

高田　直樹 非公表 14,000 中山　久代 非公表 14,000

山本　昌彦 非公表 45,000 河野　佑介 非公表 20,000

田中　梨恵 非公表 10,000 櫻田　博之 非公表 10,000

西野　桜子 非公表 14,000 北川　昌志 非公表 14,000

石渡　勇登 非公表 10,000 堀　敏雄 非公表 12,000

谷脇　沙綾 非公表 14,000 鹿島　博文 非公表 14,000

西村　さつき 非公表 10,000 澤田　元 非公表 10,000

今　章 非公表 14,000 佐藤　正利 非公表 14,000

下村　尚大 非公表 14,000 堀　直美 非公表 14,000

斎藤　清治 非公表 14,000 古谷　知己 非公表 14,000

澤　正晴 非公表 10,000 野澤　英誉 非公表 45,000

野下　誠 非公表 14,000 城田　太 非公表 45,000

森川　貴広 非公表 24,000 安孫子　大樹 非公表 45,000

浅野　邦子 非公表 24,000 今村　知正 非公表 14,000

野澤　孝広 非公表 12,000 谷口　政景 非公表 14,000

片山　淳 非公表 12,000 苅谷　康介 非公表 14,000

休坂　もなみ 非公表 10,000 大野　信之 非公表 14,000

星　仁 非公表 14,000 秋澤　仁 非公表 10,000

宮口　真一郎 非公表 14,000 森　光正 非公表 14,000

氷上　惠子 非公表 14,000 宮﨑　恵美 非公表 14,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

髙橋　遼 非公表 10,000 宮野　秀一 非公表 10,000

山口　大 非公表 14,000 濱澤　昇 非公表 14,000

山口　大 非公表 14,000 濱澤　昇 非公表 14,000

遠藤　貢 非公表 10,000 松橋　敏成 非公表 14,000

仲村　忠臣 非公表 14,000 横田　博敏 非公表 14,000

春名　宏基 非公表 12,000 片桐　正康 非公表 12,000

白濱　正久 非公表 14,000 遠藤　豪 非公表 24,000

本島　政和 非公表 10,000 大石　紗弓 非公表 10,000

奥本　圭司 非公表 14,000 伊藤　優美子 非公表 14,000

鈴木　仁 非公表 12,000 佐々木　正純 非公表 10,000

伊藤　悠貴 非公表 10,000 田内　将之 非公表 10,000

伊藤　悠貴 非公表 14,000 菊地　雅宣 非公表 14,000

小坪　寛 非公表 45,000 井上　伸一 非公表 14,000

岸田　裕子 非公表 12,000 北　政広 非公表 14,000

永田　昌志 非公表 10,000 小口　高史 非公表 10,000

小林　秀美 非公表 14,000 掛川　博文 非公表 10,000

宮地　紗穂 非公表 12,000 松井　亮二 非公表 10,000

南出　幸司 非公表 14,000 番場　あかり 非公表 12,000

横山　茂 非公表 14,000 佐々木　哲東 非公表 10,000

石井　孝宜 非公表 14,000 杉崎　信之 非公表 45,000

大内　啓佑 非公表 45,000 荒木田　豊 非公表 10,000

湯沼　里佳 非公表 10,000 石井　貴史 非公表 14,000

松田　吉保 非公表 14,000 坂井　清 非公表 10,000

八木　智裕 非公表 14,000 河邉　洋 非公表 12,000

高野　寿子 非公表 14,000 吉野　紘史 非公表 14,000

もりた　えいじ 非公表 10,000 山田　祐希 非公表 10,000

大原　泰源 非公表 20,000 浮田　晴美 非公表 12,000

山口　優介 非公表 12,000 藤澤　浩志 非公表 10,000

三島　圭二 非公表 14,000 鈴木　正平 非公表 14,000

吉本　祐輔 非公表 45,000 大橋　俊彦 非公表 14,000

鈴木　卓 非公表 14,000 立野　陽介 非公表 14,000

中野　秘沙子 非公表 14,000 大沼田　信二 非公表 10,000

鑪　慎太郎 非公表 14,000 原田　裕貴 非公表 14,000

井上　理 非公表 14,000 宇都宮　保 非公表 14,000

高木　明 非公表 14,000 石岡　亘 非公表 56,000

佐藤　晃輔 非公表 14,000 田中　貴俊 非公表 20,000

窪田　咲 非公表 10,000 桑原　隆 非公表 14,000

坂口　雅彦 非公表 14,000 山本　都 非公表 14,000

金田　浩崇 非公表 14,000 安藤　里奈 非公表 10,000

赤星　文昭 非公表 12,000 宮岸　豊治 非公表 14,000

小松　奈津恵 非公表 10,000 大西　博実 非公表 10,000

柴本　鋼平 非公表 10,000 中村　幸夫 非公表 10,000

立花　亞季 非公表 14,000 遠藤　雅行 非公表 12,000

瀬口　智美 非公表 14,000 秋本　友佳理 非公表 12,000

林 　拓慶 非公表 14,000 山口　真由子 非公表 14,000

木村　幸子 非公表 14,000 田中　一平 非公表 14,000

佐伯　滝雄 非公表 14,000 多名部　智久 非公表 14,000

佐伯　滝雄 非公表 10,000 山﨑　博章 非公表 14,000

髙橋　勇武 非公表 56,000 蟹江　章文 非公表 14,000

保田　元恵 非公表 10,000 高橋　雅喜 非公表 45,000

後藤　亘 非公表 14,000 加藤　直之 非公表 45,000

磯木　康弘 非公表 14,000 今福　明 非公表 10,000

池田　遊 非公表 14,000 大滝　伸一 非公表 14,000

渡邉　哲夫 非公表 12,000 伊藤　整 非公表 14,000

泉　浩治 非公表 14,000 藤本　和枝 非公表 12,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

張　鋼 非公表 10,000 鯉渕　敏行 非公表 12,000

板垣　達哉 非公表 10,000 杉本　明大 非公表 14,000

稲葉　哲 非公表 12,000 本田　修 非公表 10,000

根本　孝 非公表 12,000 山本　修司 非公表 14,000

福田　貴士 非公表 14,000 小林　祥宏 非公表 14,000

大居　純 非公表 12,000 深津　一之 非公表 12,000

渡邉　謙二 非公表 14,000 松尾　茂男 非公表 14,000

勝山　祐次 非公表 10,000 藤岡　正樹 非公表 12,000

竹内　亜梨紗 非公表 10,000 藤岡　正樹 非公表 12,000

藤田　浩幸 非公表 14,000 吉澤　一三 非公表 14,000

樋田　恵吾 非公表 14,000 宮下　慎一郎 非公表 10,000

太田　淳 非公表 14,000 林　　洋志 非公表 14,000

佐野　工業 非公表 10,000 上原　直久 非公表 10,000

原　明美 非公表 12,000 高田　昌宜 非公表 12,000

辻　恵子 非公表 12,000 三好　達雄 非公表 12,000

平岩　未央 非公表 10,000 長谷川　聡 非公表 14,000

山中　一史 非公表 14,000 大河内　実希子 非公表 14,000

大平　茂生 非公表 14,000 坂本　正明 非公表 12,000

阪　忠幸 非公表 10,000 原田　徳実 非公表 45,000

薮中　晋 非公表 12,000 福士　幸彦 非公表 10,000

千速　晴康 非公表 14,000 小菅　公義 非公表 14,000

岡山　健也 非公表 14,000 土居　美恵 非公表 12,000

金田　崇 非公表 10,000 土居　美恵 非公表 12,000

石橋　千雪 非公表 10,000 黒沢　正敏 非公表 14,000

松岡　豊 非公表 12,000 林山　充 非公表 14,000

吉田　晋一 非公表 10,000 林山　充 非公表 10,000

真中　哲也 非公表 20,000 伊藤　亮 非公表 14,000

前田　めぐみ 非公表 10,000 田村　典正 非公表 45,000

笹崎　満城 非公表 12,000 木山　博文 非公表 45,000

笹崎　満城 非公表 14,000 清水　貴行 非公表 14,000

石高　億也 非公表 10,000 清水　貴行 非公表 20,000

行川　矩夫 非公表 10,000 平井　昌寛 非公表 10,000

木村　全孝 非公表 12,000 高木　真由美 非公表 14,000

山口　貴弘 非公表 56,000 伊藤　久雄 非公表 10,000

藤野　翼 非公表 14,000 伊藤　久雄 非公表 14,000

山之内　日出男 非公表 14,000 大井　浩之 非公表 14,000

髙橋　典只 非公表 12,000 小矢　啓吾 非公表 14,000

高地　務 非公表 45,000 平尾　英一 非公表 10,000

大久保　アカリ 非公表 10,000 大林　市幸 非公表 10,000

工藤　啓示 非公表 14,000 大林　市幸 非公表 10,000

村上　弘憲 非公表 14,000 山口　雅夫 非公表 14,000

野村　浩太 非公表 14,000 山口　雅夫 非公表 14,000

加藤　達晃 非公表 14,000 森岡　義之 非公表 14,000

市村　裕之 非公表 14,000 佐々木　信悟 非公表 14,000

小畑　義博 非公表 14,000 加藤　章江 非公表 10,000

新井　政継 非公表 15,000 妹尾　良一 非公表 14,000

新井　政継 非公表 14,000 西嶋　崇 非公表 10,000

藤田　赳士 非公表 30,000 八木田　知弘 非公表 12,000

山崎　まゆこ 非公表 14,000 前田　佳之 非公表 10,000

佐藤　仁 非公表 10,000 竹本　義昭 非公表 14,000

佐野　肇 非公表 12,000 梅田　恵莉 非公表 14,000

小林　好明 非公表 14,000 内田　晃盟 非公表 10,000

岡田　彬 非公表 14,000 松本　俊男 非公表 12,000

水野　智志 非公表 14,000 篠藤　誉之 非公表 14,000

福本　健二 非公表 14,000 樋口　浩一 非公表 14,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

日置　祐介 非公表 14,000 山﨑　愛 非公表 12,000

三枝　卓哉 非公表 56,000 土田　拓 非公表 12,000

板橋　博孝 非公表 20,000 熊井　玲奈 非公表 45,000

板橋　博孝 非公表 12,000 原　孝之 非公表 15,000

木村　淳 非公表 15,000 濵田　将嗣 非公表 12,000

平林　桂 非公表 10,000 只津　明俊 非公表 10,000

中野　忠司 非公表 12,000 西阪　光子 非公表 10,000

岡島　弘明 非公表 10,000 森　紘平 非公表 15,000

恒川　拓也 非公表 15,000 石田　義明 非公表 10,000

清原　由佳子 非公表 20,000 原　孝之 非公表 12,000

左近　剛 非公表 10,000 阪本　拓也 非公表 12,000

高見　理恵 非公表 12,000 大村　宏之 非公表 15,000

藤井　健次郎 非公表 10,000 横溝　幸雄 非公表 10,000

木村　美沙子 非公表 12,000 飯塚　浩司 非公表 12,000

中島　久雄 非公表 12,000 山津　吉孝 非公表 10,000

荻原　俊夫 非公表 12,000 野田　紘史 非公表 12,000

山中　慎介 非公表 20,000 竹本　浩司 非公表 45,000

鎌塚　太一 非公表 15,000 梶川　玲二 非公表 15,000

野賀　美作 非公表 10,000 岡　和彦 非公表 45,000

鈴木　健司 非公表 20,000 小池　忠司 非公表 10,000

藤本　明 非公表 12,000 尾崎　俊 非公表 10,000

神山　隼人 非公表 10,000 金丸　徹男 非公表 12,000

川越　良則 非公表 45,000 倉本　慎也 非公表 15,000

川越　良則 非公表 12,000 田之上　欣睦 非公表 12,000

金子　明弘 非公表 14,000 加藤　雄太郎 非公表 10,000

金子　明弘 非公表 14,000 関口　智子 非公表 20,000

波塚　芳朗 非公表 14,000 池上　公房 非公表 10,000

佐々木　康文 非公表 20,000 鎌田　義信 非公表 45,000

鳩　知子 非公表 10,000 長沼　博 非公表 12,000

内田　亜希子 非公表 15,000 畠中　新介 非公表 12,000

黒川　祥吾 非公表 12,000 村田　宏一 非公表 12,000

岸本　英子 非公表 20,000 藤本　博一 非公表 15,000

山崎　雄太 非公表 15,000 松本　幸雄 非公表 12,000

藤井　優子 非公表 10,000 大塚　正之 非公表 10,000

高畠　龍夫 非公表 12,000 加藤　竜一 非公表 10,000

立花　佳子 非公表 15,000 舩橋　良政 非公表 10,000

吉田　英樹 非公表 15,000 木村　修 非公表 15,000

小柳　哲也 非公表 12,000 福西　克治 非公表 12,000

折田　真二 非公表 45,000 山下　潔 非公表 20,000

石渡　剛一 非公表 15,000 奥野　梓 非公表 12,000

新垣　美幸 非公表 10,000 江口　香里 非公表 10,000

松井　隆浩 非公表 15,000 竹中　慶子 非公表 15,000

花田　桃子 非公表 10,000 窪田　恭大 非公表 10,000

青木　信夫 非公表 10,000 増田　雅士 非公表 18,000

藤原　隆史 非公表 10,000 佐藤　優也 非公表 15,000

菅野　寛之 非公表 10,000 吉安　翔哉 非公表 15,000

酒井　亜美 非公表 12,000 山口　佐織 非公表 10,000

曾根　真智子 非公表 15,000 古荘　浩司 非公表 15,000

谷川　神奈 非公表 10,000 小山　さやか 非公表 45,000

吉田　保雄 非公表 10,000 小田部　安男 非公表 12,000

吉田　保雄 非公表 10,000 三宅　裕之 非公表 15,000

西村　靖 非公表 45,000 永井　俊平 非公表 58,000

飯田　勤 非公表 10,000 藤井　仁 非公表 48,000

新出　貴司 非公表 15,000 泉　孝則 非公表 12,000

新出　貴司 非公表 12,000 矢田　真一 非公表 20,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

竹尾　あけみ 非公表 26,000 佐藤　一也 非公表 15,000

山田　忠 非公表 10,000 大岡　翔馬 非公表 15,000

卜部　潤 非公表 20,000 松元　洋樹 非公表 15,000

内田　俊行 非公表 20,000 三宅　秀典 非公表 20,000

宮本　章子 非公表 10,000 菱沼　隆一 非公表 10,000

草間　杏美 非公表 15,000 得丸　善之 非公表 12,000

相澤　繁 非公表 10,000 齋藤　利道 非公表 12,000

和泉　千保子 非公表 10,000 服部　由美子 非公表 12,000

井口　道雄 非公表 10,000 二宮　夏子 非公表 10,000

細谷　俊介 非公表 15,000 川野　恵以子 非公表 12,000

澤村　あゆみ 非公表 26,000 劉　嘉嘉 非公表 10,000

畑中　浩江 非公表 10,000 小山　幸代 非公表 15,000

近藤　太勝 非公表 10,000 駒井　博子 非公表 10,000

尾上　輝彦 非公表 10,000 山田　知秀 非公表 20,000

早馬　善彦 非公表 12,000 田中　せいや 非公表 10,000

泉　和彦 非公表 10,000 市川　明子 非公表 10,000

黒川　貴史 非公表 20,000 岡田　義幸 非公表 10,000

森　悠紀 非公表 20,000 高橋　裕之 非公表 10,000

小関　和徳 非公表 20,000 加藤　貞行 非公表 10,000

ながえ　洋一 非公表 20,000 三好　秀美 非公表 15,000

竹中　　正 非公表 10,000 神藤　仁美 非公表 15,000

池村　祐樹 非公表 15,000 楠本　司 非公表 12,000

髙橋　祐一 非公表 12,000 柴田　晴美 非公表 14,000

草薙　伸也 非公表 15,000 渡邉　竜治 非公表 12,000

中西　円 非公表 10,000 杉本　泰幸 非公表 10,000

田淵　章 非公表 10,000 倉島　武志 非公表 15,000

岩瀬　洋子 非公表 15,000 佐藤　靖 非公表 10,000

須藤　香織 非公表 10,000 島田　直明 非公表 40,000

小田　亮介 非公表 15,000 多田　洋 非公表 15,000

八幡　美奈子 非公表 10,000 宿岩　みゆき 非公表 22,000

福地　智 非公表 10,000 玉野　博之 非公表 12,000

友田　多彦 非公表 15,000 今西　良 非公表 10,000

門間　秀光 非公表 15,000 湯澤　均 非公表 10,000

黒坂　仁 非公表 20,000 加納　拓 非公表 15,000

中坪　良太郎 非公表 10,000 藤原　真実 非公表 15,000

上原　彩子 非公表 15,000 服部　秀人 非公表 12,000

杉山　幸弘 非公表 10,000 上野　芳樹 非公表 12,000

植木　寛太 非公表 15,000 坂口　晴美 非公表 20,000

山下　知也 非公表 10,000 阿久根　茂樹 非公表 10,000

泉　久雄 非公表 40,000 今井　みさ枝 非公表 10,000

梶原　雄 非公表 15,000 今井　みさ枝 非公表 15,000

玉井　有子 非公表 10,000 小嶋　孝之 非公表 10,000

橋本　吉記 非公表 10,000 田中　史麻 非公表 15,000

工藤　浩市 非公表 12,000 小原　清人 非公表 12,000

末次　剛 非公表 12,000 藪崎　昭彦 非公表 45,000

菅原　日佐子 非公表 10,000 藤田　竜三 非公表 15,000

白川　寛晃 非公表 15,000 沖　雅明 非公表 15,000

岩崎　浩季 非公表 12,000 末谷　秀成 非公表 15,000

山本　真理 非公表 12,000 小池　直樹 非公表 45,000

中島　規行 非公表 10,000 高橋　千帆 非公表 45,000

藤村　大希 非公表 15,000 廣田　裕 非公表 12,000

林　一光 非公表 14,000 佐伯　貴昭 非公表 12,000

石田　八重子 非公表 15,000 嶋児　未来 非公表 15,000

伊藤　雄介 非公表 10,000 大井　浩之 非公表 15,000

市村　紗綾華 非公表 12,000 大井　浩之 非公表 10,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

大井　浩之 非公表 10,000 鈴木　康仁 非公表 15,000

星野　卓也 非公表 10,000 淺谷　美津子 非公表 10,000

鈴木　貴幸 非公表 15,000 坂田　武士 非公表 45,000

深谷　勝彦 非公表 10,000 大森　雄男 非公表 10,000

戎居　広平 非公表 12,000 島山　聡仁 非公表 45,000

稲葉　智 非公表 10,000 中本　隆之 非公表 45,000

牧田　雅夫 非公表 12,000 長谷川　誠 非公表 15,000

牧田　雅夫 非公表 12,000 倉田　修 非公表 12,000

牧田　雅夫 非公表 12,000 小山田　綾子 非公表 15,000

牧田　雅夫 非公表 12,000 島田　力 非公表 10,000

西野　健児 非公表 45,000 黒宮　大輔 非公表 14,000

河田　康幸 非公表 40,000 奥村　将之 非公表 10,000

高岡　素子 非公表 10,000 平山　薫里 非公表 20,000

高岡　素子 非公表 10,000 中野　正之 非公表 12,000

小田　将智 非公表 12,000 森田　哲之 非公表 20,000

呉　双 非公表 12,000 加藤　珠江 非公表 24,000

井上　真和 非公表 14,000 藤原　芳子 非公表 10,000

鈴木　達也 非公表 12,000 井上　翔太 非公表 10,000

石塚　正拓 非公表 20,000 田中　健治 非公表 20,000

坂口　猛 非公表 10,000 石坂　朋伯 非公表 12,000

森　信好 非公表 10,000 沢井　恵子 非公表 10,000

六馬　登史文 非公表 12,000 北村　萌香 非公表 10,000

金谷　健男 非公表 10,000 金田　進太郎 非公表 10,000

山崎　慎太郎 非公表 10,000 杉山　昌子 非公表 10,000

杉浦　麻子 非公表 10,000 土井　智彦 非公表 10,000

佐藤　美野里 非公表 10,000 河崎　義隆 非公表 20,000

鍜治谷　洋 非公表 10,000 河崎　義隆 非公表 12,000

松田　隆信 非公表 15,000 藤縄　浩 非公表 20,000

沖元　安 非公表 10,000 山下　武宣 非公表 14,000

権田　祥枝 非公表 15,000 岩田　幸義 非公表 10,000

渡辺　順子 非公表 15,000 関口　里沙 非公表 20,000

本間　義徳 非公表 45,000 白井　琢 非公表 12,000

内山　直行 非公表 52,000 中間　征信 非公表 12,000

石田　光子 非公表 15,000 太田　昌志 非公表 10,000

石井　広志 非公表 15,000 太田　昌志 非公表 10,000

加藤　孝司 非公表 10,000 内間　安邦 非公表 15,000

西堀　知行 非公表 12,000 清水　秀人 非公表 20,000

松永　忠軌 非公表 10,000 八木　清美 非公表 10,000

吉田　遥香 非公表 12,000 渡辺　倍通 非公表 15,000

佐々木　貴央 非公表 15,000 鈴木　美登 非公表 10,000

長谷川　健斗 非公表 10,000 内山　俊一 非公表 15,000

寺嶋　太一 非公表 15,000 松下　房枝 非公表 12,000

松尾　利宏 非公表 15,000 松下　房枝 非公表 12,000

古家野　雄紀 非公表 12,000 山田　泰司 非公表 15,000

池口　雄一郎 非公表 10,000 本田　祥子 非公表 12,000

平本　靖ニ 非公表 10,000 池田　勉 非公表 12,000

今石　好訓 非公表 12,000 福水　浩二 非公表 12,000

浜野　澄子 非公表 10,000 坂崎　司 非公表 15,000

岡橋　優介 非公表 12,000 下条　勝也 非公表 10,000

岡橋　優介 非公表 12,000 榎本　安宏 非公表 45,000

岡橋　優介 非公表 12,000 清水　洋 非公表 10,000

中川　文雄 非公表 15,000 森部　和稔 非公表 20,000

大地　良侑 非公表 15,000 伊藤　稔 非公表 12,000

望月　正義 非公表 10,000 石田　裕一 非公表 10,000

澤近　良彦 非公表 10,000 井上　陽介 非公表 10,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

秀熊　順治 非公表 45,000 中村　雅昭 非公表 10,000

中村　明夫 非公表 12,000 三谷　修 非公表 15,000

神崎　隆史 非公表 12,000 脇山　かほる 非公表 15,000

樋口　利枝 非公表 20,000 内山　雅博 非公表 15,000

河村　有紀 非公表 12,000 眞野　文男 非公表 15,000

立花　和典 非公表 10,000 五十嵐　晴彦 非公表 10,000

池邉　勇 非公表 10,000 赤津　達夫 非公表 12,000

舩越　あゆみ 非公表 29,000 小林　三郎 非公表 12,000

亀井　直也 非公表 10,000 氏家　俊春 非公表 12,000

上野　浩一 非公表 12,000 山室　喜洋 非公表 20,000

岡本　和恵 非公表 15,000 辻　賢幹 非公表 10,000

知念　政道 非公表 116,000 杉山　健人 非公表 15,000

渡邉　将人 非公表 20,000 諸田　康祐 非公表 18,000

河合　志保 非公表 12,000 佐々木　康広 非公表 24,000

佐東　秀樹 非公表 10,000 須藤　英夫 非公表 10,000

安藤　正勝 非公表 20,000 碓井　貴之 非公表 116,000

花岡　聡子 非公表 15,000 有限会社　氏家企画 非公表 10,000

佐藤　陽子 非公表 10,000 山崎　智志 非公表 15,000

村田　修平 非公表 10,000 土方　彰 非公表 15,000

川島　直人 非公表 20,000 近藤　信幸 非公表 12,000

後藤　祐治 非公表 12,000 伊藤　嘉則 非公表 10,000

青木　寛人 非公表 26,000 平田　和也 非公表 12,000

佐々木　孝昌 非公表 15,000 角田　幸二 非公表 58,000

太田　美穂 非公表 12,000 横地　賢 非公表 10,000

稲垣　里沙子 非公表 12,000 清水　康司 非公表 10,000

森　孝枝 非公表 36,000 松本　純怜 非公表 45,000

竹下　賢 非公表 15,000 山口　賢介 非公表 45,000

後藤　祐治 非公表 12,000 河野　圭哉 非公表 10,000

浦田　貴裕 非公表 12,000 森　健太郎 非公表 12,000

桑田　賢治 非公表 12,000 井口　義也 非公表 15,000

林　照夫 非公表 12,000 田中　啓介 非公表 45,000

稲岡　大悟 非公表 10,000 下川　貴広 非公表 15,000

瀬下　光起 非公表 20,000 鈴木　正明 非公表 10,000

佐々木　卓 非公表 10,000 西井　勝一 非公表 10,000

中山　雅弘 非公表 14,000 岩間　章子 非公表 10,000

阪谷　伸也 非公表 10,000 足立　廣孝 非公表 15,000

池谷　壮之介 非公表 10,000 坂上　孝一 非公表 12,000

佐藤　貴憲 非公表 10,000 土谷　久士 非公表 12,000

上野　嘉子 非公表 10,000 飯田　明彦 非公表 10,000

三田村　耕治 非公表 12,000 堀内　昭吾 非公表 10,000

遠山　明 非公表 12,000 永山　孝子 非公表 15,000

三野　眞 非公表 12,000 安藤　晃佑 非公表 15,000

小林　紘也 非公表 45,000 藤澤　健 非公表 15,000

田中　勇希 非公表 15,000 高橋　克夫 非公表 10,000

前西　景太 非公表 15,000 平木　孝志 非公表 10,000

山口　一弘 非公表 10,000 尾﨑　聡 非公表 45,000

小杉山　義高 非公表 10,000 倉田　文彦 非公表 15,000

野方　靖行 非公表 20,000 安藤　和子 非公表 10,000

金子　淳 非公表 15,000 堀井　隆一郎 非公表 10,000

高坂　昌道 非公表 10,000 原　大樹 非公表 15,000

間　敬邦 非公表 10,000 菅原　時男 非公表 15,000

宮川　勝之 非公表 12,000 稲熊　秀樹 非公表 12,000

徳橋　青海 非公表 12,000 大宅　健司 非公表 12,000

大塚　真範 非公表 12,000 植野　芳彦 非公表 15,000

新田　昭彦 非公表 12,000 小沼　美紀 非公表 12,000
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田中　貴子 非公表 10,000 尾渕　美鈴 非公表 15,000

中川　大輝 非公表 10,000 新井　栄 非公表 12,000

馬野　雅行 非公表 12,000 加藤　研一 非公表 12,000

尾田　実 非公表 20,000 芝野　正治 非公表 10,000

佐藤　慶弘 非公表 30,000 芝野　正治 非公表 10,000

嘉屋　亮治 非公表 45,000 小野沢　充 非公表 12,000

緒方　直明 非公表 20,000 奥島　正 非公表 12,000

金澤　光二 非公表 10,000 小林　崇浩 非公表 12,000

櫛田　義明 非公表 10,000 中江　則男 非公表 12,000

大西　明男 非公表 10,000 猪狩　隆典 非公表 15,000

中川　景介 非公表 20,000 藤原　寿生 非公表 10,000

木村　健一朗 非公表 12,000 井上　幸彦 非公表 10,000

松永　誠治 非公表 15,000 中野　祐一郎 非公表 10,000

内田　雅 非公表 12,000 須崎　智佐子 非公表 10,000

田中　剛 非公表 15,000 伊藤　有紀 非公表 10,000

白松　由行 非公表 45,000 秋田　雅哉 非公表 10,000

大嶽　雄司 非公表 10,000 手塚　達哉 非公表 20,000

柳　申一郎 非公表 10,000 伊藤　雪枝 非公表 12,000

丑久保　進一 非公表 10,000 佐々木　知剛 非公表 10,000

齋藤　知行 非公表 12,000 林　和法 非公表 10,000

小松　邦泰 非公表 45,000 早川　忍 非公表 18,000

徳田　晶 非公表 10,000 望月　裕司 非公表 14,000

福原　誉司 非公表 12,000 藤田　裕嗣 非公表 10,000

三箇　和美 非公表 10,000 岩木　真吾 非公表 15,000

沢水　勇貴 非公表 10,000 水谷　千種 非公表 10,000

青山　通晴 非公表 12,000 塩澤　知之 非公表 58,000

吉田　隆司 非公表 20,000 児玉　好正 非公表 20,000

百目鬼　洋史 非公表 14,000 大塚　伸一 非公表 10,000

林　佳史 非公表 15,000 大本　尚弘 非公表 14,000

間藤　裕子 非公表 10,000 井上　耕介 非公表 10,000

坂本　健造 非公表 20,000 美馬　千早紀 非公表 10,000

井ノ口　達也 非公表 10,000 前田　大地 非公表 10,000

金吉　弘幸 非公表 12,000 杉本　武男 非公表 10,000

仁木　良之 非公表 12,000 梅野　和仁 非公表 10,000

玉木　節生 非公表 12,000 小川　綾司 非公表 15,000

岩田　耕司 非公表 12,000 木村　和哉 非公表 15,000

富永　純広 非公表 10,000 大塚　剛 非公表 12,000

福岡　佑二 非公表 12,000 近藤　和男 非公表 15,000

森　俊哉 非公表 12,000 安田　信行 非公表 15,000

藤原　克彦 非公表 10,000 川田　純弘 非公表 10,000

久保田　輝夫 非公表 12,000 石下　新也 非公表 15,000

東　二郎 非公表 12,000 高橋　定敏 非公表 10,000

丸井　健生 非公表 10,000 高橋　定敏 非公表 10,000

永橋　法昭 非公表 12,000 亀井　真帆 非公表 45,000

永橋　法昭 非公表 12,000 片岡　俊哉 非公表 12,000

高田　豊彦 非公表 45,000 市川　康 非公表 20,000

並木　義孝 非公表 12,000 松木　治彦 非公表 10,000

小宮　潤 非公表 12,000 菅野　雅子 非公表 12,000

井上　孝司 非公表 10,000 石井　幸一 非公表 10,000

吉田　裕 非公表 15,000 山本　恭太朗 非公表 12,000

吉田　裕 非公表 15,000 嵯峨　雄二 非公表 10,000

島本　勇二 非公表 10,000 安増　妙子 非公表 12,000

仲田　弘一 非公表 12,000 松本　晃朋 非公表 12,000

座波　秀男 非公表 10,000 大熊　勇輝 非公表 10,000

永井　恒義 非公表 15,000 久保　孝志 非公表 10,000
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松野　茂樹 非公表 10,000 渡邉　裕樹 非公表 10,000

杉村　幹子 非公表 12,000 池田　忠 非公表 12,000

根〆　淳一 非公表 12,000 本多　隆 非公表 12,000

田代　愛 非公表 26,000 本多　隆 非公表 12,000

渡部　訓史 非公表 12,000 本多　隆 非公表 10,000

加藤　卓男 非公表 24,000 本多　隆 非公表 10,000

松元　尋文 非公表 15,000 安田　修 非公表 12,000

中本　真敬 非公表 12,000 大山　直美 非公表 10,000

木村　城司 非公表 45,000 矢野　美沙紀 非公表 12,000

平床　和也 非公表 15,000 佐々木　輝明 非公表 45,000

西川　武司 非公表 12,000 佐藤　和道 非公表 45,000

田中　美穂 非公表 10,000 石塚　政行 非公表 12,000

福富　洋子 非公表 10,000 谷合　智彦 非公表 12,000

山田　圭之進 非公表 12,000 浜林　尊幸 非公表 15,000

大岩　喜春 非公表 20,000 浜林　尊幸 非公表 10,000

城方　秀之 非公表 15,000 甲斐　智子 非公表 12,000

木本　洋 非公表 45,000 岩間　香代子 非公表 12,000

宮本　春美 非公表 10,000 吉村　正年 非公表 10,000

武美　寧兼 非公表 20,000 金城　大希 非公表 10,000

武美　寧兼 非公表 10,000 村上　雅朗 非公表 10,000

石田　崇 非公表 12,000 佐々木　清貴 非公表 10,000

須田　正信 非公表 10,000 中辻　律江 非公表 10,000

日比野　誠二 非公表 15,000 請河　剛志 非公表 20,000

日比野　誠二 非公表 15,000 小杉　正人 非公表 20,000

松井　直樹 非公表 15,000 阿部　義広 非公表 10,000

本宮　麻美 非公表 12,000 紫垣　源二郎 非公表 15,000

石山　誠 非公表 12,000 古川　雄太 非公表 10,000

吉本　まゆみ 非公表 20,000 高須　沙織 非公表 10,000

小嶋　洋輝 非公表 15,000 村中　郭哉 非公表 10,000

原部　伸之 非公表 10,000 三谷　哲哉 非公表 24,000

原部　伸之 非公表 10,000 小城　秀人 非公表 10,000

小林　美波里 非公表 12,000 礒部　一郎 非公表 12,000

田中　一平 非公表 45,000 松本　和重 非公表 10,000

渡部　英則 非公表 10,000 南　晴香 非公表 10,000

熊谷　信一 非公表 15,000 野田　裕希 非公表 10,000

平本　美和子 非公表 12,000 酒井　大蔵 非公表 10,000

須藤　史枝 非公表 12,000 西村　顕 非公表 18,000

須藤　史枝 非公表 10,000 池上　美幸 非公表 10,000

市島　英人 非公表 15,000 横塚　直樹 非公表 10,000

宮薗　裕 非公表 20,000 飯村　大介 非公表 10,000

神森　眞 非公表 20,000 吉村　浩行 非公表 10,000

村上　裕一 非公表 12,000 六車　陽一 非公表 10,000

安藤　英道 非公表 36,000 山内　由喜雄 非公表 12,000

成行　和加子 非公表 20,000 伊藤　淳 非公表 10,000

松澤　忠大 非公表 24,000 堀　真也 非公表 35,000

前田　誠 非公表 12,000 蒔苗　友紀 非公表 12,000

山岸　克司 非公表 10,000 向井　敏之 非公表 15,000

安井　清 非公表 10,000 西島　健二 非公表 10,000

加藤　美香 非公表 12,000 植田　裕三 非公表 12,000

佐藤　友彦 非公表 10,000 君塚　隆一 非公表 26,000

齊藤　陽介 非公表 20,000 山川　洋右 非公表 15,000

菊田　奈尚 非公表 12,000 奥山　尚人 非公表 12,000

関口　明男 非公表 12,000 松田　治之 非公表 12,000

武田　新夫 非公表 15,000 小林　孝次 非公表 12,000

野高　和弘 非公表 15,000 髙野瀬　康司 非公表 10,000
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井上　善弘 非公表 10,000 笹原　一樹 非公表 10,000

守塚　洋子 非公表 12,000 大久保　篤 非公表 12,000

蔭山　雄介 非公表 45,000 守田　耕太郎 非公表 15,000

吉田　智美 非公表 12,000 中島　理之 非公表 45,000

榊原　康仁 非公表 10,000 中島　理之 非公表 45,000

徳地　寛一 非公表 10,000 本谷　一 非公表 10,000

山崎　悦子 非公表 12,000 大岡　博文 非公表 10,000

重田　大輔 非公表 15,000 山口　剛 非公表 15,000

松永　由香 非公表 10,000 原田　温志 非公表 15,000

津曲　康子 非公表 14,000 齋藤　純也 非公表 45,000

森部　玲子 非公表 12,000 鈴木　哲男 非公表 10,000

荒川　路子 非公表 10,000 天野　謙一 非公表 12,000

栗本　博之 非公表 10,000 辻野　良一 非公表 12,000

郡谷　大輔 非公表 14,000 中浦　正浩 非公表 12,000

名草　芳亮 非公表 12,000 菊山　裕久 非公表 12,000

岡元　有己子 非公表 10,000 佐々木　佳子 非公表 12,000

塚田　詠子 非公表 12,000 飯島　寛仁 非公表 10,000

村山　晃子 非公表 20,000 山崎　勝雄 非公表 12,000

望月　克祐 非公表 20,000 近藤　将臣 非公表 15,000

森下　弘美 非公表 10,000 本吉　英一 非公表 10,000

仲村　恵史 非公表 10,000 竹内　宏樹 非公表 10,000

立木　茜 非公表 10,000 有坂　茂 非公表 12,000

内出　泉 非公表 18,000 柴尾　一成 非公表 15,000

熊倉　由貴乃 非公表 10,000 森口　将之 非公表 56,000

澤田　奈穂美 非公表 10,000 清水　省悟 非公表 12,000

坂井　厚志 非公表 15,000 佐藤　義晴 非公表 10,000

津田　真純 非公表 10,000 田中　之裕 非公表 12,000

阪上　将彦 非公表 14,000 森　将太 非公表 12,000

遠藤　暢 非公表 10,000 小林　真樹 非公表 12,000

金岡　真里 非公表 10,000 菊池　雅行 非公表 45,000

木村　敦 非公表 12,000 藤井　里絵 非公表 10,000

川本　吏記 非公表 12,000 阪上　康晴 非公表 15,000

河合　秀樹 非公表 10,000 石島　直樹 非公表 18,000

清岡　智 非公表 20,000 岸本　大志 非公表 14,000

麓　貴行 非公表 10,000 奥野　雄太 非公表 15,000

三浦　眞之祐 非公表 12,000 西　登 非公表 15,000

白山　直樹 非公表 10,000 石田　奈々恵 非公表 15,000

山田　浩司 非公表 12,000 赤石　康弘 非公表 10,000

山田　仁士 非公表 15,000 山崎　貴臣 非公表 20,000

背戸土井　裕幸 非公表 12,000 熊倉　昌幸 非公表 15,000

川代　勉 非公表 10,000 神保　洋 非公表 10,000

関　享之 非公表 45,000 山崎　敬一 非公表 20,000

八幡　兼成 非公表 10,000 室　秀樹 非公表 10,000

桑原　憲一 非公表 10,000 竹内　誠 非公表 12,000

香川　玲子 非公表 10,000 西江　悠花 非公表 12,000

香川　玲子 非公表 10,000 田中　千津子 非公表 10,000

青山　仁 非公表 10,000 高橋　愛子 非公表 10,000

見留　勇介 非公表 15,000 松田　茂 非公表 15,000

小野　康子 非公表 20,000 今村　憲一 非公表 12,000

坂本　達也 非公表 10,000 内山　昌彦 非公表 12,000

才原　明美 非公表 58,000 石川　知恵子 非公表 12,000

田村　陸雄 非公表 15,000 村松　聡 非公表 12,000

中山　亮平 非公表 10,000 渡邉　裕樹 非公表 10,000

橋田　滉士 非公表 12,000 若園　由樹子 非公表 10,000

村田　宣江 非公表 12,000 設楽　哲史 非公表 20,000
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柴田　和弘 非公表 12,000 鈴木　善二郎 非公表 15,000

古賀　麗雄 非公表 20,000 齋藤　篤志 非公表 15,000

福嶋　沙紀 非公表 15,000 青山　吉伸 非公表 12,000

鷲塚　冬記 非公表 40,000 加藤　高明 非公表 20,000

針谷　隆夫 非公表 10,000 林　英成 非公表 12,000

水野　瞳 非公表 24,000 林　司 非公表 20,000

二宮　孝朗 非公表 15,000 畠岡　昌弘 非公表 20,000

奥山　翔太 非公表 10,000 高木　利夫 非公表 12,000

牧野　定弘 非公表 10,000 種生　円 非公表 15,000

元藤　仙子 非公表 11,000 稲葉　司 非公表 10,000

難波　誠 非公表 10,000 齊木　誠 非公表 12,000

高橋　伸光 非公表 10,000 二宮　勇基 非公表 15,000

千葉　実 非公表 12,000 新居　美貴 非公表 10,000

円谷　賢斗 非公表 10,000 山崎　裕子 非公表 12,000

梅本　修司 非公表 12,000 柴田　洋佑 非公表 10,000

佐々木　弘克 非公表 15,000 板山　裕慈 非公表 24,000

西尾　弘子 非公表 12,000 谷口　多英子 非公表 10,000

垣内　博行 非公表 24,000 甲斐　正浩 非公表 24,000

西村　麻美 非公表 12,000 巽　裕治 非公表 12,000

丸山　博美 非公表 10,000 水野　紗衣 非公表 10,000

吉良　友幸 非公表 15,000 橋本　千晴 非公表 12,000

橋本　果林 非公表 10,000 廣瀬　晋哉 非公表 12,000

井上　幸子 非公表 10,000 藤井　里香 非公表 10,000

河中　達也 非公表 10,000 田中　友紀子 非公表 10,000

川上　典子 非公表 10,000 木村　宏志 非公表 10,000

木村　順平 非公表 10,000 阿南　洋一 非公表 20,000

畠　孝二郎 非公表 10,000 酒井　剛 非公表 20,000

冨樫　真由美 非公表 18,000 木村　圭祐 非公表 45,000

久保　成吾 非公表 10,000 川井　一哉 非公表 20,000

久保　成吾 非公表 14,000 松岡　憲生 非公表 20,000

久保　成吾 非公表 12,000 河田　加代 非公表 12,000

久保　成吾 非公表 10,000 名和　健 非公表 10,000

長谷川　和夫 非公表 12,000 山田　義孝 非公表 20,000

阿部　育嘉 非公表 10,000 渡邉　美由起 非公表 15,000

石川　隆達 非公表 12,000 福永　美咲 非公表 15,000

長谷川　利樹 非公表 45,000 高倉　利行 非公表 10,000

中村　哲治 非公表 15,000 中馬　康敬 非公表 10,000

秋野　薫 非公表 12,000 吉松　京介 非公表 15,000

小畑　加代子 非公表 12,000 北野　希和 非公表 10,000

岡橋　正明 非公表 12,000 林　章之 非公表 10,000

亀井　海沙 非公表 10,000 下家　裕之 非公表 15,000

谷口　久重 非公表 12,000 中橋　康則 非公表 15,000

加藤　洋 非公表 12,000 中橋　康則 非公表 12,000

細川　泰隆 非公表 15,000 赤松　信也 非公表 10,000

菊地　一弘 非公表 15,000 皆本　弘樹 非公表 10,000

山崎　栄一 非公表 10,000 高橋　信安基 非公表 10,000

朴　正旭 非公表 20,000 北川　妙子 非公表 12,000

井川　加津志 非公表 12,000 柘植　歩美 非公表 20,000

井川　加津志 非公表 12,000 大樂　弘幸 非公表 12,000

瀧本　春美 非公表 12,000 高田　博光 非公表 15,000

山田　誠二 非公表 15,000 岡山　賀一 非公表 22,000

植片　健太 非公表 15,000 宮田　智子 非公表 10,000

杉田　太 非公表 12,000 亀井　里沙 非公表 12,000

井戸　勝治 非公表 15,000 大塚　健司 非公表 22,000

神野　夏希 非公表 12,000 永野　秀博 非公表 10,000
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笹川　加奈子 非公表 12,000 高島　寿樹 非公表 10,000

泉　貴志 非公表 24,000 鈴木　一徳 非公表 15,000

江口　直樹 非公表 26,000 鈴木　一徳 非公表 12,000

栗原　蓮 非公表 12,000 森永　誉大 非公表 15,000

古谷　広文 非公表 20,000 津熊　茂則 非公表 20,000

長尾　泰堂 非公表 12,000 松嶋　俊和 非公表 15,000

熊野　唯 非公表 10,000 野村　圭 非公表 15,000

谷本　憲彦 非公表 10,000 柴田　亮介 非公表 12,000

森　みどり 非公表 15,000 坂下　賢記 非公表 10,000

鈴木　亮太 非公表 15,000 近藤　一平 非公表 10,000

池田　純一 非公表 20,000 綱野　合亜人 非公表 12,000

岩崎　建 非公表 45,000 星野　文鶴 非公表 15,000

佐藤　敦 非公表 45,000 石井　正実 非公表 10,000

天達　亮 非公表 45,000 庄司　義和 非公表 15,000

吉田　行男 非公表 12,000 稲田　みちる 非公表 10,000

林　政延 非公表 15,000 宮澤　ゆかり 非公表 30,000

佐々木　哲也 非公表 15,000 鈴木　智加良 非公表 15,000

中永　明宏 非公表 12,000 半澤　孝佳 非公表 20,000

南波　幹夫 非公表 45,000 森田　晴美 非公表 20,000

幸村　香代子 非公表 20,000 横沢　春子 非公表 10,000

奥田　　理々男 非公表 10,000 白波瀬　裕 非公表 18,000

坂井　光 非公表 12,000 西室　駿 非公表 12,000

中條　聡 非公表 12,000 山本　直行 非公表 12,000

尾崎　英司 非公表 10,000 大森　要 非公表 20,000

高橋　秀司 非公表 10,000 三宅　隆之 非公表 12,000

滝澤　直広 非公表 45,000 片山　茂 非公表 12,000

小松　俊朗 非公表 10,000 塚本　勝一 非公表 12,000

大橋　みゆき 非公表 10,000 大久保　佑一 非公表 10,000

松田　雄一 非公表 45,000 永田　達也 非公表 20,000

荒木　雅彦 非公表 12,000 塙　健治 非公表 12,000

大西　遼 非公表 10,000 齋藤　洋邦 非公表 15,000

和島　奈緒 非公表 12,000 齋藤　雅彦 非公表 20,000

片山　繁 非公表 12,000 浜崎　博子 非公表 10,000

片山　繁 非公表 12,000 花村　市子 非公表 20,000

北野　剛 非公表 20,000 西田　知史 非公表 20,000

永瀬　知行 非公表 10,000 松岡　晃平 非公表 10,000

畠山　直也 非公表 15,000 大橋　拓哉 非公表 12,000

林　憲佑 非公表 15,000 佐藤　裕子 非公表 10,000

高橋　正人 非公表 15,000 藤木　将行 非公表 10,000

鎌田　睦 非公表 10,000 横山　由佳 非公表 10,000

山下　博之 非公表 120,000 重松　純 非公表 12,000

迫田　敏子 非公表 20,000 重松　純 非公表 12,000

林　義典 非公表 12,000 新井　健介 非公表 10,000

宮﨑　剛 非公表 12,000 安藤　慈美 非公表 10,000

竹川　政範 非公表 12,000 鈴木　徹 非公表 12,000

新井　タケ子 非公表 12,000 森川　徳子 非公表 12,000

堤　文孝 非公表 15,000 川島　克彦 非公表 15,000

泉　康雄 非公表 10,000 坂本　浩二 非公表 45,000

児玉　陽一 非公表 20,000 河西　香織 非公表 15,000

宇野　正一 非公表 12,000 箙　将威 非公表 10,000

首藤　達哉 非公表 10,000 石川　直道 非公表 12,000

山本　明宏 非公表 15,000 新妻　寛之 非公表 20,000

山本　明宏 非公表 12,000 平戸　眞知子 非公表 12,000

村松　由雄 非公表 12,000 平戸　眞知子 非公表 10,000

壁谷　太裕 非公表 15,000 平戸　眞知子 非公表 10,000
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平戸　眞知子 非公表 10,000 長野　礼央 非公表 15,000

五十嵐　彰人 非公表 15,000 西本　耀 非公表 20,000

千木良　洋一 非公表 26,000 桐野　悟至 非公表 12,000

山下　悦男 非公表 15,000 下山　遼祐 非公表 12,000

久保　裕樹 非公表 12,000 岡田　賢一郎 非公表 12,000

小野　道明 非公表 12,000 河口　靖 非公表 10,000

吉川　俊子 非公表 10,000 高原　康祐 非公表 15,000

皆川　恵三 非公表 10,000 河野　昇 非公表 12,000

北村　素子 非公表 10,000 込山　将世 非公表 12,000

後藤　稔 非公表 20,000 鈴木　尚志 非公表 15,000

小林　俊亮 非公表 15,000 馬渕　裕雄 非公表 10,000

武藤　直規 非公表 15,000 広瀬　俊秀 非公表 15,000

木村　佳旦 非公表 12,000 佐藤　聡 非公表 12,000

丸山　智久 非公表 15,000 丸木　努 非公表 20,000

堀口　雅司 非公表 12,000 日浅　和昭 非公表 45,000

松村　知華 非公表 10,000 近馬　裕子 非公表 15,000

河井　正 非公表 22,000 青木　良彰 非公表 15,000

中野　良一 非公表 10,000 苅込　翼 非公表 10,000

窪田　賢治 非公表 12,000 居石　昭彦 非公表 12,000

宮本　典子 非公表 10,000 吉岡　千恵 非公表 12,000

服部　益治 非公表 12,000 田中　由三 非公表 45,000

赤沼　和雄 非公表 20,000 西村　浩司 非公表 12,000

内　和美 非公表 10,000 俵口 　百合江 非公表 12,000

河端　庸一朗 非公表 10,000 森元　敦士 非公表 45,000

長谷川　耕一 非公表 15,000 高尾　知幸 非公表 10,000

政金　正樹 非公表 10,000 伊藤　之厚 非公表 20,000

中川　達也 非公表 12,000 小林　幸男 非公表 10,000

工藤　千奈美 非公表 10,000 松浦　大輝 非公表 58,000

木村　寛一 非公表 10,000 安田　孝司 非公表 45,000

戸田　裕之 非公表 12,000 野口　隆 非公表 12,000

梅田　勝 非公表 10,000 竹中　茂 非公表 10,000

大辻　優子 非公表 12,000 福島　昌也 非公表 12,000

小林　浩彰 非公表 10,000 鳥屋部　智津子 非公表 12,000

橋本　誠二 非公表 12,000 齋藤　晴美 非公表 14,000

戸田　大介 非公表 15,000 河内　友和 非公表 12,000

梨岡　かをる 非公表 10,000 鈴木　輝之 非公表 15,000

長野　正人 非公表 12,000 和田　洋典 非公表 12,000

北川　一 非公表 12,000 糸山　茂 非公表 10,000

米田　朋子 非公表 10,000 二木　均 非公表 12,000

廣澤　典夫 非公表 10,000 二木　均 非公表 12,000

金子　信也 非公表 12,000 内　和美 非公表 10,000

田中　秀一 非公表 10,000 高井　和喜 非公表 12,000

伊藤　真知子 非公表 12,000 高木　美沙樹 非公表 10,000

網谷　和代 非公表 10,000 梶原　英嗣 非公表 12,000

山端　直人 非公表 15,000 細谷　正利 非公表 10,000

清水　由美 非公表 12,000 大阿久　裕太 非公表 12,000

西川　浩昭 非公表 14,000 堀田　幸蔵 非公表 10,000

岡森　義貴 非公表 10,000 古川　隆之 非公表 10,000

畠山　耕治 非公表 100,000 長谷川　和文 非公表 10,000

田中　智也 非公表 10,000 松尾　望 非公表 12,000

比嘉　勉 非公表 12,000 川井　拓也 非公表 15,000

小林　雅彦 非公表 12,000 橋本　祥恪 非公表 45,000

平岩　幸夫 非公表 12,000 高橋　泰男 非公表 10,000

久米　温実 非公表 10,000 和田　憲 非公表 12,000

生田　光惠 非公表 10,000 藤原　由圭 非公表 12,000
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宮崎　祥 非公表 15,000 内藤　裕文 非公表 10,000

鈴木　真人 非公表 45,000 土屋　弘 非公表 14,000

三好　泰裕 非公表 10,000 倉次　重樹 非公表 18,000

高尾　年弥 非公表 20,000 大野　悟 非公表 12,000

田尻　洋介 非公表 12,000 小川　裕久 非公表 20,000

井坂　孝之 非公表 12,000 土田　典子 非公表 10,000

井坂　孝之 非公表 10,000 傳　翔太 非公表 10,000

近藤　登 非公表 15,000 神崎　要 非公表 12,000

小椋　直樹 非公表 12,000 高井　博実 非公表 10,000

佐藤　大地 非公表 15,000 杉田　耕司 非公表 15,000

赤沢　誠 非公表 45,000 入江　崇 非公表 45,000

菅　光介 非公表 15,000 山本　佳代 非公表 10,000

菅　光介 非公表 10,000 斎藤　京子 非公表 12,000

髙西　雄大 非公表 15,000 平野　榮和 非公表 10,000

今村　達儀 非公表 12,000 井野　新太郎 非公表 15,000

武田　裕 非公表 12,000 名取　健 非公表 15,000

佐藤　ゆき子 非公表 15,000 山本　義憲 非公表 10,000

澤田　法吉 非公表 15,000 小笠原　宏隆 非公表 20,000

竹村　悠司 非公表 10,000 三木　慶次郎 非公表 12,000

鈴木　椋平 非公表 15,000 北野　晴子 非公表 10,000

井上　明彦 非公表 12,000 伊藤　京子 非公表 45,000

佐藤　栄一 非公表 12,000 福井　栄治 非公表 10,000

馬場　武人 非公表 10,000 尾崎　博文 非公表 12,000

久保　俊秀 非公表 12,000 糸数　藍子 非公表 12,000

中村　隆 非公表 10,000 友草　光 非公表 12,000

後藤　美香 非公表 20,000 佐藤　竜之 非公表 10,000

馬場　貴弘 非公表 12,000 今村　秀志 非公表 24,000

佐藤　太紀 非公表 10,000 宮脇　逸夫 非公表 12,000

竹内　妥仁 非公表 12,000 平　久仁子 非公表 10,000

松元　浩幸 非公表 10,000 柿田　茂博 非公表 24,000

茅野　美和 非公表 10,000 柿田　茂博 非公表 20,000

坪井　俊之 非公表 10,000 近藤　義忠 非公表 12,000

田渕　莞士 非公表 24,000 内藤　芳帆 非公表 25,000

池浦　真弓 非公表 10,000 林　琢人 非公表 10,000

小西　邦明 非公表 20,000 山本　裕美子 非公表 12,000

濱田　征博 非公表 30,000 山田　英寿 非公表 20,000

菅原　宏幸 非公表 14,000 片山　学之 非公表 10,000

木村　憲生 非公表 10,000 服部　勇輝 非公表 15,000

宮本　昭夫 非公表 12,000 山本　貴史 非公表 12,000

三浦　昌子 非公表 10,000 池田　宏 非公表 10,000

北村　和久 非公表 24,000 齋藤　恒 非公表 45,000

新下　洋 非公表 12,000 杉山　真紀 非公表 45,000

谷口　貴久 非公表 12,000 堀井　信博 非公表 45,000

藤井　公好 非公表 12,000 筒井　伸一 非公表 10,000

勝又　淳旺 非公表 12,000 石川　典子 非公表 10,000

梶川　小百合 非公表 10,000 太田　聖ニ 非公表 10,000

株式会社　SHELL 非公表 10,000 田圃　孝幸 非公表 10,000

真木　雅史 非公表 20,000 咲田　昭則 非公表 12,000

佐藤　理沙 非公表 10,000 相澤　慶 非公表 12,000

安井　克之 非公表 12,000 清水　昭夫 非公表 10,000

藤浪　和己 非公表 24,000 中村　康一 非公表 10,000

池田　幸恵 非公表 15,000 平澤　克浩 非公表 12,000

神田　勝彦 非公表 10,000 小林　裕史 非公表 10,000

小林　正樹 非公表 15,000 大谷　文哉 非公表 12,000

遠山　茂雄 非公表 12,000 鈴木　大 非公表 12,000
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松ヶ瀬　安邦 非公表 10,000 角谷　将吾 非公表 12,000

宮川　秀一 非公表 15,000 小西　孝典 非公表 45,000

二宮　朋生 非公表 45,000 苧原　達 非公表 10,000

木元　幸三 非公表 45,000 苧原　達 非公表 10,000

石井　敦志 非公表 15,000 上原　弘巳 非公表 15,000

青木　正市 非公表 45,000 山崎　聡 非公表 10,000

山口　涼枝 非公表 45,000 土井　みよ 非公表 10,000

岩間　和久 非公表 15,000 櫻井　康人 非公表 12,000

橋本　晃一 非公表 15,000 　木村　恵子 非公表 45,000

中村　晃久 非公表 12,000 小川　豊彦 非公表 12,000

加納　征彦 非公表 12,000 金田　遼 非公表 15,000

藤原　萌華 非公表 10,000 内田　真由美 非公表 12,000

五十嵐　秀剛 非公表 12,000 本村　伊章 非公表 10,000

岡島　真人 非公表 12,000 　加藤　保富 非公表 45,000

竹内　郷志 非公表 15,000 大日向　大 非公表 10,000

金子　光行 非公表 15,000 益崎　耕司 非公表 10,000

阪部　俊行 非公表 10,000 伊藤　和仁 非公表 10,000

野口　英雄 非公表 10,000 田村　友二 非公表 10,000

近藤　誠宏 非公表 12,000 大塚　茂 非公表 10,000

中尾　文彦 非公表 45,000 深井　千恵子 非公表 12,000

松井　恒治 非公表 45,000 青戸　博幸 非公表 15,000

小村　武彦 非公表 12,000 石橋　美樹 非公表 12,000

安孫子　涼子 非公表 10,000 鳥尾　享平 非公表 15,000

上松　克利 非公表 15,000 JEONG　HYUN JIN 関東 15,000

峯尾　朝和 非公表 45,000 稲田　達也 四国 10,000

冨江　康之 非公表 10,000 小林　憲文 関東 15,000

山本　冴子 非公表 20,000 中嶋　陽介 非公表 10,000

古賀　翔吾 非公表 12,000 松葉　秀樹 非公表 15,000

堂坂　哲史 非公表 10,000 志村　英雄 非公表 45,000

末永　龍麻 非公表 12,000 竹内　香織 非公表 15,000

境田　亮輔 非公表 10,000 井手　慶彦 非公表 15,000

小松　勲 非公表 15,000 坂井　総 非公表 15,000

劉　紀子 非公表 10,000 樫山　健誠 非公表 15,000

矢田　直也 非公表 10,000 木下　美保子 非公表 15,000

鶴岡　良樹 非公表 10,000 松浦　賢次 非公表 45,000

番匠　康二 非公表 10,000 重久　栄一郎 非公表 20,000

宇佐美　健 非公表 45,000 甚田　和弥 非公表 15,000

押野　了享 非公表 10,000 長濱　啓五 非公表 15,000

辻野　良一 非公表 12,000 山藤　忍 非公表 10,000

竹原　茂央 非公表 10,000 山崎　雄太 非公表 10,000

佐藤　佳文 非公表 14,000 西川　信光 非公表 12,000

海老原　俊一 非公表 10,000 今村　達儀 非公表 15,000

小倉　喜子 非公表 15,000 高橋　慶 非公表 15,000

橋本　尚人 非公表 10,000 竹中　千鶴 非公表 12,000

加藤　真知子 非公表 12,000 鵜之沢　ルミ 非公表 15,000

東江　一忠 非公表 15,000 外山　国明 非公表 10,000

鈴木　克夫 非公表 10,000 大西　覚 非公表 10,000

飯田　 光 非公表 12,000 日比　誠 非公表 12,000

有村　英史 非公表 12,000 渡邉　美良 非公表 10,000

有村　英史 非公表 12,000 熊谷　亜樹 非公表 10,000

神山　定雄 非公表 10,000 尾崎　甲斐 非公表 12,000

西口　悦司 非公表 10,000 高橋　誠司 非公表 15,000

野村　孝司 非公表 12,000 橋田　類 非公表 10,000

竹内　郁枝 非公表 10,000 岡本　可菜 非公表 10,000

Hardy　Joshua Paul 非公表 45,000 小泉　大輔 非公表 12,000
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桜井　俊浩 非公表 10,000 向江　勝巳 非公表 12,000

藤田　篤 非公表 10,000 早乙女　明良 非公表 20,000

明石　哉 非公表 20,000 坪内　美緒 非公表 12,000

小田原　茉瑚 非公表 12,000 宮下　恵里 非公表 12,000

堀川　大河 非公表 30,000 池田　憲穂 非公表 10,000

中野　康治 非公表 10,000 前田　俊雄 非公表 12,000

瀧澤　芙美子 非公表 12,000 福井　篤志 非公表 10,000

澁谷　友美 非公表 10,000 柴田　勝弘 非公表 12,000

水谷　涼子 非公表 10,000 渡邉　尚美 非公表 20,000

武内　秀一郎 非公表 15,000 岡野　智 非公表 12,000

和歌山　誠也 非公表 15,000 西尾　快彰 非公表 49,000

韓　誠力 非公表 18,000 小林　誠一郎 非公表 12,000

斉藤　与巳 非公表 10,000 清水　圭 非公表 10,000

菅原　修 非公表 12,000 水口　均 非公表 10,000

植木　豊和 非公表 12,000 田原　直樹 非公表 15,000

木村　研二 非公表 10,000 佐藤　元幸 非公表 10,000

上島　実 非公表 20,000 堀内　保彦 非公表 12,000

木下　和生 非公表 10,000 有本　精文 非公表 10,000

高松　克幸 非公表 10,000 堀内　保彦 非公表 12,000

清水　弘美 非公表 10,000 松本　真紀 非公表 20,000

清水　弘美 非公表 10,000 猪岡　義弘 非公表 10,000

鈴木　俊勝 非公表 10,000 深澤　英樹 非公表 12,000

遠藤　丈夫 非公表 12,000 井澤　知 非公表 10,000

前田　秀敏 非公表 10,000 朝比奈　尚也 非公表 12,000

田崎　雄一 非公表 12,000 太田　泰博 非公表 20,000

浅倉　宏哉 非公表 12,000 箱崎　友清 非公表 10,000

丸茂　由仁 非公表 12,000 箱崎　友清 非公表 10,000

磯塚　知宏 非公表 12,000 菊池　祐輔 非公表 14,000

宮崎　幸雄 非公表 12,000 菊池　祐輔 非公表 10,000

赤松　英樹 非公表 12,000 菊池　祐輔 非公表 12,000

赤松　英樹 非公表 12,000 井古田　恵伸 非公表 12,000

森田　啓司 非公表 15,000 石上　博 非公表 15,000

森田　啓司 非公表 15,000 平井　輝雄 非公表 10,000

宗接　博史 非公表 15,000 安福　由美 非公表 12,000

長尾　隆之 非公表 45,000 大辻　直矢 非公表 10,000

安永　幸二郎 非公表 12,000 和田　勇太 非公表 10,000

菅谷　正也 非公表 15,000 川口　隆 非公表 10,000

松田　一夫 非公表 12,000 川原　大 非公表 12,000

關根　俊太郎 非公表 15,000 大澤　智明 非公表 12,000

關根　俊太郎 非公表 12,000 村田　真哉 非公表 15,000

關根　俊太郎 非公表 10,000 桜糀　修 非公表 15,000

遊亀　誠二 非公表 45,000 嶌本　圭 非公表 15,000

荻尾　みほ 非公表 12,000 菅原　優奈 非公表 12,000

伊藤　直也 非公表 10,000 堀川　順一 非公表 10,000

近藤　康浩 非公表 10,000 後田　真宏 非公表 12,000

大安　貴史 非公表 12,000 城島　文昌 非公表 10,000

本間　真彦 非公表 10,000 辻野　昌己 非公表 10,000

菊地　千晴 非公表 10,000 鈴木　浩司 非公表 12,000

保田　健太 非公表 12,000 濱口　宏之 非公表 12,000

櫻井　正義 非公表 12,000 佐藤　公紀 非公表 14,000

杉山　恵子 非公表 12,000 諏訪部　元章 非公表 20,000

安田　成行 非公表 12,000 諏訪部　元章 非公表 10,000

櫻井　修一 非公表 12,000 三好　達雄 非公表 12,000

齋藤　洋司 非公表 10,000 佐藤　優一 非公表 12,000

萩原　殉子 非公表 12,000 佐藤　優一 非公表 10,000
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佐藤　優一 非公表 10,000 前田　裕弘 非公表 12,000

米花　恵次 非公表 15,000 坂本　憲昭 非公表 20,000

保田　元恵 非公表 10,000 瀬戸　亜佳音 非公表 15,000

前田　実佳 非公表 12,000 角田　和久 非公表 10,000

渡邊　章 非公表 12,000 堀越　一輝 非公表 12,000

首藤　達哉 非公表 12,000 曽布川　敬至 非公表 20,000

中津　聰 非公表 12,000 廣田　智子 非公表 15,000

井手口　省吾 非公表 12,000 三島　悠矢 非公表 10,000

花田　幸希 非公表 10,000 計良　紀幸 非公表 10,000

関島　千尋 非公表 20,000 円谷　賢斗 非公表 10,000

関島　千尋 非公表 20,000 神成　淳司 非公表 20,000

八下田　太郎 非公表 20,000 秦　友子 非公表 10,000

今福　舞子 非公表 10,000 福地　康夫 非公表 12,000

菊地　洋年 非公表 12,000 林　康嗣 非公表 12,000

菊地　洋年 非公表 10,000 土屋　陽平 非公表 10,000

松永　清 非公表 26,000 梅澤　友希 非公表 24,000

池田　健太郎 非公表 73,000 河田　桃子 非公表 20,000

黒木　博文 非公表 12,000 風間　俊之 非公表 10,000

児玉　和佳子 非公表 20,000 比留間　和弘 非公表 12,000

海老原　ひとみ 非公表 10,000 濱崎　美智彦 非公表 10,000

跡部　真人 非公表 10,000 髙橋　功 非公表 35,000

森若　大志 非公表 10,000 佐々木　基 非公表 15,000

黒川　豊 非公表 12,000 谷本　浩一 非公表 12,000

船本　吉司 非公表 10,000 雨宮　達弥 非公表 12,000

澤田　典雄 非公表 10,000 出田　淳二 非公表 10,000

畑村　一志 非公表 10,000 倉持　智 非公表 15,000

西川　巨樹 非公表 10,000 川崎　政志 非公表 15,000

三井　翔悟 非公表 10,000 川崎　政志 非公表 10,000

木村　恒二 非公表 12,000 加賀　奈波 非公表 14,000

野島　吉夫 非公表 10,000 加賀　奈波 非公表 14,000

池田　恵 非公表 12,000 大橋　文弘 非公表 12,000

近藤　道久 非公表 10,000 宗形　久里子 非公表 14,000

西本　幸枝 非公表 10,000 猪越　優次 非公表 10,000

村本　将俊 非公表 12,000 川上　栄治 非公表 12,000

牛嶋　竜也 非公表 10,000 川上　栄治 非公表 12,000

多田　千紘 非公表 12,000 仲川　藍人 非公表 58,000

杉浦　広太郎 非公表 12,000 村山　真帆 非公表 12,000

原田　武志 非公表 14,000 藤原　英子 非公表 12,000

田中　礼実 非公表 20,000 安藤　明秀 非公表 35,000

藤本　瞳 非公表 10,000 杉中　俊貴 非公表 15,000

中根　俊幸 非公表 14,000 植田　淳 非公表 15,000

古川　晃 非公表 12,000 佐伯　学 非公表 12,000

黒川　雅充 非公表 20,000 田邉　隆博 非公表 12,000

佐々木　克良 非公表 12,000 青木　聡 非公表 40,000

平松　暎章 非公表 12,000 西畑　末裕 非公表 40,000

高畑　明弘 非公表 12,000 石井　靖英 非公表 15,000

本村　和也 非公表 12,000 山田　晃世 非公表 10,000

関口　卓冶 非公表 15,000 関　久仁子 非公表 15,000

菊池　正 非公表 12,000 上野　亜須佳 非公表 20,000

杉尾　多美枝 非公表 12,000 松尾　詩帆 非公表 10,000

寺西　将貴 非公表 15,000 藤田　将誌 非公表 12,000

宮本　愛 非公表 10,000 菊池　裕次郎 非公表 15,000

山下　尚宏 非公表 20,000 内田　直治 非公表 20,000

飯土井　喜昭 非公表 20,000 大野　将 非公表 15,000

武田　敦 非公表 10,000 大橋　淳紀 非公表 15,000
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宮澤　篤史 非公表 10,000 安原　広之 非公表 15,000

久米　次郎 非公表 15,000 道田　拓也 非公表 10,000

前　憲司 非公表 10,000 若井田　崇浩 非公表 10,000

前　憲司 非公表 10,000 原田　祐司 非公表 20,000

加治　幸隆 非公表 10,000 原田　祐司 非公表 20,000

中村　和宏 非公表 12,000 川島　正樹 非公表 12,000

上原　ツネ子 非公表 10,000 中田　竜次 非公表 12,000

永井　京子 非公表 10,000 西田　泰彦 非公表 15,000

菊池　修 非公表 12,000 藤巻　輝一 非公表 12,000

音田　好明 非公表 12,000 西川　雅彦 非公表 12,000

橋本　昌明 非公表 10,000 紀伊野　晃士 非公表 14,000

足立　妙子 非公表 10,000 三江　文平 非公表 12,000

西山　庄一 非公表 12,000 稲員　尚紀 非公表 20,000

篠田　大作 非公表 14,000 今里　秀幸 非公表 15,000

土岐　雅彦 非公表 14,000 今里　秀幸 非公表 20,000

河端　直樹 非公表 12,000 寺田　昭寿 非公表 20,000

白石　洋司 非公表 26,000 吉﨑　亮介 非公表 15,000

溝ノ口　修一 非公表 12,000 酒井　小由里 非公表 12,000

酒井　由美 非公表 12,000 藤原　邦夫 非公表 14,000

山内　聡 非公表 20,000 林　道彦 非公表 12,000

妻木　紀雄 非公表 12,000 大神田　優輝 非公表 10,000

秋野　光則 非公表 12,000 陣内　敬文 非公表 15,000

米田　亜矢子 非公表 12,000 陣内　敬文 非公表 14,000

西野　共子 非公表 10,000 川城　さおり 非公表 12,000

濱田　重好 非公表 12,000 寺町　英明 非公表 14,000

山本　優 非公表 20,000 宮本　哲也 非公表 14,000

高畑　明弘 非公表 12,000 三宅　隆司 非公表 15,000

加藤　哲史 非公表 12,000 竹島　道之 非公表 15,000

興梠　新也 非公表 12,000 古石　吾郎 非公表 20,000

加藤　徹 非公表 10,000 佐藤　透 非公表 14,000

田村　弘毅 非公表 10,000 奥本　寿絵 非公表 15,000

辻　忠利 非公表 14,000 岸田　誠 非公表 12,000

樋口　俊介 非公表 20,000 妹尾　晃 非公表 28,000

菅原　克明 非公表 20,000 畠平　恵里 非公表 15,000

多田野　靖泰 非公表 14,000 野村　圭一 非公表 12,000

喜澤　孝彦 非公表 20,000 佐々木　仁 非公表 10,000

堀川　眞也 非公表 12,000 米津　直昭 非公表 12,000

岸田　直道 非公表 12,000 北田　学利 非公表 12,000

野口　卓志 非公表 12,000 関根　洋介 非公表 12,000

池田　洋介 非公表 12,000 今中　遼 非公表 12,000

小林　幸一 非公表 10,000 加藤　孝之 非公表 12,000

五十嵐　憲哉 非公表 32,000 上田　賢司 非公表 12,000

佐藤　まき 非公表 15,000 吉村　望 非公表 15,000

高野　富瑛 非公表 10,000 池上　晋哉 非公表 15,000

金子　歩太 非公表 18,000 高橋　力也 非公表 20,000

田嶋　愛 非公表 20,000 高橋　力也 非公表 12,000

角井　陽祐 非公表 10,000 高橋　力也 非公表 10,000

金原　善弘 非公表 15,000 松田　芳洋 非公表 20,000

滝　久司 非公表 20,000 片平　圭祐 非公表 12,000

藤田　稜子 非公表 10,000 勝山　一輝 非公表 15,000

鈴木　顕一郎 非公表 40,000 志摩　愛 非公表 12,000

増原　直樹 非公表 12,000 浅野　智 非公表 15,000

林　孝至 非公表 12,000 浅野　智 非公表 10,000

吉川　隆 非公表 12,000 頴川　健二 非公表 12,000

森　博己 非公表 20,000 吉?　靖昌 非公表 12,000
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奥山　裕二 非公表 15,000 森川　正尚 非公表 12,000

七字　聡 非公表 15,000 池守　康浩 非公表 10,000

滝川　こずえ 非公表 20,000 池守　康浩 非公表 20,000

筧　伸雄 非公表 20,000 播磨　良知 非公表 14,000

佐藤　美繰 非公表 15,000 今村　智彦 非公表 12,000

佐藤　美繰 非公表 15,000 本部　晶司 非公表 15,000

成田　金保 非公表 10,000 磯崎　康之 非公表 15,000

石倉　成之 非公表 12,000 安武　友也 非公表 10,000

横山　太郎 非公表 12,000 木川田　誠 非公表 10,000

中島　玲子 非公表 26,000 木川田　誠 非公表 10,000

岡田　昭代 非公表 14,000 木川田　誠 非公表 10,000

岡田　昭代 非公表 14,000 勝原　亜沙美 非公表 14,000

岡田　昭代 非公表 14,000 井幡　和樹 非公表 15,000

岡田　昭代 非公表 14,000 小野塚　正人 非公表 12,000

岡田　昭代 非公表 14,000 横川　義輝 非公表 12,000

小林　和男 非公表 10,000 中野　健司 非公表 24,000

村上　剛 非公表 12,000 安達　和己 非公表 10,000

戸谷　勝実 非公表 12,000 木原　章裕 非公表 12,000

杉山　光 非公表 10,000 安部　勉 非公表 15,000

菅野　隆彦 非公表 12,000 中村　豊輝 非公表 24,000

石川　誠 非公表 12,000 井上　悦子 非公表 12,000

恒遠　幸司 非公表 56,000 垣内　弘 非公表 12,000

岡田　恭彦 非公表 12,000 黒田　武士 非公表 12,000

佐山　未栄 非公表 12,000 松田　健 非公表 12,000

金澤　啓二 非公表 20,000 山下　直輝 非公表 10,000

小寺　理生 非公表 10,000 松本　利勝 非公表 15,000

立和名　康隆 非公表 12,000 伊藤　宏治 非公表 12,000

世戸　耕平 非公表 15,000 西田　康孝 非公表 12,000

森川　博文 非公表 10,000 西田　康孝 非公表 12,000

佐藤　美優 非公表 15,000 荒木　龍二 非公表 20,000

小林　達也 非公表 12,000 三原　宏治 非公表 70,000

宮本　裕司 非公表 15,000 矢川　文久 非公表 14,000

香川　正勝 非公表 12,000 野間　純 非公表 12,000

廣田　春樹 非公表 12,000 豊田　大輔 非公表 14,000

青山　圭一 非公表 15,000 中村　梨乃 非公表 12,000

江畠　稔 非公表 10,000 田中　普子 非公表 14,000

和田　摂子 非公表 12,000 伊藤　彰英 非公表 20,000

岩瀬　恵一郎 非公表 12,000 高谷　泰之 非公表 12,000

茶谷　麻琴 非公表 12,000 菊地　達也 非公表 12,000

永松　沙織 非公表 10,000 岡田　文章 非公表 12,000

古澤　絵理 非公表 12,000 遠藤　良介 非公表 14,000

櫻井　優気 非公表 12,000 長尾　敬造 非公表 12,000

松田　のり恵 非公表 12,000 塩崎　崇史 非公表 12,000

渡辺　真紀 非公表 15,000 森本　賢樹 非公表 10,000

渡辺　真紀 非公表 12,000 佐藤　愛 非公表 12,000

渡辺　真紀 非公表 12,000 石井　国憲 非公表 24,000

渡辺　真紀 非公表 10,000 松岡　貴峰 非公表 12,000

渡辺　真紀 非公表 10,000 早川　真一 非公表 10,000

那波　勝之 非公表 12,000 関　錬太郎 非公表 12,000

本間　愃馗 非公表 14,000 山並　二郎 非公表 14,000

小川　和芳 非公表 14,000 濱田　香衣 非公表 20,000

渡辺　紀子 非公表 10,000 横地　達也 非公表 10,000

河野　恭子 非公表 14,000 木村　直登 非公表 14,000

横町　さゆり 非公表 12,000 武藤　美惠 非公表 10,000

谷川　尚美 非公表 20,000 山崎　芽衣 非公表 10,000



 34 

ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

伊藤　正章 非公表 10,000 高橋　知樹 非公表 12,000

宇田津　誠 非公表 15,000 阿部　義樹 非公表 12,000

市川　哲也 非公表 15,000 秋山　阿友子 非公表 10,000

中村　圭 非公表 60,000 宮脇　武士 非公表 10,000

大倉　重樹 非公表 12,000 瀧川　雅喜 非公表 12,000

浅原　恵子 非公表 14,000 澤村　陽介 非公表 15,000

佐野　睦 非公表 14,000 吉岡　史朗 非公表 15,000

堀　彰宏 非公表 14,000 齋藤　克亮 非公表 12,000

田中　絵美 非公表 10,000 古谷　知 非公表 10,000

吉田　春菜 非公表 12,000 近藤　克彦 非公表 12,000

和野　郁美 非公表 15,000 石井　麻衣 非公表 14,000

益田　和明 非公表 20,000 赤井　美津雄 非公表 14,000

森谷　耕治 非公表 14,000 砂崎　美和 非公表 12,000

池上　豊 非公表 10,000 荒木田　豊 非公表 12,000

清水　政文 非公表 12,000 森田　英介 非公表 18,000

中谷　吉博 非公表 12,000 津田　俊介 非公表 12,000

清水　直也 非公表 10,000 阿部　信幸 非公表 15,000

田島　瞬 非公表 12,000 林　宏樹 非公表 10,000

藤岡　毅 非公表 15,000 菊池　雅行 非公表 22,000

小賀　庸行 非公表 12,000 神部　友汰 非公表 15,000

石原　巧実 非公表 12,000 安部　公祐 非公表 10,000

石原　巧実 非公表 12,000 遠藤　大 非公表 14,000

内藤　健次 非公表 20,000 高橋　正人 非公表 12,000

小野寺　照代 非公表 12,000 前島　潤一 非公表 12,000

浅見　忠信 非公表 12,000 今井　裕人 非公表 12,000

桜井　恵一 非公表 12,000 山下　貴司 非公表 10,000

桜井　恵一 非公表 10,000 堀口　政一 非公表 10,000

瀧口　泰輔 非公表 15,000 三宅　隆文 非公表 10,000

森田　晴香 非公表 10,000 佐藤　葉子 非公表 20,000

飯島　恵美 非公表 12,000 まとの　ともこ 非公表 10,000

近藤　雅彦 非公表 12,000 川尻　博道 非公表 10,000

千坂　和寿 非公表 30,000 網本　幸夫 非公表 20,000

秀永　俊晴 非公表 14,000 篠田　公生 非公表 10,000

平石　祐美 非公表 10,000 杉浦　絢子 非公表 12,000

中道　廣信 非公表 20,000 荒木　英之 非公表 12,000

坂本　淳 非公表 12,000 島川　貴章 非公表 12,000

上田　雅則 非公表 12,000 木代　正光 非公表 12,000

尾田　和也 非公表 20,000 船澤　智恵美 非公表 24,000

友金　夕貴 非公表 12,000 三宅　隆文 非公表 12,000

柳原　祐一郎 非公表 12,000 赤岡　亮 非公表 12,000

佐々木　浩美 非公表 12,000 福島　由佳 非公表 20,000

千葉　貴志 非公表 18,000 竹下　卓夫 非公表 20,000

高橋　秀敏 非公表 12,000 花田　誠 非公表 50,000

塚原　やよい 非公表 10,000 三縄　義和 非公表 10,000

青山　玲子 非公表 25,000 山内　伸昭 非公表 14,000

赤堀　哲也 非公表 15,000 大庭　誠司 非公表 15,000

西村　希 非公表 12,000 鈴木　誠 非公表 10,000

東谷　裕史 非公表 10,000 赤坂　慎一 非公表 10,000

桶谷　聡市朗 非公表 10,000 細井　重治 非公表 12,000

吉田　さおり 非公表 15,000 奥田　修也 非公表 12,000

比嘉　勉 非公表 12,000 伊藤　広治 非公表 14,000

中村　和夫 非公表 12,000 大場　匠 非公表 10,000

村上　博茂 非公表 12,000 有田　信仁 非公表 15,000

石飛　妃早代 非公表 12,000 丸山　幸雄 非公表 12,000

関　聡 非公表 10,000 大澤　寛 非公表 12,000
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齋藤　広剛 非公表 10,000 大澤　秀徳 非公表 12,000

富田　哲也 非公表 14,000 藤山　浩史 非公表 10,000

山田　宏美 非公表 12,000 入江　浩一郎 非公表 12,000

篠崎　則和 非公表 12,000 深津　秀郎 非公表 12,000

畠山　かおる 非公表 12,000 ZHANG　YUYING 非公表 10,000

鈴木　育男 非公表 12,000 前田　博司 非公表 15,000

小見　直輝 非公表 15,000 西山　実香 非公表 12,000

青山　謙司 非公表 14,000 海道　雅宜 非公表 10,000

平賀　茂人 非公表 10,000 上島　雄三 非公表 15,000

山本　真治 非公表 20,000 竹本　匡泰 非公表 12,000

平松　真樹子 非公表 15,000 関根　百恵 非公表 10,000

横地　康史 非公表 10,000 瀧澤　章良 非公表 14,000

勝部　剛志 非公表 14,000 小林　圭子 非公表 58,000

仲　孝志 非公表 12,000 土岐　智 非公表 12,000

小松原　正幸 非公表 10,000 樋口　農 非公表 12,000

平沢　智幸 非公表 12,000 兵藤　善茂 非公表 12,000

品川　哲平 非公表 12,000 土屋　裕治 非公表 15,000

岩切　哲郎 非公表 12,000 土屋　裕治 非公表 12,000

安里　祐樹 非公表 12,000 土屋　裕治 非公表 12,000

竹内　雅則 非公表 14,000 廣田　努 非公表 12,000

竹内　雅則 非公表 10,000 中橋　明子 非公表 12,000

高矢　信之介 非公表 15,000 本村　崇行 非公表 10,000

高橋　慧 非公表 15,000 古川　正代 非公表 14,000

玉理　暁洋 非公表 12,000 稲田　晃昌 非公表 12,000

片塰　誠也 非公表 12,000 本田　大悟 非公表 15,000

山本　寛樹 非公表 14,000 本田　大悟 非公表 15,000

富木　美保 非公表 10,000 千葉　房 非公表 20,000

吉田　久美子 非公表 12,000 久保寺　健郎 非公表 20,000

林　圭介 非公表 20,000 筧　翔 非公表 12,000

望月　隆行 非公表 26,000 吉崎　沙弥 非公表 10,000

石神　亨 非公表 12,000 森井　駿吏 非公表 10,000

越智　勝也 非公表 12,000 森井　駿吏 非公表 10,000

浅野　今日子 非公表 10,000 田辺　義仁 非公表 20,000

森山　和広 非公表 20,000 佐々木　和也 非公表 12,000

水野　努 非公表 15,000 鈴木　椋平 非公表 20,000

楠本　和弘 非公表 12,000 阿部　静夫 非公表 12,000

廣田　能久 非公表 20,000 酒井　洋志 非公表 15,000

島　智子 非公表 12,000 吉田　功子 非公表 12,000

増田　清 非公表 28,000 濱田　記美代 非公表 12,000

熊倉　聡泰 非公表 12,000 南　禎倫 非公表 10,000

杉本　智幸 非公表 24,000 眞下　利晴 非公表 10,000

宮川　貴志 非公表 24,000 高木　寿文 非公表 14,000

牧原　隆文 非公表 10,000 松永　勝也 非公表 12,000

酒井　拓 非公表 12,000 木伏　岳洋 非公表 20,000

玉野　博之 非公表 10,000 渡邊　あゆか 非公表 10,000

明戸　篤志 非公表 12,000 福元　彰子 非公表 28,000

栩野　翔平 非公表 10,000 薄田　祐子 非公表 10,000

岡澤　将弘 非公表 10,000 前原　亨秀 非公表 15,000

足立　裕美 非公表 10,000 田中　京子 非公表 10,000

中村　学 非公表 15,000 上杉　達也 非公表 12,000

山口　裕太郎 非公表 12,000 増田　浩樹 非公表 12,000

内門　康広 非公表 12,000 武井　良太 非公表 12,000

尾島　大司 非公表 12,000 吉井　真由美 非公表 20,000

石徹白　英行 非公表 20,000 吉田　美穂 非公表 14,000

深澤　康 非公表 12,000 今井　宏 非公表 28,000
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平井　雅也 非公表 10,000 石橋　一慶 非公表 15,000

佐藤　誠二 非公表 15,000 浅野　精一 非公表 10,000

長野　哲也 非公表 12,000 片倉　薫子 非公表 20,000

秋田　智 非公表 12,000 髙木　恵梨子 非公表 15,000

日高　恵司 非公表 12,000 山下　智史 非公表 12,000

山田　賢仁 非公表 12,000 小嶋　丈司 非公表 12,000

宮原　奈那 非公表 15,000 冨田　管子 非公表 10,000

對馬　毅 非公表 24,000 北邨　昭 非公表 64,000

田中　勇之介 非公表 15,000 木口　尚美 非公表 12,000

後藤　広明 非公表 15,000 森部　玲子 非公表 12,000

竹市　幸司 非公表 12,000 森部　玲子 非公表 12,000

武縄　将弥 非公表 15,000 井上　功 非公表 12,000

駒井　大祐 非公表 12,000 横井　鑛吉 非公表 10,000

篠塚　綱仁 非公表 12,000 塚田　雅之 非公表 10,000

白井　啓介 非公表 12,000 富田　栄子 非公表 10,000

大河原　聡 非公表 12,000 龍野　将之 非公表 28,000

松本　篤志 非公表 10,000 高嶋　祥吾 非公表 15,000

門馬　聡 非公表 12,000 召田　正己 非公表 20,000

小島　茜子 非公表 10,000 吉利　正一 非公表 12,000

篠塚　綱仁 非公表 12,000 渡邊　志門 非公表 10,000

奥村　晃久 非公表 15,000 小椋　牧子 非公表 10,000

下田　英樹 非公表 10,000 黒田　透 非公表 12,000

吉岡　一郎 非公表 20,000 橋本　亮 非公表 15,000

松本　憲治 非公表 24,000 菅原　順 非公表 15,000

馬場　康司 非公表 14,000 平川　恵子 非公表 10,000

鈴木　教章 非公表 39,000 照　直人 非公表 10,000

池田　達彦 非公表 12,000 田中　耕藏 非公表 20,000

片山　公人 非公表 12,000 河合　利宜 非公表 20,000

柴田　宗也 非公表 10,000 原　進 非公表 10,000

伊藤　優花 非公表 10,000 高橋　誠一郎 非公表 15,000

長濱　由紀子 非公表 12,000 奥田　郁夫 非公表 12,000

内山　雅博 非公表 12,000 金子　敦 非公表 12,000

澤井　薫 非公表 12,000 中溝　直樹 非公表 14,000

三田　剛 非公表 12,000 齊藤　恒明 非公表 12,000

勝木　拓洋 非公表 10,000 愛琴　周 非公表 12,000

金子　昌二 非公表 10,000 松本　俊男 非公表 12,000

伊藤　彰宏 非公表 14,000 吉田　圭吾 非公表 20,000

小林　和彦 非公表 12,000 佐賀　伸吉 非公表 10,000

南波　央紀 非公表 12,000 佐賀　伸吉 非公表 10,000

吉田　忠雄 非公表 12,000 佐賀　平一郎 非公表 116,000

春木谷　京子 非公表 10,000 永吉　琢人 非公表 12,000

亀田　政博 非公表 56,000 窪田　秀昭 非公表 15,000

小澤　雄太 非公表 15,000 浅山　和也 非公表 12,000

飯塚　幹也 非公表 15,000 飯干　良治 非公表 10,000

飯塚　幹也 非公表 10,000 橋本　京子 非公表 12,000

飯塚　幹也 非公表 10,000 今野　明典 非公表 12,000

酢﨑　智章 非公表 15,000 橘川　麻衣 非公表 10,000

田中　秀和 非公表 10,000 大山　幸子 非公表 12,000

斉藤　賢史 非公表 15,000 指田　和彦 非公表 15,000

尾崎　学 非公表 20,000 水谷　守男 非公表 12,000

横山　慎人 非公表 10,000 松本　久美 非公表 15,000

浅田　里香 非公表 39,000 城島　和子 非公表 12,000

平本　真之 非公表 300,000 清水　聡 非公表 12,000

角野　美世司 非公表 15,000 水谷　守男 非公表 20,000

植本　達也 非公表 12,000 深田　竜一 非公表 12,000
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中嶋　勇介 非公表 20,000 海野　功 非公表 10,000

井原　匡 非公表 15,000 春野　健博 非公表 20,000

中塚　さおり 非公表 12,000 川崎　隆文 非公表 10,000

島田　博之 非公表 12,000 川崎　隆文 非公表 10,000

柴田　修二 非公表 10,000 藤貫　賢太郎 非公表 20,000

濱中　美江 非公表 12,000 藤貫　賢太郎 非公表 10,000

長野　俊哉 非公表 12,000 新井　彩香 非公表 12,000

村瀬　康子 非公表 10,000 板垣　政悦 非公表 10,000

寺田　みゆき 非公表 12,000 白石　晃一 非公表 20,000

大江　晋 非公表 12,000 梶原　美菜 非公表 10,000

尾崎　安 非公表 20,000 片原　俊司 非公表 12,000

西野　威 非公表 10,000 黒川　達也 非公表 12,000

吉田　弘 非公表 15,000 柚木　啓男 非公表 14,000

池田　正直 非公表 10,000 柚木　啓男 非公表 12,000

小山　晃正 非公表 20,000 北川　秀人 非公表 20,000

渡辺　美代 非公表 20,000 北川　秀人 非公表 20,000

和田　佳奈 非公表 10,000 北川　秀人 非公表 10,000

谷元　圭介 非公表 20,000 木原　俊紀 非公表 14,000

千葉　瑞希 非公表 20,000 木原　俊紀 非公表 12,000

深谷　裕史 非公表 15,000 山田　博史 非公表 20,000

野々村　理恵 非公表 12,000 大田　加代 非公表 20,000

西村　幸子 非公表 12,000 佐藤　光臣 非公表 10,000

宮田　直広 非公表 12,000 津島　怜史 非公表 10,000

萩原　清 非公表 20,000 伊東　信泰 非公表 40,000

上嶋　弾 非公表 12,000 福永　一喜 非公表 12,000

長江　康則 非公表 14,000 城田　浩一郎 非公表 10,000

臼井　卓士 非公表 15,000 山上　緑梨 非公表 12,000

山本　岳志 非公表 12,000 高野　拓実 非公表 18,000

冨田　重久 非公表 12,000 森　公太郎 非公表 10,000

小林　義雄 非公表 10,000 大坪　直樹 非公表 15,000

菊地　優也 非公表 12,000 赤尾　良洋 非公表 10,000

與那嶺　修 非公表 14,000 浅沼　章宏 非公表 12,000

大岩　太朗 非公表 20,000 甲斐　武志 非公表 12,000

大岩　太朗 非公表 12,000 藤井　辰志 非公表 14,000

嵩原　克 非公表 20,000 大友　貴絵 非公表 14,000

小田　晃 非公表 20,000 橋詰　勝洋 非公表 12,000

長岡　一廣 非公表 20,000 大友　貴絵 非公表 10,000

手島　友季子 非公表 20,000 勝間田　将 非公表 10,000

岡松　志直 非公表 14,000 芳原　輝之 非公表 10,000

松山　喜美 非公表 24,000 綱島　理香 非公表 12,000

吉田　佳代 非公表 15,000 長　高史 非公表 12,000

川嶋　直樹 非公表 15,000 大友　貴絵 非公表 10,000

東口　善朋 非公表 10,000 関口　隆之 非公表 14,000

美濃　由美 非公表 15,000 芝崎　香琴 非公表 14,000

梅本　敏一 非公表 18,000 井門　正智 非公表 10,000

椎名　裕 非公表 71,000 元角　文雄 非公表 12,000

笠井　俊宏 非公表 12,000 上遠野　健介 非公表 10,000

吉田　文代 非公表 12,000 安藤　千聡 非公表 15,000

髙橋　なみ枝 非公表 46,000 津田　弘樹 非公表 26,000

廣田　圭祐 非公表 12,000 山田　しげみ 非公表 10,000

佐伯　創 非公表 13,000 寺本　智彦 非公表 10,000

乾　憲隆 非公表 12,000 西山　賀章 非公表 14,000

岡田　実子 非公表 10,000 枝松　清貴 非公表 18,000

水野　裕二 非公表 12,000 伊藤　和真 非公表 10,000

坪井　和之 非公表 14,000 小野　俊介 非公表 20,000
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西畑　末裕 非公表 14,000 上野　芳樹 非公表 20,000

有吉　祐貴 非公表 14,000 石崎　泰寛 非公表 12,000

手島　友季子 非公表 10,000 加藤　竜治 非公表 10,000

小笠原　光司 非公表 14,000 小池　彩菜 非公表 15,000

須藤　尚紀 非公表 14,000 多田　徹 非公表 20,000

是永　大和 非公表 90,000 李　靜美 非公表 12,000

松原　弘樹 非公表 24,000 齋野　佐知子 非公表 10,000

藤井　信吾 非公表 14,000 安藤　博幸 非公表 12,000

塚田　雅之 非公表 12,000 山下　俊介 非公表 14,000

中田　修一 非公表 12,000 関口　昭子 非公表 10,000

香坂　明 非公表 10,000 井上　智之 非公表 10,000

石原　資介 非公表 10,000 水野　悟 非公表 12,000

小山　忍 非公表 20,000 中村　裕 非公表 10,000

松嶋　良樹 非公表 20,000 堀内　千春 非公表 12,000

石原　資介 非公表 12,000 馬場　早葉子 非公表 20,000

小林　由佳 非公表 10,000 澤田　元 非公表 10,000

伊吹　拓也 非公表 10,000 高濱　永照 非公表 12,000

都筑　長武 非公表 10,000 豊島　修 非公表 12,000

植村　芳輝 非公表 12,000 徳竹　敦史 非公表 10,000

奥　淳一 非公表 10,000 坂井　美景 非公表 12,000

藤武　敦子 非公表 11,000 佐保　優一 非公表 12,000

原田　雄介 非公表 24,000 津本　真宏 非公表 15,000

菱田　覚 非公表 14,000 津本　真宏 非公表 10,000

田畑　樹 非公表 10,000 坂本　勉 非公表 15,000

久須美　リサ 非公表 12,000 古橋　知康 非公表 10,000

足立　雄一 非公表 12,000 青木　友和 非公表 12,000

前野　良太 非公表 20,000 平川　真紀 非公表 12,000

田中　豊真 非公表 30,000 佐藤　晃弘 非公表 14,000

寺田　香 非公表 10,000 吉田　鉄也 非公表 15,000

上田　稔通 非公表 10,000 吉田　鉄也 非公表 15,000

橋本　博子 非公表 12,000 岩本　昌夫 非公表 12,000

岡田　和輝 非公表 15,000 池田　史門 非公表 12,000

郡谷　大輔 非公表 20,000 田村　治顕 非公表 15,000

神田　弘 非公表 12,000 森　英一 非公表 12,000

阿部　千加子 非公表 12,000 大井　一浩 非公表 52,000

興梠　理奈 非公表 10,000 北園　洋一 非公表 12,000

前村　徳幸 非公表 10,000 木全　健人 非公表 10,000

三浦　正公 非公表 15,000 櫛笥　和英 非公表 12,000

砥上　修一 非公表 10,000 大久保　賀行 非公表 12,000

砥上　修一 非公表 10,000 石田　博英 非公表 10,000

加藤　敬司 非公表 20,000 湯浅　真由美 非公表 12,000

小峰　ゆかり 非公表 10,000 関和　祐介 非公表 10,000

宮崎　昭徳 非公表 12,000 岩田　広美 非公表 10,000

西杉　正希 非公表 14,000 野村　陽美 非公表 14,000

室岡　丈王 非公表 10,000 高岡　聡 非公表 15,000

高本　照久 非公表 12,000 光田　寛和 非公表 14,000

鹿野　朋宏 非公表 12,000 岡崎　英治 非公表 10,000

櫛引　明男 非公表 20,000 窪木　俊介 非公表 24,000

山本　政吾 非公表 12,000 藤崎　翔吾 非公表 15,000

角野　雅丈 非公表 14,000 東　慎也 非公表 10,000

西田　遥 非公表 12,000 亘　章夫 非公表 15,000

山岡　弘高 非公表 15,000 木村　美穂 非公表 10,000

山岡　弘高 非公表 10,000 徳永　由紀子 非公表 12,000

安念　英明 非公表 20,000 赤坂　怜乃 非公表 15,000

杉山　紀久惠 非公表 10,000 夏目　一鶴 非公表 20,000
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津田　卓哉 非公表 10,000 児玉　義智 非公表 18,000

佐橋　祐治 非公表 14,000 中川　麻衣子 非公表 12,000

白石　桂輔 非公表 14,000 福田　大蔵 非公表 12,000

吉田　百加利 非公表 20,000 吉本　亨 非公表 10,000

友重　昌之 非公表 10,000 板垣　麻由 非公表 10,000

田中　千佳子 非公表 8,000 西巻　孝子 非公表 14,000

山本　邦彦 非公表 20,000 原口　伸二 非公表 15,000

NGUYEN　LANANH 非公表 12,000 中西　真紀 非公表 15,000

木田　竜太郎 非公表 20,000 井上　恵太 非公表 10,000

阿部　誠 非公表 10,000 成瀬　章弘 非公表 12,000

杉山　直也 非公表 30,000 田中　奨馬 非公表 12,000

若泉　栄一 非公表 10,000 小林　洋子 非公表 12,000

早川　進 非公表 14,000 佐久間　樹理 非公表 12,000

壹岐　宏二 非公表 10,000 田中　清英 非公表 12,000

上野　円 非公表 14,000 井口　康広 非公表 15,000

田中　浩嗣 非公表 18,000 井口　康広 非公表 15,000

浅井　沙知 非公表 10,000 岡山　孝夫 非公表 10,000

渡辺　明浩 非公表 56,000 上野　智志 非公表 12,000

奥村　正二 非公表 10,000 狩野　博司 非公表 10,000

中野　友香 非公表 15,000 蒔野　進 非公表 20,000

坂本　教穂 非公表 12,000 瀧澤　奈央 非公表 10,000

大沼　慶 非公表 116,000 佐藤　義弘 非公表 10,000

田端　芳一 非公表 12,000 安東　智 非公表 12,000

内藤　梨瑳 非公表 12,000 安東　智 非公表 12,000

三宅　駿平 非公表 12,000 古谷　勝昭 非公表 12,000

戸田　尚樹 非公表 10,000 渡辺　秀吉 非公表 12,000

石岡　庄洋 非公表 20,000 木村　秀典 非公表 12,000

齊藤　裕雅 非公表 10,000 鈴木　利幸 非公表 12,000

出口　信幸 非公表 12,000 道面　優美 非公表 10,000

出口　信幸 非公表 12,000 矢野　惇之輔 非公表 20,000

茶山　剛 非公表 12,000 前野　新司 非公表 12,000

畑辺　忠志 非公表 20,000 沢瀬　達志 非公表 12,000

石丸　貴之 非公表 12,000 高田　和彦 非公表 12,000

久賀谷　修平 非公表 10,000 小口　勝典 非公表 12,000

青柳　淳 非公表 10,000 森部　玲子 非公表 12,000

荒井　建二 非公表 12,000 相馬　修 非公表 12,000

七役　司 非公表 12,000 相馬　修 非公表 14,000

山岡　弘高 非公表 12,000 本村　瑞希 非公表 15,000

市原　朱美 非公表 15,000 江藤　江里奈 非公表 12,000

佐々木　健成 非公表 10,000 檜垣　由美 非公表 14,000

田中　聡 非公表 14,000 神農　鎬徳 非公表 12,000

山田　起久子 非公表 10,000 大石　雅邦 非公表 20,000

村橋　学 非公表 20,000 藤本　健一郎 非公表 10,000

村橋　学 非公表 20,000 赤石　光正 非公表 15,000

村橋　学 非公表 20,000 飯塚　日出男 非公表 12,000

山田　信明 非公表 10,000 飯塚　日出男 非公表 12,000

関　智幸 非公表 14,000 飯塚　日出男 非公表 12,000

青木　秀子 非公表 12,000 砂田　憲亨 非公表 12,000

岩村　博靖 非公表 20,000 祐川　美沙希 非公表 12,000

南波　那弥 非公表 15,000 菅原　亨 非公表 12,000

宮本　由香 非公表 14,000 宮崎　英隆 非公表 10,000

林　生典 非公表 36,000 小川　伸一郎 非公表 15,000

福本　考治 非公表 15,000 有川　将史 非公表 12,000

田端　良孝 非公表 20,000 福士　幸彦 非公表 12,000

山本　兼士 非公表 12,000 稲田　雅士 非公表 10,000
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横井　雅徳 非公表 20,000 竹内　康尚 非公表 12,000

横井　雅徳 非公表 20,000 坂井　美子 非公表 12,000

関川　宏明 非公表 10,000 黒川　惠 非公表 20,000

渡辺　喜満 非公表 10,000 伊藤　仙理 非公表 10,000

吉田　秀和 非公表 10,000 野村　武史 非公表 10,000

平田　淳 非公表 10,000 樋向　智也 非公表 20,000

木村　康智 非公表 15,000 大上　学 非公表 12,000

岩崎　郁菜 非公表 10,000 竹中　雅哉 非公表 12,000

岡本　義弘 非公表 12,000 浦壁　雪子 非公表 15,000

辻　美千代 非公表 12,000 柳澤　斐子 非公表 12,000

竹田　敬介 非公表 12,000 松本　稔史 非公表 10,000

野村　徳之 非公表 20,000 松本　稔史 非公表 10,000

安元　定幸 非公表 12,000 松本　稔史 非公表 10,000

周　申申 非公表 20,000 佐藤　真人 非公表 15,000

正本　日登美 非公表 12,000 上田　知弥 非公表 10,000

井手　豪俊 非公表 30,000 塩見　健太 非公表 20,000

上村　勝人 非公表 12,000 熊谷　昇 非公表 12,000

清水　智美 非公表 12,000 田村　文彦 非公表 12,000

高木　あゆみ 非公表 14,000 江連　徹 非公表 20,000

湯江　律代 非公表 14,000 木村　多可美 非公表 10,000

高瀬　隆一郎 非公表 15,000 市村　由紀子 非公表 15,000

吉本　廉 非公表 15,000 松山　実央 非公表 15,000

湯江　律代 非公表 14,000 吉田　勇樹 非公表 12,000

佐藤　裕子 非公表 10,000 高場　朋之 非公表 10,000

廣瀬　裕子 非公表 10,000 吉川　恵子 非公表 15,000

片桐　直人 非公表 20,000 高柳　利久 非公表 12,000

保崎　智己 非公表 12,000 浅野　悦夫 非公表 12,000

岡　智史 非公表 12,000 齊藤　一雄 非公表 10,000

外山　信博 非公表 10,000 江原　慧 非公表 15,000

相川　晃宏 非公表 15,000 眞鍋　卓也 非公表 10,000

田口　秀行 非公表 20,000 上田　悦子 非公表 10,000

原口　伸二 非公表 12,000 印南　威 非公表 10,000

谷口　ひろみ 非公表 14,000 石井　秀信 非公表 20,000

古川　義徳 非公表 15,000 坂元　容司 非公表 15,000

柴山　貴伸 非公表 14,000 鈴木　孝昌 非公表 15,000

堤　裕樹 非公表 10,000 鈴木　孝昌 非公表 15,000

岸本　剛 非公表 10,000 鈴木　孝昌 非公表 15,000

菅原　康洋 非公表 20,000 河野　秀彦 非公表 10,000

中野　真樹 非公表 20,000 藤原　永年 非公表 15,000

鈴木　訓江 非公表 15,000 関　優 非公表 90,000

池谷　真知子 非公表 12,000 関　優 非公表 15,000

齋藤　喜美恵 非公表 10,000 福田　智子 非公表 10,000

秋山　美保子 非公表 10,000 叶　弘輔 非公表 15,000

大野　盛仁 非公表 20,000 五十嵐　高広 非公表 15,000

大野　盛仁 非公表 10,000 日沼　早苗 非公表 10,000

火ノ川　好郎 非公表 10,000 森　哲平 非公表 12,000

栗田　正春 非公表 12,000 土屋　貴稔 非公表 12,000

金子　金平 非公表 12,000 五木田　智久 非公表 20,000

松下　一輝 非公表 12,000 藤原　隆 非公表 12,000

北口　大貴 非公表 10,000 寺本　憲昭 非公表 10,000

喜田　緑 非公表 12,000 古道　綾 非公表 12,000

坂本　竜二 非公表 14,000 本間　淑寛 非公表 10,000

坂本　仁文 非公表 10,000 嶺井　武 非公表 150,000

谷道　大地 非公表 15,000 吉村　和仁 非公表 12,000

舘野　信廣 非公表 14,000 山田　渉 非公表 10,000
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本間　淑寛 非公表 15,000 大薮　祐輔 非公表 12,000

影山　明 非公表 12,000 青木　幹夫 非公表 10,000

久野　和雄 非公表 14,000 河野　利一 非公表 10,000

中田　勝博 非公表 12,000 原田　雅幸 非公表 15,000

坂本　優香里 非公表 10,000 横山　恵 非公表 12,000

鳥澤　航也 非公表 15,000 池田　典也 非公表 32,000

林　舞紀 非公表 20,000 大井　裕太 非公表 15,000

佐藤　賀則 非公表 29,000 伊藤　翔洋 非公表 14,000

長谷阪　佳子 非公表 14,000 志村　実 非公表 24,000

福井　俊浩 非公表 14,000 志村　実 非公表 12,000

大西　智和 非公表 15,000 藤本　真司 非公表 12,000

小関　和徳 非公表 20,000 山下　寛高 非公表 10,000

中平　代志枝 非公表 12,000 安田　進 非公表 15,000

橋本　幸恵 非公表 12,000 安田　進 非公表 12,000

坂本　隆貴 非公表 20,000 山口　善央 非公表 12,000

太田　浩之 非公表 20,000 服部　誠哉 非公表 10,000

小笠原　有香 非公表 12,000 橋本　年雄 非公表 12,000

村山　敬彦 非公表 10,000 橋本　年雄 非公表 12,000

豊田　敏裕 非公表 15,000 橋本　年雄 非公表 12,000

豊田　敏裕 非公表 12,000 福原　航 非公表 15,000

中本　希 非公表 15,000 高野　浩克 非公表 12,000

星野　智 非公表 15,000 西山　文秀 非公表 15,000

齊木　徹郎 非公表 10,000 戸田　勝善 非公表 12,000

中元　正子 非公表 12,000 栗村　洋 非公表 12,000

中井　源吾 非公表 15,000 星　和子 非公表 10,000

松本　将司 非公表 10,000 松浦　彩 非公表 20,000

佐藤　浩庸 非公表 10,000 山口　領一 非公表 15,000

江上　三佳 非公表 10,000 中川　祐秀 非公表 20,000

加藤　修 非公表 12,000 河上　充宏 非公表 10,000

佐々木　健人 関東 20,000 中村　誠 非公表 12,000

齊藤　陽一 非公表 14,000 榊原　彰俊 非公表 10,000

若狹　清史 非公表 90,000 田村　雅史 非公表 10,000

大野　祥太朗 非公表 12,000 岩本　典征 非公表 12,000

河原　正吾 非公表 10,000 金　竜 非公表 12,000

高野　亮次 非公表 116,000 望月　君恵 非公表 39,000

伊藤　周平 非公表 12,000 齊藤　豊 非公表 12,000

佐川　弦 非公表 56,000 齊藤　豊 非公表 12,000

伊藤　公勝 非公表 15,000 岡田　正之 非公表 15,000

中島　章 非公表 10,000 最上　智司 非公表 10,000

加藤　理一 非公表 12,000 高橋　義人 非公表 12,000

花牟礼　茂人 非公表 10,000 加藤　雄大 非公表 10,000

三住　廣也 非公表 10,000 一ノ瀬　勝敏 非公表 10,000

高橋　保 非公表 15,000 藤原　潤也 非公表 12,000

菊地　由宇 非公表 15,000 栗田　雄地 非公表 12,000

萩原　正枝 非公表 10,000 吉田　宗之 非公表 12,000

廉澤　教雄 非公表 29,000 高塚　勝久 非公表 58,000

阿南　誠 非公表 12,000 佐藤　和子 非公表 20,000

杠葉　美樹 非公表 24,000 吉田　薫 非公表 15,000

菊地　大樹 非公表 14,000 吉田　薫 非公表 10,000

長弘　匡史 非公表 14,000 右田　ゆう子 非公表 12,000

村上　宜夫 非公表 15,000 後藤　敦史 非公表 10,000

山口　翔 非公表 10,000 平井　良尚 非公表 12,000

新名　祐司 非公表 14,000 松本　直樹 非公表 14,000

坂口　了一 非公表 14,000 松本　直樹 非公表 10,000

合田　篤 非公表 14,000 安藤　康一 非公表 25,000  
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鈴木　克典 非公表 14,000 貝塚　直行 非公表 14,000

森末　隆 非公表 14,000 小林　和子 非公表 10,000

鍬開　裕仁 非公表 12,000 寿美　さおり 非公表 14,000

中野　雅章 非公表 12,000 斉藤　幸延 非公表 15,000

酒井　朋巳 非公表 12,000 中條　到 非公表 15,000

戸嶋　一博 非公表 20,000 森川　剛 非公表 15,000

山口　寿夫 非公表 15,000 稲葉　英和 非公表 12,000

久恒　りか 非公表 12,000 石井　周吾 非公表 15,000

小谷　奈穂子 非公表 10,000 石井　周吾 非公表 14,000

安藤　進 非公表 18,000 吉見　俊城 非公表 12,000

浜本　美和 非公表 14,000 吉見　俊城 非公表 12,000

田中　敦 非公表 12,000 吉見　俊城 非公表 12,000

長崎　健一 非公表 12,000 吉見　俊城 非公表 12,000

井口　千加子 非公表 20,000 吉見　俊城 非公表 12,000

本間　諒芳 非公表 15,000 吉見　俊城 非公表 12,000

高橋　勝之 非公表 10,000 吉見　俊城 非公表 12,000

佐々木　武司 非公表 12,000 吉見　俊城 非公表 12,000

高橋　秀典 非公表 12,000 桑原　愛 非公表 12,000

錦織　寿 非公表 12,000 日野　由美子 非公表 14,000

竹本　恵子 非公表 12,000 西川　稔 非公表 20,000

萩原　猛 非公表 15,000 堀井　清正 非公表 20,000

西山　順司 非公表 12,000 佐藤　惠信 非公表 12,000

岡田　光博 非公表 15,000 山田　博愛 非公表 14,000

吉武　愛 非公表 15,000 福永　功 非公表 58,000

佐藤　伸也 非公表 12,000 大原　宰 非公表 12,000

清水　夢香 非公表 12,000 藤澤　啓子 非公表 15,000

岸川　真樹 非公表 12,000 渡邊　雅之 非公表 14,000

加藤　雅啓 非公表 10,000 宮川　仁美 非公表 15,000

永溝　朋恵 非公表 12,000 恵本　祐介 非公表 12,000

菅原　彩子 非公表 12,000 萩原　康太 非公表 12,000

原　裕二郎 非公表 10,000 礒田　颯希 非公表 15,000

小酒井　治 非公表 10,000 田中　宏志 非公表 12,000

稲岡　信一 非公表 20,000 藤本　祐介 非公表 12,000

平田　沙織 非公表 12,000 山本　美季男 非公表 140,000

中村　歩 非公表 10,000 田中　保嗣 非公表 10,000

小西　詠子 非公表 12,000 相川　真吾 非公表 12,000

シブヤ　ミツヒロ 非公表 12,000 山越　倫子 非公表 10,000

松井　亮二 非公表 28,000 大石　章雄 非公表 14,000

長谷川　たか子 非公表 10,000 石橋　隆史 非公表 12,000

尾崎　裕輝 非公表 10,000 田中　昭広 非公表 12,000

千田　哲大 非公表 15,000 落合　哲也 非公表 12,000

菊地　拓也 非公表 15,000 柴沼　栄希 非公表 12,000

黒木　健多 非公表 15,000 小仲　敏朗 非公表 12,000

溝口　幸喜 非公表 12,000 山本　孝麿 非公表 18,000

北原　卓人 非公表 20,000 西本　依真 非公表 10,000

山岸　精司 非公表 12,000 細田　竜太 非公表 12,000

中原　啓介 非公表 12,000 堀江　学 非公表 12,000

戎子　洋二 非公表 14,000 岡本　純 非公表 12,000

金内　康祐 非公表 10,000 山田　敏治 非公表 12,000

渡辺　和美 非公表 14,000 中田　公江 非公表 10,000

宮武　浩子 非公表 12,000 松原　亮太 非公表 15,000

花田　美穂 非公表 12,000 有村　純治 非公表 20,000

岡本　篤 非公表 12,000 細川　博司 非公表 12,000

龍竹　映子 非公表 10,000 北田　武士 非公表 12,000

市村　大輔 非公表 10,000 豊田　康祐 非公表 10,000
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須藤　力行 非公表 24,000 石川　諒汰 非公表 10,000

吉橋　智也 非公表 12,000 上西　宏一 非公表 12,000

氏原　知志 非公表 12,000 福本　貴志 非公表 20,000

小野寺　淳 非公表 10,000 石川　真梨子 非公表 10,000

西　正吾 非公表 12,000 布施　賢人 非公表 15,000

永田　裕之 非公表 15,000 今野　晴夫 非公表 12,000

郷　哲治 非公表 12,000 高森　浩 非公表 15,000

藤村　祐樹 非公表 12,000 五島　祥文 非公表 10,000

岡崎　敬 非公表 12,000 安藤　英勝 非公表 10,000

小川　主 非公表 14,000 佐藤　大樹 非公表 10,000

前原　邦彦 非公表 12,000 坂本　幸則 非公表 12,000

西　利也 非公表 12,000 工藤　慶之 非公表 12,000

種村　博司 非公表 12,000 山川　友優子 非公表 15,000

岩村　さゆり 非公表 15,000 増田　健次 非公表 14,000

平尾　英一 非公表 15,000 小川　京子 非公表 14,000

杉山　光輝 非公表 10,000 船木　勉 非公表 12,000

田中　春利 非公表 10,000 木下　ななか 非公表 12,000

冨松　薫 非公表 12,000 松本　良一 非公表 20,000

野村　優佑 非公表 12,000 山岸　業弘 非公表 20,000

市川　環 非公表 12,000 今倉　康博 非公表 12,000

林　賢一 非公表 12,000 今倉　康博 非公表 12,000

黒岩　秀幸 非公表 10,000 熱田　良実 非公表 10,000

渡辺　一雄 非公表 14,000 松波　廣三 非公表 10,000

西沢　純 非公表 10,000 松井　章 非公表 12,000

米田　福光 非公表 10,000 山根　徹夫 非公表 12,000

増田　巧 非公表 30,000 島田　康平 非公表 12,000

山口　敏幸 非公表 10,000 瀧澤　芙美子 非公表 10,000

島田　修 非公表 15,000 木稲　勇次 非公表 12,000

野々村　直樹 非公表 12,000 鈴木　健之 非公表 12,000

宮田　喜美子 非公表 12,000 寺岡　佑耕 非公表 12,000

丸田　隆教 非公表 14,000 川崎　勝弘 非公表 60,000

豊田　昇 非公表 12,000 楠本　知大 非公表 12,000

呉　明憲 非公表 20,000 桑原　惇 非公表 14,000

吉永　靖子 非公表 15,000 茎津　武大 非公表 20,000

吉見　俊城 非公表 100,000 川上　貴秀 非公表 10,000

橋上　佐知子 非公表 15,000 藤原　慎司 非公表 14,000

佐藤　聡 非公表 12,000 石黒　紀之 非公表 12,000

宮下　繁明 非公表 12,000 伊藤　勝典 非公表 12,000

玉井　詠子 非公表 12,000 河村　吉紀 非公表 15,000

岡田　実継 非公表 12,000 三井　將弘 非公表 58,000

石井　智子 非公表 12,000 石井　基雄 非公表 12,000

高橋　鼓 非公表 12,000 山口　和範 非公表 14,000

坂本　光功 非公表 10,000 安田　理加子 非公表 56,000

倉石　宗明 非公表 12,000 飯田　陽子 非公表 12,000

宇野　雅哉 非公表 14,000 飯田　忍 非公表 15,000

山本　幸治 非公表 24,000 前川　陽介 非公表 12,000

瀧瀬　美咲 非公表 20,000 能登　美咲 非公表 10,000

相原　淳嗣 非公表 20,000 松田　昌浩 非公表 10,000

小池　陽子 非公表 12,000 新屋　勝 非公表 20,000

矢後　幸子 非公表 15,000 小川原　真美 非公表 12,000

細川　聡一郎 非公表 10,000 榊　直之 非公表 10,000

松田　伸也 非公表 12,000 本橋　登 非公表 12,000

谷山　成年 非公表 62,000 高山　翔太 非公表 15,000

内藤　優 非公表 12,000 武方　一憲 非公表 12,000

内藤　優 非公表 10,000 萩原　純三 非公表 20,000
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新村　葉月 非公表 12,000 後藤　博志 非公表 15,000

徳江　幸恵 非公表 15,000 籔亀　圭一朗 非公表 10,000

柳原　薫 非公表 12,000 城戸　竜太 非公表 12,000

野崎　伸次 非公表 40,000 成島　優衣 非公表 12,000

富沢　睦 非公表 12,000 加賀　史成 非公表 12,000

池田　清彦 非公表 12,000 山本　晃士 非公表 12,000

岩井　明光 非公表 10,000 林田　朋実 非公表 15,000

風呂田　努 非公表 15,000 米山　和宏 非公表 12,000

川口　敏江 非公表 12,000 大森　精二 非公表 12,000

横尾　由紀 非公表 12,000 作元　慎哉 非公表 12,000

奥村　正彦 非公表 14,000 杉村　高宏 非公表 12,000

池野　雄太 非公表 12,000 高取　良雄 非公表 20,000

藤城　有哉 非公表 39,000 宮床　彰一 非公表 12,000

袁　若愚 非公表 20,000 村田　幸雄 非公表 15,000

光延　申ニ 非公表 12,000 坂内　巧 非公表 12,000

桑原　愛子 非公表 15,000 清水　徹 非公表 12,000

清川　滋 非公表 15,000 坂本　博史 非公表 12,000

永谷　知永子 非公表 14,000 新野　滋子 非公表 12,000

外田　能久 非公表 14,000 清水　信貴 非公表 10,000

菊池　愛 非公表 12,000 馬　麗麗 非公表 10,000

山下　敬子 非公表 12,000 水野　悟 非公表 14,000

中村　克彦 非公表 12,000 野川　康晴 非公表 12,000

長谷川　清 非公表 12,000 眞田　知加子 非公表 12,000

小寺　重太 非公表 12,000 井ノ上　善文 非公表 12,000

村上　拓也 非公表 39,000 冨田　雅之 非公表 15,000

田島　正大 非公表 12,000 任勢　幸代 非公表 56,000

真下　雅充 非公表 10,000 氷室　直哉 非公表 58,000

沼野　敦志 非公表 12,000 山田　絵利加 非公表 10,000

小内　康弘 非公表 20,000 田井　航 非公表 10,000

西川　修平 非公表 10,000 早川　和人 非公表 12,000

津野　航 非公表 12,000 鈴木　健太 非公表 12,000

榎　仁美 非公表 10,000 井上　真純 非公表 15,000

成田　明夫 非公表 10,000 山内　秀悟 非公表 12,000

根岸　征一郎 非公表 12,000 齊藤　博英 非公表 12,000

金田　ひとみ 非公表 15,000 眞鍋　美穂 非公表 15,000

笛木　裕輔 非公表 10,000 小林　咲穂 非公表 15,000

坂下　成伸 非公表 12,000 竜田　ちひろ 非公表 13,000

能登　宏和 非公表 12,000 竜田　ちひろ 非公表 67,000

小堀　周一郎 非公表 12,000 李　云亭 非公表 10,000

中山　勇佑 非公表 30,000 飯島　有騎 非公表 10,000

八杉　祥久 非公表 12,000 坂本　健造 非公表 12,000

佐野　茜 非公表 15,000 木戸　祥文 非公表 12,000

森下　大地 非公表 12,000 竹内　友宏 非公表 12,000

木村　友彦 非公表 10,000 新田　弘一朗 非公表 12,000

長谷川　一樹 非公表 12,000 寺谷　泰夫 非公表 14,000

前田　裕貴 非公表 12,000 細貝　修 非公表 15,000

野添　直子 非公表 15,000 西田　圭佑 非公表 15,000

石川　哲也 非公表 15,000 丹羽　昭裕 非公表 12,000

渋谷　巧 非公表 12,000 宮地　康太 非公表 15,000

宮崎　祐介 非公表 12,000 桑原　慎治 非公表 12,000

槐　龍也 非公表 12,000 廣瀬　竹伸 非公表 12,000

平林　典男 非公表 12,000 小松　幹 非公表 10,000

福下　知伸 非公表 12,000 杉田　浩子 非公表 12,000

糸山　宏一郎 非公表 12,000 高橋　勝也 非公表 12,000

師井　研 非公表 12,000 八巻　桃夏 非公表 12,000
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植田　貴明 非公表 14,000 島川　翼 非公表 10,000

山口　侑男 非公表 12,000 鍛治　太 非公表 12,000

加藤　慎士 非公表 15,000 鍛治　太 非公表 14,000

富永　道治 非公表 15,000 栢本　忠志 非公表 15,000

平嶋　亮雅 非公表 12,000 轟　智正 非公表 12,000

間　富貴子 非公表 12,000 諏訪　昭久 非公表 12,000

中島　進 非公表 12,000 金谷　一希 非公表 10,000

大月　弘介 非公表 20,000 大野　拓未 非公表 12,000

宮達　理江 非公表 10,000 漆畑　充 非公表 15,000

大塚　美佳 非公表 12,000 武田　勝彦 非公表 30,000

西部　友喜 非公表 10,000 鈴木　浩孝 非公表 12,000

松橋　加奈 非公表 10,000 長澤　祐也 非公表 12,000

渦古　敏貴 非公表 12,000 猶原　正通 非公表 12,000

山崎　敦 非公表 10,000 佐々木　寛 非公表 12,000

神宮　翼 非公表 10,000 星長　省吾 非公表 12,000

湯浅　富夫 非公表 12,000 岩本　浩一 非公表 12,000

杉山　直也 非公表 10,000 柏原　裕樹 非公表 12,000

松平　圭吾 非公表 15,000 佐々木　敬 非公表 12,000

齋藤　聡子 非公表 10,000 松田　哲 非公表 12,000

今泉　吏至 非公表 15,000 久保田　一寛 非公表 12,000

藤田　篤 非公表 12,000 吉田　史生 非公表 40,000

小森　康平 非公表 10,000 南竹　恵 非公表 20,000

太田　浩之 非公表 13,000 大野　匠 非公表 12,000

長宗　高樹 非公表 12,000 中村　孝也 非公表 20,000

饒田　俊明 非公表 20,000 山本　真里 非公表 12,000

森下　優子 非公表 10,000 伊藤　正弘 非公表 12,000

岡部　公裕 非公表 15,000 多田　修将 非公表 12,000

井上　直人 非公表 14,000 関川　雅人 非公表 12,000

足立　正 非公表 12,000 中藤　宏 非公表 15,000

吉間　博 非公表 12,000 宮原　克徳 非公表 12,000

廣瀬　洋一郎 非公表 12,000 城　修 非公表 10,000

長谷川　勝也 非公表 12,000 福永　詩津香 非公表 12,000

山田　菫 非公表 29,000 木下　克紀 非公表 15,000

藤井　孝彦 非公表 12,000 郡司　正芳 非公表 12,000

熊井　俊一郎 非公表 20,000 長沼　秀政 非公表 12,000

堂前　公希 非公表 12,000 山口　望 非公表 15,000

山口　真帆 非公表 10,000 中村　雄太 非公表 12,000

江口　浩蔵 非公表 12,000 高村　里美 非公表 12,000

鈴木　康太 非公表 10,000 松島　健人 非公表 10,000

磯　頼光 非公表 20,000 舟本　奨 非公表 20,000

澤　英恵 非公表 10,000 鈴木　美和子 非公表 15,000

浅川　正美 非公表 12,000 渡邊　浩伸 非公表 12,000

間世田　徹 非公表 15,000 岡本　佑斗 非公表 12,000

白阪　憲介 非公表 12,000 菊地　秀文 非公表 10,000

稲治　宗佑 非公表 12,000 西矢　卓郎 非公表 12,000

北林　学 非公表 12,000 大川　央子 非公表 10,000

神田　敏夫 非公表 12,000 近藤　伸行 非公表 12,000

橋本　彰一郎 非公表 10,000 北島　直希 非公表 12,000

和田　紋華 非公表 20,000 上原　隆 非公表 12,000

中本　翔太 非公表 15,000 若林　隆志 非公表 15,000

岡部　靖弘 非公表 20,000 王　晨 非公表 12,000

岡部　靖弘 非公表 15,000 濱谷　佳治 非公表 12,000

石戸　広考 非公表 25,000 小川　諭 非公表 12,000

島川　翼 非公表 15,000 岩本　崇志 非公表 10,000

島川　翼 非公表 12,000 鈴木　俊哉 非公表 15,000
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惣前　尚郎 非公表 14,000 梶原　節子 非公表 34,000

黒岩　泰 非公表 15,000 福元　康仁 非公表 12,000

速見　朋弥 非公表 15,000 黒仁田　祐貴 非公表 15,000

保坂　尚徳 非公表 12,000 小島　政広 非公表 10,000

宮本　俊輔 非公表 15,000 財津　誠一 非公表 12,000

齋藤　英輝 非公表 10,000 惠澤　奈那子 非公表 10,000

清水　はるみ 非公表 10,000 山崎　敬一 非公表 20,000

園田　佳宏 非公表 14,000 板倉　知子 非公表 15,000

中尾　裕也 非公表 15,000 佐久間　隆幸 非公表 12,000

須並　英二 非公表 12,000 田村　仁美 非公表 12,000

松井　拓也 非公表 15,000 鈴木　隆大 非公表 12,000

松井　拓也 非公表 10,000 土岐　和彦 非公表 10,000

鈴木　克彦 非公表 10,000 竹内　寛 非公表 20,000

森下　圭太 非公表 15,000 周本　剛大 非公表 12,000

岩井　勇樹 非公表 10,000 坂田　倫明 非公表 12,000

浅野　修平 非公表 15,000 梶田　俊 非公表 15,000

尾坂　藤代 非公表 12,000 西脇　香織 非公表 12,000

尾坂　藤代 非公表 12,000 名取　雅美 非公表 12,000

窪　隆史 非公表 12,000 真野　隆之 非公表 12,000

田村　陽子 非公表 15,000 伊藤　理沙 非公表 12,000

鈴木　勝夫 非公表 20,000 菊池　恵美 非公表 15,000

関　優太 非公表 12,000 山西　秀樹 非公表 10,000

佐藤　慶太 非公表 12,000 小宮山　和広 非公表 10,000

藤原　麻希 非公表 12,000 鈴木　隼人 非公表 15,000

山田　喜一 非公表 12,000 仲川　翔太 非公表 12,000

北冨　裕二 非公表 12,000 石川　達志 非公表 12,000

山本　惣一 非公表 20,000 松宮　美和 非公表 12,000

伊藤　典子 非公表 10,000 中村　祐二 非公表 10,000

奥野　万莉奈 非公表 12,000 藤田　裕美 非公表 15,000

山田　智子 非公表 15,000 向井　俊明 非公表 58,000

又野　純子 非公表 14,000 溝口　航太 非公表 12,000

宮本　一典 非公表 58,000 溝口　航太 非公表 12,000

宮本　一典 非公表 39,000 梶　由美 非公表 15,000

樽井　侑介 非公表 15,000 田中　誠一 非公表 15,000

田中　良典 非公表 15,000 国武　雄太 非公表 12,000

工藤　雄太 非公表 15,000 中西　弘幸 非公表 12,000

市川　慶太 非公表 15,000 中西　弘幸 非公表 12,000

大林　ユキ 非公表 12,000 穂坂　宏昭 非公表 12,000

臺野　廉 非公表 12,000 松本　大河 非公表 15,000

高田　賀靖 非公表 18,000 山浦　孝幾 非公表 12,000

積　陽子 非公表 12,000 伊藤　洋平 非公表 15,000

丸山　沙月 非公表 10,000 寺田　史子 非公表 12,000

中村　美樹 非公表 15,000 安部　秀幸 非公表 15,000

宮崎　剛 非公表 20,000 安部　秀幸 非公表 10,000

江野　克洋 非公表 10,000 鈴木　秀和 非公表 15,000

河村　昌典 非公表 12,000 假屋崎　省吾 非公表 20,000

西津　将巨 非公表 12,000 瀧澤　仁志 非公表 12,000

田中　和博 非公表 10,000 美濃　純平 非公表 10,000

関口　亨 非公表 12,000 杉本　達也 非公表 54,000

石本　可奈恵 非公表 12,000 芥川　智江 非公表 10,000

高垣　浩司 非公表 20,000 明治　達也 非公表 12,000

山崎　紀予子 非公表 20,000 湯浅　秀昭 非公表 12,000

市来　海 非公表 12,000 外山　忠夫 非公表 12,000

小川　剛功 非公表 12,000 盛　子太郎 非公表 14,000

有村　真宣 非公表 15,000 桑原　勝 非公表 20,000



 47 

ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

前田　蓮樹 非公表 14,000 瀬尾　幸江 非公表 15,000

田中　真喜 非公表 10,000 青木　愛 非公表 15,000

橋本　健史 非公表 15,000 佐々木　国香 非公表 10,000

渡邊　義敬 非公表 14,000 渡辺　吉尋 非公表 12,000

新妻　泰典 非公表 14,000 大森　好洋 非公表 14,000

豊山　晃輔 非公表 15,000 佐藤　伸一 非公表 10,000

折井　佑人 非公表 10,000 山口　徹 非公表 15,000

尾尻　琢磨 非公表 15,000 本村　晃 非公表 12,000

中村　陽子 非公表 12,000 講神　友紀 非公表 12,000

岡安　　英之 非公表 15,000 加治　哲也 非公表 12,000

澤村　房枝 非公表 12,000 黒川　訓 非公表 12,000

成田　勇二 非公表 90,000 宮元　将隆 非公表 10,000

千代谷　佑 非公表 10,000 井上　元気 非公表 14,000

古村　翼 非公表 10,000 尾山　靖直 非公表 60,000

原　和樹 非公表 10,000 久田　康介 非公表 15,000

入佐　愛花 非公表 10,000 森坪　陽子 非公表 10,000

藤田　真 非公表 12,000 鎌倉　大祐 非公表 10,000

佐藤　明弘 非公表 15,000 吉田　光一 非公表 116,000

豊田　晃久 非公表 12,000 堀　大輔 非公表 10,000

黒瀬　悦孝 非公表 12,000 吉田　達哉 非公表 15,000

黒瀬　悦孝 非公表 10,000 漆原　優子 非公表 10,000

上原　大河 非公表 15,000 濱田　健司 非公表 12,000

横橋　一春 非公表 12,000 倉増　京平 非公表 10,000

藤田　政子 非公表 10,000 上田　エイスイ 非公表 10,000

江間　英樹 非公表 12,000 古家　佑樹 非公表 15,000

吉永　巧 非公表 14,000 大石　智美 非公表 10,000

淡野　貴也 非公表 12,000 上村　治輝 非公表 12,000

山島　賢明 非公表 15,000 鈴木　裕之 非公表 14,000

田中　進之祐 非公表 58,000 寺澤　はるか 非公表 15,000

端山　幹大 非公表 10,000 寺本　あゆみ 非公表 20,000

紙谷　崇之 非公表 15,000 西川　浩昭 非公表 14,000

西本　正文 非公表 10,000 綿引　一昭 非公表 10,000

久保　大輔 非公表 58,000 斎藤　拓 非公表 15,000

芳川　仁 非公表 120,000 杉島　芳雄 非公表 15,000

木村　英生 非公表 10,000 松浦　舜弥 非公表 10,000

能見　佐和子 非公表 12,000 加納　拓 非公表 15,000

青木　亮 非公表 15,000 横田　敏明 非公表 12,000

櫻田　純夫 非公表 12,000 西川　みどり 非公表 12,000

飯田　 光 非公表 15,000 山崎　須瑞恵 非公表 14,000

阿部　裕考 非公表 12,000 柳原　秀範 非公表 12,000

加藤　幸雄 非公表 12,000 手塚　由佳 非公表 20,000

加藤　幸雄 非公表 12,000 阪本　龍太郎 非公表 12,000

矢野　智一 非公表 15,000 高橋　明子 非公表 12,000

神田　幸大 非公表 20,000 菊田　法克 非公表 12,000

岡田　芳之 非公表 15,000 吉野　武 非公表 12,000

山口　雅夫 非公表 15,000 小山　涼子 非公表 12,000

井上　智博 非公表 15,000 梶本　莉佐 非公表 15,000

大橋　伸基 非公表 15,000 谷崎　未奈 非公表 14,000

久保　貴裕 非公表 12,000 清水　一彦 非公表 12,000

山口　俊二 非公表 10,000 小竹　雅子 非公表 10,000

松尾　悠 非公表 15,000 佐々木　玲子 非公表 12,000

伊藤　加与子 非公表 15,000 内田　大介 非公表 12,000

秋元　克広 非公表 12,000 佐藤　克典 非公表 10,000

岡本　直也 非公表 15,000 田中　晋作 非公表 20,000

山田　千晶 非公表 12,000 安江　昌之 非公表 15,000  
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野原　裕憲 非公表 15,000 山本　和正 非公表 15,000

工藤　望 非公表 10,000 大森　夕貴 非公表 12,000

戸塚　哲也 非公表 10,000 坂田　進 非公表 13,000

福田　晶子 非公表 10,000 片岡　翔 非公表 12,000

林口　直樹 非公表 10,000 峰　也真人 非公表 12,000

佐藤　孝 非公表 14,000 江原　真也 非公表 15,000

長野　克則 非公表 12,000 杉田　耕司 非公表 15,000

喜舎場　貴之 非公表 12,000 山本　知宏 非公表 12,000

長内　恵美 非公表 15,000 田中　良二 非公表 15,000

三宅　孝司 非公表 12,000 田中　良二 非公表 12,000

河合　秀徳 非公表 20,000 井上　貴信 非公表 12,000

小林　道央 非公表 12,000 御船　誠 非公表 12,000

今井　さくら 非公表 10,000 内田　康和 非公表 20,000

市川　秀夫 非公表 12,000 糟谷　健司 非公表 15,000

出井　悠 非公表 10,000 佐藤　あゆみ 非公表 10,000

嶋田　政夫 非公表 12,000 穴山　知博 非公表 15,000

浦野　正 非公表 12,000 高橋　慧 非公表 15,000

櫻田　龍三 非公表 10,000 瀧川　洋史 非公表 10,000

櫻田　龍三 非公表 10,000 信長　敏 非公表 24,000

猪股　裕太 非公表 12,000 山田　晃 非公表 10,000

久保　文昭 非公表 13,000 山田　貴史 非公表 15,000

松下　育男 非公表 12,000 宮崎　竜一 非公表 15,000

森川　敏治 非公表 58,000 鈴木　俊吾 非公表 12,000

鈴木　学 非公表 15,000 竹内　智哉 非公表 10,000

上村　耕平 非公表 15,000 梅月　克弘 非公表 18,000

内潟　勇太 非公表 10,000 板岡　誠 非公表 12,000

前田　康之 非公表 12,000 片山　博章 非公表 12,000

萱沼　裕太 非公表 12,000 石坂　広徳 非公表 27,000

有輪　理彦 非公表 15,000 関　邦彦 非公表 20,000

川崎　翼 非公表 10,000 平岡　哲侍 非公表 12,000

加地　俊仁 非公表 10,000 吉村　拓人 非公表 15,000

于　健 非公表 20,000 森山　圭 非公表 12,000

佐藤　大典 非公表 10,000 畑中　雄太 非公表 14,000

今村　勇大 非公表 10,000 武部　航 非公表 15,000

深谷　昌隆 非公表 12,000 浅田　和希 非公表 15,000

越沼　彩 非公表 12,000 斉藤　哲治 非公表 12,000

布川　雅之 非公表 15,000 川口　智夏 非公表 14,000

吉田　彩花 非公表 15,000 村上　大樹 非公表 10,000

河内　利亘 非公表 12,000 加藤　亮一 非公表 12,000

坂井　正光 非公表 20,000 谷崎　賀英子 非公表 12,000

鈴木　弘幸 非公表 12,000 乗兼　圭史 非公表 10,000

三澤　和文 非公表 13,000 荒木田　豊 非公表 12,000

金子　喬 非公表 12,000 石田　将大 非公表 10,000

村田　雄一郎 非公表 20,000 高橋　明 非公表 10,000

増田　明華 非公表 15,000 沼野　藤仁 非公表 12,000

菅谷　友昇 非公表 15,000 渡海　義隆 非公表 15,000

大塚　怜司 非公表 12,000 長谷　初実 非公表 24,000

打木　喜好 非公表 12,000 渡海　義隆 非公表 15,000

小野崎　崇 非公表 12,000 北　明日風 非公表 12,000

山邉　俊介 非公表 12,000 三谷　一 非公表 12,000

齋藤　洋和 非公表 10,000 鈴木　徹 非公表 12,000

滝島　開 非公表 12,000 岡本　綾香 非公表 15,000

鬼澤　重光 非公表 300,000 井原　俊行 非公表 20,000

鬼澤　重光 非公表 300,000 小嶋　進 非公表 10,000

倉形　則行 非公表 14,000 堀口　由紀子 非公表 15,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

佐藤　海史 非公表 10,000 桒田　康貴 非公表 10,000

齋藤　恵美 非公表 10,000 桒田　康貴 非公表 10,000

石田　徳彦 非公表 15,000 清田　豊 非公表 10,000

中村　秀司 非公表 12,000 大鹿　之裕 非公表 12,000

茂字井　健康 非公表 25,000 小野寺　聖 非公表 15,000

佐藤　信吾 非公表 20,000 石屋　仁美 非公表 12,000

堀口　駿 非公表 15,000 鈴木　龍一 非公表 12,000

田中　利明 非公表 10,000 松下　建太 非公表 10,000

森田　浩昭 非公表 12,000 平山　雄啓 非公表 15,000

高梨　剛 非公表 10,000 井上　忠 非公表 10,000

古田　翔平 非公表 10,000 吉田　拓海 非公表 15,000

三澤　智子 非公表 10,000 長谷川　伸幸 非公表 12,000

真保　克貴 非公表 10,000 片岡　純 非公表 14,000

丹尾　友紀 非公表 27,000 大江　栄年 非公表 10,000

菅原　奈津子 非公表 12,000 那須　俊吾 非公表 10,000

稲葉　弘承 非公表 10,000 岡村　誠 非公表 12,000

カノウチオリ　チオリ 非公表 15,000 古田　魁人 非公表 15,000

関　匡士 非公表 12,000 岡田　俊三 非公表 12,000

伊藤　学 非公表 56,000 岡田　俊三 非公表 15,000

篠田　雅浩 非公表 12,000 藤井　サチエ 非公表 12,000

松岡　賢二 非公表 15,000 長坂　亮 非公表 12,000

湯川　大 非公表 15,000 松葉　眞理子 非公表 12,000

加納　拓 非公表 15,000 仲村　宏司 非公表 15,000

原木　京介 非公表 15,000 山崎　泰弘 非公表 12,000

梅田　芳郎 非公表 14,000 大西　志真 非公表 13,000

鈴木　武文 非公表 12,000 長根　末太郎 非公表 15,000

茅野　俊幸 非公表 12,000 中村　幸介 非公表 15,000

富窪　和郎 非公表 12,000 渡邉　研志 非公表 12,000

小倉　達也 非公表 12,000 石橋　宏朗 非公表 12,000

伴　慶子 非公表 14,000 御厨　凌 非公表 15,000

高橋　里沙 非公表 12,000 佐野　美由紀 非公表 12,000

西村　保広 非公表 12,000 市山　義隆 非公表 58,000

仲本　杉久 非公表 10,000 川浪　隆史 非公表 12,000

長谷川　良香 非公表 12,000 橋尾　暁 非公表 12,000

斎藤　和義 非公表 80,000 孕石　良登 非公表 12,000

澤田　紘司 非公表 12,000 由良　嘉兵衛 非公表 12,000

宮田　智弘 非公表 15,000 岡部　昭彦 非公表 12,000

田中　智幸 非公表 15,000 佐々木　裕起子 非公表 10,000

黒田　修輔 非公表 20,000 山口　潤 非公表 14,000

小竹　雅子 非公表 10,000 石原　俊彦 非公表 10,000

坂田　恵美子 非公表 12,000 池田　綾 非公表 10,000

下坂　雅子 非公表 10,000 桃澤　健二 非公表 12,000

沖元　佑介 非公表 10,000 下里　秀紀 非公表 12,000

池田　秀樹 非公表 12,000 朝日　里奈子 非公表 12,000

北川　もと子 非公表 15,000 國友　伸晃 非公表 12,000

渡部　育朋 非公表 12,000 金子　凌 非公表 16,000

姫井　信昌 非公表 12,000 伊豆野　良栄 非公表 10,000

西中　智賀 非公表 15,000 若菜　雄信 非公表 15,000

鋤柄　幸成 非公表 14,000 石神　康次 非公表 10,000

尾崎　久馬 非公表 10,000 林　良宏 非公表 12,000

小家　丈典 非公表 10,000 大野　善樹 非公表 10,000

小松　恵美 非公表 15,000 三橋　雄紀 非公表 12,000

山本　裕孝 非公表 12,000 岡村　敏雄 非公表 12,000

石原　雅臣 非公表 15,000 沼田　哲男 非公表 40,000

北出　寿 非公表 15,000 野賀　美作 非公表 12,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

吉田　忠義 非公表 10,000 海老原　紳 非公表 10,000

小林　利之 非公表 15,000 海老原　紳 非公表 10,000

松田　昌浩 非公表 10,000 海老原　紳 非公表 10,000

石田　光 非公表 14,000 竹内　博夫 非公表 14,000

山田　康博 非公表 15,000 佐伯　拓哉 非公表 14,000

西村　卓也 非公表 12,000 福尾　一栄 非公表 12,000

梶田　義孝 非公表 10,000 酒井　智史 非公表 14,000

今枝　貴久 非公表 12,000 番場　あかり 非公表 12,000

石川　泰祐 非公表 10,000 森田　純一 非公表 12,000

窪田　秀昭 非公表 14,000 竹田　悦子 非公表 10,000

小原　大蔵 非公表 14,000 江刺家　孝臣 非公表 10,000

小原　大蔵 非公表 14,000 桑原　真二 非公表 12,000

小原　大蔵 非公表 14,000 大三　宏 非公表 14,000

窪田　秀昭 非公表 14,000 宮崎　伸一 非公表 10,000

小松　麻衣 非公表 10,000 宮崎　伸一 非公表 14,000

奥山　英伸 非公表 12,000 池上　隆 非公表 14,000

原　千也 非公表 20,000 津田　隼士 非公表 13,000

小坂　陽一 非公表 12,000 佐伯　一真 非公表 14,000

中辻　稔 非公表 13,000 権平　理沙 非公表 12,000

上岡　伸男 非公表 25,000 蓮水　煌 非公表 14,000

小林　忍 非公表 15,000 高橋　裕一 非公表 10,000

内田　舞 非公表 13,000 矢板　奨仁 非公表 18,000

藤井　里沙 非公表 20,000 大道　千代 非公表 13,000

菊池　泰英 非公表 14,000 指田　耕作 非公表 12,000

渡辺　匠 非公表 13,000 加瀬　浩 非公表 14,000

辻　正実 非公表 13,000 香川　俊介 非公表 12,000

本間　俊二 非公表 14,000 梅本　雅也 非公表 39,000

沢辺　敦志 非公表 14,000 高木　修 非公表 15,000

本地　宏幸 非公表 14,000 神崎　拓也 非公表 10,000

武田　裕平 非公表 20,000 山内　克己 非公表 32,000

伊藤　彩音 非公表 14,000 田中　真理子 非公表 14,000

池宮　真由美 非公表 13,000 竹村　宥治 非公表 12,000

田代　尚己 非公表 14,000 高橋　和也 非公表 18,000

村田　薫 非公表 13,000 鶴間　仁子 非公表 14,000

生出　麗子 非公表 14,000 福地　拓史 非公表 14,000

八木　知子 非公表 14,000 羽切　活史 非公表 12,000

服部　明洋 非公表 14,000 田園　直樹 非公表 12,000

浅野　剛 非公表 12,000 井出　和昭 非公表 13,000

楠本　靖明 非公表 12,000 森岡　一朗 非公表 10,000

古関　誠 非公表 14,000 川名　隆司 非公表 12,000

堀　直美 非公表 14,000 佐藤　友紀 非公表 12,000

小須田　賢一 非公表 13,000 大村　慶一 非公表 10,000

貝沼　多恵子 非公表 10,000 浅見　英理 非公表 20,000

板谷　敏浩 非公表 14,000 佐藤　隆司 非公表 14,000

上運天　慎也 非公表 29,000 澤田　守 非公表 13,000

渡辺　順造 非公表 14,000 山崎　泰弘 非公表 24,000

大平　彩也香 非公表 14,000 安部　慶郎 非公表 13,000

谷口　文人 非公表 14,000 鍵田　季子 非公表 12,000

林　幹人 非公表 13,000 宮澤　一 非公表 10,000

山口　達也 非公表 14,000 工藤　春彦 非公表 11,000

野々山　友幸 非公表 14,000 須藤　香織 非公表 20,000

正本　日登美 非公表 20,000 高木　雅英 非公表 20,000

海老原　紳 非公表 10,000 清水　久江 非公表 14,000

海老原　紳 非公表 10,000 木村　全孝 非公表 12,000

海老原　紳 非公表 10,000 草野　要 非公表 13,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 寄附額(円)

木村　武志 非公表 12,000 柳澤　暢一 非公表 14,000

島藤　諭完 非公表 13,000 菅原　日佐子 非公表 10,000

菅　宏美 非公表 12,000 山田　和孝 非公表 13,000

瀧川　雅喜 非公表 10,000 岩間　一貴 関東 14,000

増田　拓人 非公表 11,000 恩田　公正 非公表 13,000

田中　剛 非公表 12,000 座間　弘和 非公表 13,000

杉崎　夏生 非公表 13,000 伊藤　忠史 非公表 20,000

田中　寛隆 非公表 12,000 加藤　有里子 非公表 14,000

寺町　英明 非公表 14,000 北川　義昭 非公表 15,000

兒玉　哲一 非公表 13,000 新井　茂 非公表 12,000

高橋　宏樹 非公表 20,000 矢野　邦彦 非公表 14,000

宮下　令子 非公表 13,000 中村　裕貴 非公表 13,000

西海　正博 非公表 10,000 楠田　一夫 非公表 11,000

木村　順平 非公表 12,000 酒井　透如 非公表 12,000

酒井　雄太 非公表 242,000 石井　佑樹 非公表 14,000

山下　健志 非公表 13,000 小林　利之 非公表 14,000

長谷川　晋也 非公表 14,000 田中　達郎 非公表 14,000

齊藤　将太 非公表 14,000 竹本　康宏 非公表 14,000

八重樫　寛久 非公表 14,000 那須　準子 非公表 12,000

猪野　玲弥 非公表 15,000 三上　幸恵 非公表 10,000

後藤　亮 非公表 14,000 山田　利彦 非公表 14,000

岡廣　直樹 非公表 14,000 齋藤　いづみ 非公表 14,000

岡廣　直樹 非公表 11,000 佐藤　剛史 非公表 14,000

高柳　渉 非公表 13,000 前山　大輔 非公表 14,000

北村　宜章 非公表 14,000 熊野　秀樹 非公表 14,000

岡田　悠平 非公表 14,000 鈴木　康仁 非公表 14,000

朴木　啓悟 非公表 10,000 井口　道雄 非公表 13,000

小酒　彩奈 非公表 12,000 小玉　勝利 非公表 12,000

角田　俊人 非公表 13,000 原　明伸 非公表 12,000

山口　大輔 非公表 12,000 安西　俊介 非公表 58,000

森本　良仁 非公表 14,000 岩本　はつみ 非公表 14,000

久世　恭久 非公表 12,000 竹縄　恭士 非公表 14,000

杉山　卓 非公表 13,000 吉村　豪 非公表 14,000

井藤　秀明 非公表 14,000 和気　武司 非公表 14,000

北江　浩三 非公表 12,000 石山　勝幸 非公表 35,000

清野　秀樹 非公表 13,000 荻原　航大 非公表 12,000

今井　亨 非公表 13,000 酒井　亮延 非公表 14,000

山本　洋一 非公表 15,000 宮野　勝英 非公表 14,000

縄稚　翔一 非公表 12,000 勝又　晃 非公表 14,000

宍戸　敬 非公表 10,000 吉田　啓悟 非公表 14,000

泉池　敏彦 非公表 10,000 岩部　允紀 非公表 14,000

青木　康裕 非公表 10,000 鈴木　慎也 非公表 14,000

安田　義一 非公表 12,000 林田　和也 非公表 10,000

石川　祐介 非公表 14,000 友重　健吾 非公表 14,000

村田　耕一ムラタ 非公表 20,000 中山　純一 非公表 14,000

小林　利之 非公表 14,000 大貫　常夫 非公表 24,000

高橋　甫 非公表 58,000 磯　頼光 非公表 20,000

中村　方潔 非公表 12,000 猪藤　充正 非公表 14,000

樫原　猛彦 非公表 12,000 松田　守正 非公表 10,000

西村　勇 非公表 13,000 吉野　有信 非公表 12,000

開　情 非公表 14,000 大野　達也 非公表 12,000

東城　敬貴 非公表 10,000 尾崎　順子 非公表 10,000

三田　亮輔 非公表 11,000 森岡　友佳子 非公表 14,000

平田　麻結実 非公表 10,000 春山　梨紗 非公表 10,000

根本　康志 非公表 14,000 大西　弘之 非公表 12,000
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ご芳名 住所 寄附額(円) ご芳名 住所 件数 寄附額(円)

津田　和樹 非公表 13,000 匿名 北海道 11 181,000

安田　順一郎 非公表 12,000 匿名 東北 2 28,000

沼　義則 非公表 10,000 匿名 関東 45 717,000

矢作　さつき 非公表 15,000 匿名 信越 1 10,000

三浦　慶介 非公表 12,000 匿名 北陸 1 14,000

松下　晃久 非公表 13,000 匿名 東海 11 146,000

 森本　和彦 非公表 12,000 匿名 関西 15 205,000

古谷　幹 非公表 11,000 匿名 中国 3 41,000

澤田　元 非公表 13,000 匿名 四国 2 26,000

三浦　智 非公表 10,000 匿名 九州・沖縄 12 194,000

田中　秀之 非公表 12,000 匿名 非公開 43,996 658,819,000

森山　紘太 非公表 14,000

平松　みちる 非公表 13,000

本戸　照美 非公表 10,000

大野　哲男 非公表 12,000 住所 寄附額(円)

相良　恭子 非公表 15,000 北海道 1,000,000

倉益　将伍 非公表 14,000 北海道 777,258

中野　央 非公表 14,000 北海道 575,408

花田　明信 非公表 58,000 北海道 647,334

高橋　直人 非公表 10,000 北海道 16,700

高橋　直人 非公表 10,000 北海道 1,000,000

大坪　正宏 非公表 14,000 北海道 709,500

川上　憲治 非公表 40,000 北海道 50,000

宝来　貴志 非公表 10,000 関東 10,000,000

辻岡　沙織 非公表 12,000 関東 1,000,000

伊東　良行 非公表 14,000 北海道 500,000

三好　達雄 非公表 12,000 北海道 3,000,000

満留　尚宏 非公表 14,000 非公開 500,000

金子　智樹 非公表 14,000

堀内　宏行 非公表 14,000

三泊・塩見浅海増養殖保護組合

明治安田生命保険相互会社旭川支社

信金中央金庫

伊藤忠エネクス株式会社

北興機械株式会社

株式会社　髙橋建設

匿 名

ご芳名(団体)

株式会社ハチロ

北海道留萌高等学校

三協石油株式会社

株式会社ドート

礼受・浜中浅海増養殖保護組合

瀬越浅海増養殖保護組合

 

 

・ 敬称は省略させていただきました。 

・ 氏名などの個人情報の記載については、ご本人に了解を得ています。 

・ 氏名などの公表を希望されていない方については、「匿名」「非公表」としました。
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５ 寄附者のみなさまからのメッセージ  

 令和３年度に本市に寄せられた応援メッセージの一部を紹介いたします。ご声援ありがとうございました。 

 

■ ２５年前、旭川に勤務。月に１度仕事で留萌に３年間通いました。北島三郎の風雪ながれ旅をたまに歌

います。 

 

■ 北海道内でも札幌市への一極集中が進む中、地域の活性化に努力されていることと思います。私たちも

地域産品をいただくことで、少しでもお役に立てればと思っております。頑張ってください。 

 

■ 以前、留萌市の「数の子」の認知度向上の事業に参加しており、何回か訪問させていただきました。頑

張ってほしいです。 

 

■ 留萌市とは縁もゆかりもないですが、ふるさと納税を通じ、美味しいイクラを何度もいただいています。

いつか行ってみたいまだ見ぬ故郷です。 

 

■ 留萌は学生時代、よく遊びに行った思い出深い場所です。 

 

■ 旭川市に住んでいたことがあり、留萌市を何度か訪問したことがあります。 

 

■ 返礼品が魅力的であり、また、自分の親が北海道出身のため、北海道がさらに活性化してほしいと思い

寄附しました。 

 

■ 旭川に住んでいたことがあり、留萌に親近感をもっています。 

 

■ 学生時代に調査で訪れたことがあり、懐かしく思いました。 

 

■ 昨年度もさとうファームさんのお米を定期便にていただきました。大変おいしく、ご家族で丁寧にお作

りになっている雰囲気が、同封いただいた写真からも感じることができました。若奥様？が手書きされてい

る月々のお便りにも優しさが溢れていて、若干ではありますが応援させていただきたいと思っております。

色々とある昨今ですが、お互いに頑張って行きましょう。 
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■ 特にゆかりはありませんが、東京とはちがう大自然に心ひかれます。 

 

■ ドライブで訪れて、その景色のすばらしさを感じました。ＪＲが廃線となり残念ですが、観光による活

性化は余地があると思います。 

 

■ 夏にツーリングに行っています。 

 

■ 数の子が美味しそうでした。 

 

■ 現在、単身赴任で北海道に住んでいます。仕事で留萌市を訪れたことがあります。 

 

■ 松前漬けに惹かれました。 

 

■ 子どもの頃、よく留萌地域へ海水浴に行きました道産子です。 

 

■ バイクツーリングでよく訪れました。微力ではありますが、街の発展にお役立てください。 

 

■ 以前、北海道を旅行した際に立ち寄ったことがあります。 

 

■ 市立病院で大変お世話になりました。 

 

■ 過去に旅行で留萌を訪れたことがあり、印象に残っています。 

 

■ 一度訪れてみたいと思っていますが、遠くてなかなか行けず、来年こそは伺って美味しいものを沢山食

べて観光を満喫したいと思います。 

 

■ イクラ好きの妻のためにこれを選択しました。どこかで有効に使っていただければ幸いです。 

■ 元防衛省北海道防衛局次長として北海道に勤務経験があり、留萌市を訪れたことがあります。義父がか

つて留萌駐屯地で幹部自衛官として勤務しており、家族は留萌市内に住んでいました。 

 

■ 息子が留萌市に赴任していたことがあり、一度遊びに行ったことがありました。自然豊かな地域であり、

さらなる発展を祈念しています。 
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■ 留萌は仕事の関係で２０年ほど前ですが、訪れたことがあります。 

 

■ 留萌は海水浴やドライブで行く事が多々あるのと、数の子が食べたかったからです。 

 

■ 昔、海水浴によく行っていました。海産物を買って焼いて食べたのを思い出します。 

 

■ 子ども達が豊かな文化や教育に少しでも触れられることを願っています。 

 

■ 地域創生に頑張ってください。 

 

■ 母方の元々の地元が留萌です。今では親戚もみな旭川と札幌です。 

 

■ 大昔、スキーをしてお世話になりました。 

 

■ まだコロナが起こる前には、北海道のいろいろな土地を訪れてきました。千歳から大雪山、さらに知床

へ車で走り、ウトロキャンプ場ですばらしい１週間を過ごしました。ローカルのかたとも触れ合う機会があ

って、また北海道に行く楽しみが増えたなかで、次回は千歳から稚内方面に行ってみたいと考えていた矢先

にコロナでした。まだ行ったことのない留萌市にもぜひ立ち寄りたいという楽しみをこめて、寄附させてい

ただきます。 

 

■ 年に数回、訪問させていただいております。コロナ禍で観光業および水産業が厳しい状況とは思います。

来年も訪問することを楽しみにしておりますので、少しでもご支援させていただければ幸いです。 

 

■ 学生の頃に一人旅をして、景観や生活歴史に感激しました。鉄道などの遍歴を後世に残してほしいです。 

 

■ お世話なった方が留萌出身でした。北海道在住中に訪れたことがありますが、留萌だけでなく増毛を含

めて観光しました。近郊の市町村と手を組んで観光アピールできたら、観光客としても行きやすい気がしま

す。当たり前すぎたり、隣接市町村と一緒にアピールなんてタブーとか色々あるかもしれませんが、ご検討

ください。 

 

■ 札幌に８年住んでいた時、留萌のまちの雰囲気が大好きでよく訪れました。好きな留萌にはいつまでも
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活気のあるマチであってほしいです。 

 

■ 松前漬けが美味しそうで、この食べ物含めて維持していくための何かに貢献したいと思いました。 

 

■ このふるさと納税をご縁に留萌市を応援させていただきます。 

 

■ 昨年度いただいた返礼品が大変良かったため、今年も同じものをいただきたく寄附させていただきまし

た。 

 

■ 鉄ヲタなので、留萌といえばＤ６１が頭に浮かびます。留萌本線も先行きは厳しそうですが、なんとか

存続してほしいものです。 

 

■ 妻の両親が留萌市出身です。 

 

■ 北海道が好きです。コロナで旅行が出来ないので 美味しそうな海鮮に惹かれました。 

 

■ 男性が何十年ぶりかに留萌市の故郷に帰る、というテレビ番組を見て、感動したので寄附をさせていた

だきました。 

 

■ 初めまして。ふるさと納税でお世話になった地名をテレビ等で見ると、身近に感じてうれしいものです。

益々の発展を祈ります。 

 

■ 今年の秋、宗谷に行くために「留萌」で１泊しました。朝、散歩で道に迷っていたら、セイコーマート

のお姉さんが丁寧に「留萌駅」を教えてくれました。留萌駅構内の数の子や駅を写真に撮りました。いい思

い出です。そんなことを思いながら少額ですが、寄附させていただきました。 

 

■ 以前名寄駐屯地に勤務していたことがあり、何度か留萌駐屯地に訓練のため訪問したことがあります。

また東日本大地震では２６連隊とともに岩手県沿岸部で行方不明者の捜索などにも従事しました。 

 

■ 帰省の際、必ず通って道の駅などに立ち寄っています。 

 

■ 数の子がとても新鮮で美味しそうでした。 
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■ 主人が先日申込みました。大変美味しかったのでリピートです。楽しみにしています。 

 

■ 松前漬が大好きで、去年岩手県陸前高田市の松前漬を頼みました。今回は小分けがいいなと思っていた

ところ、見つけました 

 

■ お正月に家族で楽しめるものを探していました。母からのリクエストです。よろしくお願いします。 

 

■ 朝ドラの舞台だった記憶があります。 

 

■ 北海道一周の旅行中に寄らせていただきました。 

 

■ 中学生の夏休みに知人のふるさとということで、ほんの少し寄りました。 

 

■ 訪れたことはありませんが、小説を読み関心がありました。 

 

■ 子どもの育成に使ってください。 

 

■ 以前お世話になった方の出身が留萌市です。 

 

■ 埼玉県に住んでいる留萌市出身の方から、留萌のニシンの親子漬けをいただきました。ニシンがこんな

に柔らかくて、おいしい魚だと思っていなかったので感動しました。この海の幸や山の幸を大切にしていた

だきたく、ささやかな応援をしたいと思いました。 

 

■ 自衛隊第２６普通科連隊３中隊留萌を離れて５２年。昭和４１年自衛隊の同期と降り立った留萌駅。何

とか存続してほしい。留萌での時間は青春時代のまっただ中でした。 

 

■ 若者たちが安心して暮らせる町づくりと医療体制の充実をしてください。 

 

■ 母方の親族が沼田出身で何度か留萌に行ったことがあります。 

 

■ 息子が北海道に居住しているため協力したいと思いました。 
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■ 昔、海水浴などの楽しい思い出があります。 

 

■ 何度か旅行に行きました。海の幸が美味しかったです。 

 

■ 父が留萌出身で、何度も訪れています。 

 

■ 父が留萌出身です。私自身も子どもの頃父の実家に訪れ、留萌の海で泳いだ思い出があります。 

 

■ 今回、職場交流により初めてふるさと納税をさせていただきました。留萌市とは直接ゆかりはございま

せんが、北海道へは修学旅行や家族旅行などで度々お世話になり、親しみをもっております。 

 

■ 旧国鉄の留萌地区にあった宿舎立替計画に携わったことがあります。 

 

■ 昨年も利用し返礼品をいただきましたが、とても満足でしたので本年もよろしくお願いします。良い街

づくりが出来ることを祈っております。いつか訪れる事ができたらと願います。 

 

■ さとふるの特集を見て、欲しいと思いました。 

 

■ 小分けだったので魅力を感じました。 

 

■ 北海道の品を食べてみたかったからです。 

 

■ 母に北海道のおせちを食べてほしかったからです。ありがとうございます。 

 

■ 商品が魅力的にて見えました。 

 

■ 北海道にはよく旅行に行かせていただきましたが、留萌にはまだ行けておりません。機会があれば訪れ

てみたいと思っています。 

 

■ 旅行で通りかかった程度ですが、名前が懐かしかったです。 
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■ ゆめぴりかの玄米をここ数年購入して食べています。いつも美味しくいただいています。これからも美

味しいゆめぴりかの生産をお願いします。 

 

■ 北海道真駒内に在住した事があり、留萌は増毛海岸など思い出多きところです。 

 

■ 学生時代、毎年遊びに行きました。 

 

■ 数年前に一度訪れましたところ、大変良い町だと思いました。 

 

■ 海のふるさと館「佐藤勝記念室」でお世話になっております。 

 

■ 新婚旅行が北海道一周であり、２人とも自然が好きです。 

 

■ ほぼ毎年ドライブで通過しました。（滞在したのは蛇の目寿司のランチ程度です） 

 

■ 北海道のツーリングで泊まった事があります。 

 

■ 昨年と同じ返礼品に満足しています。 

 

■ 今は新型コロナウイルスの影響で行けていませんが、毎年八王子からバイクで北海道へ旅に行っていま

した。その時に、留萌市にいつも寄らせていただき、宿の方やお店の店員さんに良くしていただいていまし

た。そのお礼もあり、少額ですが応援させていただきたく思いました。 

 

■ 桃鉄で知りました。市の名前が素敵です。 

 

■ ５年前に御市を訪れ、人情味豊かな日本の原風景を垣間見ることができました。御市と市民の皆様の発

展を心より祈っています。 

 

■ 昔、旅行で旭川に行く途中で夕焼けを見に行ったことがあります。返礼品の品物がよかったです。 

 

■ 学生の頃に旅行で行ったことがあります。 
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■ 転勤で北海道を離れてしまったので、北海道全体を応援したいと思い寄附しました。 

 

■ 同じ北海道に住んでおり、留萌の特産品が美味しい事を知っていました。 

 

■ 観光で訪れたことがあります。 

 

■ 地域や環境保全にお役立てください。 

 

■ 留萌出身です。とってもなつかしいです。 

 

■ 海産資源を未来の子ども達のために大切にしてください。 

 

■ インターネットで夕陽の名所「千望台」からの写真で見える山は、利尻富士でしょうか。「千望台」か

らの夕陽を見たいものです。 

 

■ 学生時代、旅行で訪れました。とても好きな場所となり、また来たいと思いながら実現できていません。

せめてこういう形でもいいから繋がりたいと思い申し込みました。よろしくお願いします。 

 

■ 北海道旭川出身、現在は通販で留萌市内の店舗から海産物を購入しています。幼少期（約７０年前）に

は海水浴にも行きました。 

 

■ お礼品が魅力だったからです。これからも魅力のあるお礼品をよろしくお願いいたします。 

 

■ 仕事でよく留萌市に宿泊し、おいしい海産物を食べました。 

 

■ 夏が短いけれど、海の恵みをたっぷり受け取り、豊かに生活できる町。ありがとうございます。 

 

■ 自然を守る活動に使っていただきたいと思います。 

 

■ バイクツーリングで３回訪れました。北海道らしい環境が大好きです。また行きます。 

 

■ 昭和２０年８月２２日、第二新興丸の生存者です。留萌市民は挙げて救助活動を行ってくれました。大
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恩があります。 

 

■ 旅したい先、一番です。 

 

■ 友人が苫前町にいるため、何度か寄ったことがあります。 

 

■ 利尻島・礼文島への旅行ツアーで、稚内へ行く時留萌を通りました。大きな番屋が非常に印象的でした。 

 

■ 北海道は海産物も農産物も畜産物も美味しいと思います。頑張ってください。応援しています。 

 

■ 約２０年前に札幌に駐在しており、留萌には営業所があるため何度かお邪魔しました。優しい人がいっ

ぱいいて、ご飯も美味しく良い思い出ばかりです。少しでも街づくりに貢献したいと思いますので、些少で

すが納税いたします。 

 

■ ドライブや天売島などにいった時、通ったり休んだりしました。 

 

■ 出来るだけ多くの地域に寄附をしたいので選ぶのに苦労します。 

 

■ バイクツーリングで行きました。町の雰囲気は良かったです。また機会があれば訪問します。 

 

■ 松前漬が大好きなので、品物で選びました。 

 

■ 近年、北海道のお米がとてもおいしくなっており、特にななつぼしが気に入っております。直性留萌市

とのつながりはありませんが、離別した妻子が北海道出身のこともあり、当地へ行くことが仕事を含め年２、

３回あります。娘の方は函館生まれで、生まれたのちは東京・札幌で暮らしていましたが、今年函館の看護

学校に入学して一人暮らしをはじめました。娘にもおいしいお米を食べて頑張ってほしいと思い、函館にも

送っています。今後とも宜しくお願いいたします。 

 

■ 昨年も寄附させていただきました。その御縁で。 

 

■ 一日も早いコロナの収束を祈っております。またいつか再訪できる日を楽しみにしております。 
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■ コロナ禍ですが、市民の皆さまのご健康をお祈りします。 

 

■ 食文化を守ってください。応援しています。 

 

■ 子育てに役立ててください。 

 

■ 帯広市出身です。生まれ育った北海道の皆さんに少しでも貢献できればと思います。 

 

■ 指定した目的とは違うかもしれませんが、市内の除雪事業に充てていただければ幸いです。 

 

■ これからも頑張って豊かな自然を守ってください。応援しています。 

 

■ 寄附の品物で寄附先を選びましたが、この品を出せるのは素晴らしいです。 

 

■ 未来の子どもたちのためにお役立てください。 

 

■ 私のふるさと・留萌市。今は離れた場所で暮らしていますが、ずっとずっと大好きな街です。応援して

います。 

 

■ 素晴らしい取り組みに感謝します。頑張ってください。 

 

■ 自然を大事にしながら漁業、産業の振興に頑張ってください。 

 

■ 都会より自然豊かな地域が潤うように頑張ってください。 

 

■ 厳しい冬の寒さが、すばらしい景色と美味しい物への恵みを与えてくれている地域だなと思いを馳せて

います。いつの日かぜひ伺いたいと思っています。 

 

■ 卓球の街、留萌。頑張ってください。 

 

■ 住み良い環境づくりを応援しています。 
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■ 留萌市が大きく発展し、魅力ある市になることを心から期待しています。頑張ってください。 

 

■ 笠井商店のお米、美味しいです。 

 

■ 父のふるさとです。ますますのご発展を。 

 

■ 生き生きと輝く町になるように応援させていただきます。 

 

■ 留萌駅のそば屋さんが大好きで、そばを食べるためだけに留萌まで行ったこともあります。留萌本線は

廃止になるかもしれないですが、増毛方面と羽幌方面に渡る鉄橋を見るのも好きですし、石炭を積み出して

いた港の真っ直ぐな道になった貨物線跡も想像するととても賑やかだったことが伝わってきます。北海道の

地方都市は他町村の医療も担っているので、医療体制について寄附をいたします。 

 

■ 豊かな自然環境を大切にしてください。 

 

■ 学生時代に２度、２年前に１度訪れたことがあります。お年寄りや子どもたちが安心して医療にかかれ

るまちづくりを遠い横浜から応援しています。 

 

■ ルモンちゃんの固すぎるプリン、とっても美味しかったです。これからの時期は雪で大変ですが頑張っ

て乗り越えてください。 

 

■ ふるさと納税で少しでも市の発展にご協力できると嬉しいです。母の生まれたところなので、いつか行

ってみたいと思っています。 

 

■ 今年は出張で何度も訪れてお世話になりました。本当に夕日が綺麗だと思います。良い町づくり、応援

しています。 

 

■ コロナ禍で大変ですが共に乗り切りましょう。 

 

■ 子どもの将来に役立つことに使ってください。 

 

■ コロナの終息は先行き不透明ですが頑張りましょう。 
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■ 若者が輝ける街であり続けますように。応援しています。 

 

■ 北海道の安全と留萌市の発展を望みます。 

 

■ 昔、学生時代の話の中で、留萌の話が出ました。留萌は何となく響きがステキです。１度行きたいと思

っております。知人が留萌の話をしていた事を思い出し、留萌に憧れを思っています。 

 

■ いつかは行ってみたい土地です。 

 

■ 素敵な町づくりを応援しています。 

 

■ 埼玉県には海がありません。海からの贈り物を楽しみにしています。 

 

■ ぜひさらなる安心した暮らしのできる街に。応援しています。 

 

■ 以前もふるさと納税をさせていただき、美味しい数の子を送ってもらいました。また、応援させてくだ

さい。 

 

■ 昔住んでいました。応援しています。 

 

■ 地域の発展に役立ててください。 

 

■ 子どもたちが笑顔になれる街づくりをお願いします。 

 

■ 地域の活性化を期待します。 

 

■ 初めて留萌市を知りました。夕日がきれいですね。お米楽しみです。良い物産を頑張って作り続けてほ

しいです。 

 

■ 留萌には親戚が住んでいます。コロナが明けて遊びに行く日を楽しみにしています。 
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■ 好きです、留萌。応援しています。 

 

■ 港南中学校卒業生です。大変な時代だけど、みんな頑張って。 

 

■ 大変な状況下ですが、共に頑張りましょう。 

 

■ 駅そば、おいしいです。年１回位鰊を食べに行っています。鉄道の件等、厳しいと思いますが応援して

います。 

 

■ おいしくて２度目です。こんなに美味しい物を作っている留萌市、いつか訪れてみたいです。応援して

います。 

 

■ 頑張ってください。１度北海道に行った時、自然や食べ物が本当に良かったです。また行かせていただ

きます。 

 

■ 寒さに負けず、頑張ってください。 

 

■ 地元に近く、留萌にはたくさん遊びに行った思い出があります。黄金岬の綺麗さや美味しい海鮮をこれ

からも保つことに少しでも力になれれば嬉しいです。 

 

■ 昔、留萌に旅行した時、留萌駅で温かいお茶をご馳走になりました。懐かしいです。留萌駅がなくなっ

てしまうようで寂しいです。また機会があれば北海道旅行に行きたいです。 

 

■ 魚文化お願いします。 

 

■ 今年、お盆の花火大会の日に留萌本線で留萌に行きました。羽幌本線や留萌〜増毛間は廃線となってし

まいましたが、残っている留萌本線はいつまでも頑張ってほしいです。駅の鰊そば、居酒屋で食べた鰊の切

り込み、とても美味しかったです。今は数の子が日本一の水揚げ量とのことですが、元々鰊で栄えた土地だ

と聞きました。これからも伝統的な食文化が残ればいいなと思いました。 

 

■ テレビでカナダ産の数の子は美味しいと言っていたので期待しています。 
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■ まちを元気に、がんばれ。個人的にはドッグランはグッドです。道の駅をもう少し充実させてください。

お願いします。 

 

■ 妻の地元です。留萌市の加工品をいつも食べていたとの事で、ぜひ応援したいです。留萌市、頑張って

ください。 

 

■ 医療、教育の向上など、努力してください。 

 

■ 遠くてなかなか行けませんが、応援しております。 

 

■ 留萌は母の出身地です。地域の子ども達の成長のお役に立てれば幸いです。 

 

■ 留萌市出身です。こちら(千葉県)の生活が長くなっても時々思い出します。頑張ってください。 

 

■ 素晴らしい海と里山を保全してください。 

 

■ 冬はとても厳しいですが、頑張ってください。 

 

■ いつまでもきれいな自然、海を守ってください。 

 

■ コロナで大変ですが、皆さんも頑張ってください。 

 

■ 医療に役立ててください。妻が増毛出身なので応援しています。 

 

■ いつか日本一の夕陽を見に行きたいです。 

 

■ 北海道に１４年間住んでいました。応援しています。 

 

■ 初めて寄附をさせていただきます。留萌市の発展を応援しています。 

 

■ 札幌での学生時代、そして新入社員時代、留萌線に乗って、留萌市や終点の増毛町によく行きました。

なつかしい留萌市。さらなるご発展を期待しております。 
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■ １度訪れたことがありますが、海産物が素晴らしくまた行ってみたいと思いました。自然の恵みを守っ

ていけますように、微力ながら応援しています。 

 

■ 子どもに優しい街にしてください。 

 

■ 暖かくなったらぜひ訪れたいと思っています。行けるのを楽しみにしています。 

 

■ 北海道と繋がりができてうれしいです。留萌市ガンバレ。数度北海道を訪問していますが、留萌市には

行ったことがありません。なんとなく名前に親しみを持っています。 

 

■ 届いたイクラ、とっても美味しかったです。地域医療のお役に少しでも立てれば嬉しいです。 

 

■ 留萌市をもっと盛り上げてください。 

 

■ 子どもたちがすくすく成長できる町にしてください 

 

■ 北海道出身ですが若い時に道外に出たため、留萌市には行ったことがありません。天売島や焼尻島が近

くにあったと思いますが、そのうち観光に訪れたいと思っております。 

 

■ １度旅行に行きたいです。これからもふるさと納税したいです。 

 

■ 初めて寄附をさせていただきます。豊かな自然を守ってください。 

 

■ 留萌を「北の国から」で聞いたことがあると思い、寄附いたしました。頑張ってください。 

 

■ ２０年前に営業で訪問していたお客様が作った返礼品です。凄く気になったので今回寄附しました。 

 

■ 留萌は大好きな市です。応援しています。 

 

■ とても素敵な町です。頑張ってください。 
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■ 昔、知り合いが住んでいました。今はどうしているかわかりません。 

 

■ 美味しいいかをありがとうございます。 

 

■ 以前、ＳＬすずらん号に乗って訪問してから随分と時間が経ちました。残念ながら増毛までは廃線とな

ってしまいましたが、再訪したいです。きれいな夕日やおいしい海産物をずっと守ってください。 

 

■ 中学２年生まで留萌市に住んでいました。黄金岬でよく遊んでいた思い出があります。これからも自然

が豊かに、子どもたちが伸び伸びと暮らせる町でいてほしいと思います。 

 

■ 夫婦別姓、移民政策に反対、日本を護るためにお使いください。 

 

■ おいしい数の子、期待しています。 

 

■ 自然保護や、人々との共存に役立つ事を望みます。 

 

■ 美味しい海の幸を提供してくださり、ありがとうございます。これからも微力ながら応援しております。 

 

■ また訪れたい町なので、応援しています。 

 

■ 豊かな自然を大切にしてください。 

 

■ 医療の大切さはいつまでも続きます。ぜひ活用してください。 

 

■ 留萌の街、楽しかったです。また行きたいという思いを込めて寄附させていただきます。 

 

■ 留萌市で視察研修を行い、指導をいただきました。町議員を３年前に退任して、青年育成のお手伝いを

しています。岡垣町議員として３年前に財政再建と議会改革について学びました。ありがとうございました。 

 

■ まだ留萌市には行ったことはありませんが、北海道は好きなのでまた旅行に行きたいと思っています。

応援しています。 
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■ 我がふるさと留萌市。にしんも数の子もいつも留萌より取り寄せています。初めてふるさと納税を利用

します。 

 

■ 自然を守り、これからも美味しい食材を提供してください。 

 

■ 美味しいものいっぱいの街。僅かながらですがお役に立てると幸いです。 

 

■ 北海道ならではの自然豊かな環境の保全にお役立ていただけたら嬉しいです。 

 

■ 旅行で立ち寄り、親切にしていただきました。応援しています。 

 

■ いつか訪れてみたいです。 

 

■ 冬は厳しいかとは思いますが、元気な子どもたちのために何かの役に立てば幸いです。 

 

■ 有意義な取り組みに使われることを願っています。 

 

■ 将来ある子どものために使ってください。 

 

■ 貧しい子ども達のために、どうかお役立てください。 

 

■ 更に魅力ある町になってください。 

 

■ 子どもの未来ために使ってください 

 

■ 美味しい海鮮をお届けいただけること、ありがたく思います。少しでも力になれれば良いと思います。

これからも応援しています。 

 

■ 初めて寄附させていただきます。コロナ禍、いろいろ大変ですが頑張ってください。 

 

■ インバウンドや外国資本に頼ることなく、留萌市民、北海道民および日本国民の力でどんな困難も克服

していきましょう。心から応援しています。 
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■ 私が生まれ育ったところです。黄金岬が大好きです。いつまでも留萌らしい自然を維持できるよう応援

しています。 

 

■ 昨年に引き続き、今年も申し込みをさせていただきました。ニシン漬けは子どものころから食べていた

もので、なかなか貴重なものです。このような食文化を次世代にも継承されていかれますようにとの思いも

込めております。 

 

■ 子どもたちが夢と希望に向かって取り組める環境づくりに活用してください。 

 

■ 緑豊かな暮らしやすい地域をこれからもつくり続けてください。いつか行ってみたいと思います。 

 

■ 父の故郷です。祖父が亡くなってから行く機会が減りましたが、これからも素敵な街でいてください。 

 

■ ふるさと活性化のために若者支援とさせていただきました。 

 

■ 住みよい街づくりに役立てば幸いです。 

 

■ 留萌市が繁栄するよう願っています。 

 

■ 昨年たまたま留萌に行きました。偶然の繋がりをふるさと納税で支援させていただきます。 

 

■ 留萌市の数の子は、毎年とても美味しいので満足しています。 

 

■ 豊かな自然を守るためにお役にたてれば幸いです。 

 

■ 住民目線で頑張ってください。 

 

■ 自然豊かな留萌で生まれ育ちました。いつまでも暑寒別岳からの美味しい水、海、川を守ってください。 

 

■ コロナ禍で大変だと思いますが、頑張ってください。少しでもお力になれればと思い、寄附させていた

だきました。 
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■ 私の親戚が留萌にいます。私は北海道に２６歳までいました。現在も私のいとこがいます。 

 

■ 故郷がいつまでも活気のある町であり続けますように。 

 

■ 綺麗な「海」「山」を維持していってください。 

 

■ 今年は鮭の不漁が報じられています。大きな影響がありませぬよう。応援しています。 

 

■ 子どもたちの健全な育成を応援します。 

 

■ いつも美味しい返礼品ありがとうございます。 

 

■ 不断の繁栄と発展をお祈りしています。 

 

■ 将来を担う子どもたちの健全な教育に役立てていただければ幸いです。 

 

■ 住み良い町になってください。 

 

■ 未来のある子どもたちのために活用ください。 

 

■ お正月に松前漬けを食べられることを楽しみにしております。ぜひ減塩の松前漬けの改良を希望いたし

ます。 

 

■ 萌える若者の活躍と良い成果お祈りします。 

 

■ 素敵なまちづくり頑張ってください。 

 

■ コロナ禍の中、困っている方々に役立てください。 

 

■ 地域振興にお役立ていただければと思います。 
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■ 昨年、北海道ツーリングの際に立ち寄りました。生憎の雨でしたが、今度はぜひ好天の日に訪れたいと

思います。 

 

■ 少しでも子ども達への助けになれば幸いです。 

 

■ いつか自然豊かな街に訪れたいです。 

 

■ 子ども達の未来のために活用してください。留萌の魅力を発信してください。 

 

■ これから寒くなりますが、お身体に気をつけてくださいませ。今、必要な事に役立ててください。 

 

■ 地域が活性化することを願っています。 

 

■ 農林水産業の振興頑張ってください。 

 

■ ボタンエビ大好きです。頑張ってください。 

 

■ 美しい海と山を守ってください。 

 

■ 北海道へは新婚旅行で行きました。とても大好きな町です。応援しています。 

 

■ 地場産業の振興に傾注ください。支援しています。 

 

■ 厳しい環境ですが頑張ってください。 

 

■ コロナ対策で活用していただけたらと思います。 

 

■ コロナ禍で大変な思いをされているとは思いますが、負けずにニシン文化を守ってください。応援して

おります。 

 

■ これから冬の厳しさが増すと思いますが身体に気をつけて頑張ってください。 
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■ 留萌ならではの産物や情報の発信を期待しています。 

 

■ 数の子大好物です。美味しい名産品楽しみにしています。 

 

■ 美味しい松前漬の名産品、楽しみです。 

 

■ 暮らしやすく、美しい町作りを目指し頑張ってください。応援しています。 

 

■ 旅行に行けない分、ふるさとの味を堪能させていただきます。 

 

■ わずかですが、お役立ていただければ幸いです。 

 

■ また北海道に遊びに行きたいです。頑張ってください。 

 

■ 自然環境保全にこれからも頑張ってください。いつも美味しくいただいています。 

 

■ 自然の恵みをいつまでも。 

 

■ みんな元気でコロナに負けないように頑張れ。高齢者、ファイト。 

 

■ 初めてふるさと納税を利用しました。いつか北海道に遊びに行きたいです。今回はコロナで大変な病院

に寄附させていただきます。 

 

■ 応援しています。有効に使っていただきたく、よろしくお願いします。 

 

■ これから寒くなりますが留萌の皆さま、お気をつけてお過ごしください。 

 

■ 子どもたちが仲良く楽しく暮らせますように。 

 

■ 日本の食文化を継続してください。 

 

■ 医療体制の整備が進むことを願っています。 
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■ 自然豊かな都市と豊かな食文化の発展を応援します。 

 

■ もう一度冬の留萌を訪れてみたいです。学生時代の遠い思い出です。 

 

■ 留萌市は故郷に近い町です。自然あふれる留萌市の発展をお祈りいたします。 

 

■ 数の子大好き。大きいといいな。北海道ならではのクオリティに期待します。 

 

■ 町の活性化、文化保存のためにご活用いただければ幸いです。 

 

■ 昨年も寄附させていただきました。留萌の豊かな海の恵みをこれからも保持・維持していただく一助と

なればと思い、今年も寄附させていただきます。 

 

■ 昨年も寄附させていただきました。留萌の豊かな海の恵みをこれからも保持・維持していただく一助と

なればと思い、今年も寄附させていただきます。 

 

■ 市民の皆さんのために使ってください。 

 

■ この度、姪夫婦が転居し子どもも授かり、留萌の地で子育てをしていくことになりましたので、少しで

も役に立てたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

■ これからもおいしいものを期待しています 

 

■ まだ北海道に行ったことがありませんが、旅行ができるようになったらぜひ訪れてみたいと思います。

遠い地より応援しています。 

 

■ かずもちゃんとキュンちゃんのコラボによる観光PRを期待しています。 

 

■ 未来を作り上げる子どもたちが元気に育つ社会を作り上げてください。 

 

■ いつか訪れてみたいです。素敵な町づくりに活かされますように。 
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■ 初めてふるさと納税をさせていただきます。返礼品を楽しみに待たせていただきます。 

 

■ 美味しい数の子を楽しみにしています。いつか留萌に行ってみたいと思っております。 

 

■ ２回目同じ数の子を頼みます。信頼しています。良い物をおねがいします。日本一の数の子の町留萌市。 

 

■ 夫が仕事で訪れたことがあり、ご縁を感じて今回選びました。今後の益々の繁栄を願っています。 

 

■ 地元振興に役立ててください。 

 

■ 昨年末も返礼品に、この味付け数の子１８０ｇ×３袋をいただきました。とても美味しく、お正月に親

戚、家族に喜ばれました。今年も楽しみにしております。 

 

■ 北海道は大好きで何回も行っています。留萌市はまだ行ったことがないので次回は行ってみたいです。 

 

■ わずかではありますが町のご発展に活用していただけたら嬉しく思います。 

 

■ 留萌は何回も宿泊していますが、海産物が美味しいですね。 

 

■ 今年、留萌に初めて伺いました。僅かですが、より良い街づくりのお役に立てれば嬉しいです。 

 

■ 水産資源の永続に向けて、これからも頑張ってください。 

 

■ これからも頑張ってください。いつか遊びに行きたいと思います。 

 

■ 昨年もふるさと納税させていただき、数の子を送ってもらいました。応援しています。 

 

■ 母のふるさとです。はじめてのふるさと納税なので、留萌市のお役に立てれば嬉しいです。 

 

■ 医療業界は今も大変かと拝察します。是非とも医療従事者の応援になるような使い方をしてください。 
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■ 子ども達が健やかに成長できる環境づくりをお願いいたします。 

 

■ 子どもが留萌市に本店がある会社に勤めています。応援しています。 

 

■ 魅力あるまちづくり、頑張ってください。 

 

■ 北海道の美味しいものは大好きです。 

 

■ 美味しそうな松前漬け、楽しみにしています。 

 

■ １２年前まで母が留萌在住でしたので、年に２回程帰省していましたが、それもかなわなくなりました。

久し振りに留萌の海産物が食べたくなりました。 

 

■ 子ども達の健全育成にお役立ていただければ幸いです。 

 

■ 卓球部を応援します。 

 

■ 去年に続き微力ながら応援します。 

 

■ るもい、大好きです。また行きます。 

 

■ これからも素敵な町でありますように。 

 

■ 豊かな海、山を育んでください。 

 

■ 地域医療の確立にご努力を。 

 

■ まだ行ったことがないのですが、ぜひ美味しい海鮮料理を食べに夕焼けが美しい留萌市に行きたいと思

っています。 

 

■ 豊かな自然の幸を守ってください 
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■ 大切な文化財の保全に役立ててください。 

 

■ コロナ感染症の拡大、地球温暖化による気候変動など厳しい状況が続きますが、長く続く文化を継承し

ていただけるよう願っております。 

 

■ 未来を担う子ども達に明るい未来をどうか応援してください。 

 

■ 札幌での新入社員時代、鉄道で何回も訪ねた留萌の街。なつかしい街留萌。ぜひまた訪ねてみたいと思

います。 

 

■ 観光で一度は行きたいと思います。 

 

■ 返礼品を楽しみにしております。医療面で安心して暮らせる街づくりの一端にお役に立てれば嬉しいで

す。 

 

■ 初めて留萌市に寄附しますが、赤潮の被害が北海道で発生しており心配しております。少しでもお役に

立てば幸いです。 

 

■ 留萌市立病院は地域にとって大事な機関です。応援しています。 

 

■ 仕事で時々留萌へ行きます。大好きな所です。 

 

■ 数年前に亡くなった母が留萌市出身なので、留萌市にふるさと納税させていただきました。コロナ禍等

で大変な状況だと思いますが、今後とも応援しています。 

 

■ 美味しい北の食べ物をこれからもお願いします。 

 

■ いつも美味しくいただいております。ますますのご発展を心よりお祈りいたします。 

 

■ 極寒に負けない暖かい街を応援します。特にスポーツをしている少年頑張れ。 

 

■ 初めて寄附をさせていただきます。今まで北海道産を中心にいくらを探しておりましたが、こちらのい
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くらが非常に魅力的に見え、良ければ今後もお取り寄せしたいと思います。コロナ化でまだまだ大変だと思

いますが、少しでもお力になれれば幸いです。 

 

■ 子育て支援頑張れ。 

 

■ 新しく道の駅、深川留萌道を活用し、大発展されることを祈ります。 

 

■ 東京留萌の会ではお世話になっております。微力ですがお役に立てていただければと思います。 

 

■ 長年祖父母、叔母たちが住んでいました。子どもの頃、海、川、自然豊かなところでよく遊びました。

水、空気が美味しかった思い出です。自然豊かに、海を大切にしてほしいです。 

 

■ 以前、札幌・二海町（旧熊石町）に住んでいた時に、にしん漬のおいしさにめざめました。色々なにし

ん漬がある中で田中青果さんが一番好きです。 

 

■ 北海道大好きです。応援しています。松前漬けも楽しみにしています。 

 

■ 札幌にいたころ、オロロンラインで留萌方面に行く事が好きでした。年末帰省の際に、みんなでいただ

く予定です。 

 

■ お年寄りが安心して暮らせる街づくりをお願いします。 

 

■ 子どもたちと卓球の未来のために頑張っていらっしゃるのですね。松下さん、応援いたします。 

 

■ 以前、訪問させていただきました。これからも、豊かな自然を大切にしつつ、街が発展することを期待

しています。 

 

■ 以前旅行に行った時、留萌でにしんを食べました。美味しかったのでふるさと納税でお願いしてみまし

た。留萌線も応援しています。 

 

■ コロナが落ち着いたら、遊びに行きたいです。頑張ってください。 
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■ 卓球を通じ、留萌市に明るく輝かしい未来が訪れますことを願っています。 

 

■ 旅行で訪れて以来、ときどき寄附させていただいています。 

 

■ お昼に立ち寄った留萌のお寿司屋さんの味が忘れられません。応援しています。 

 

■ コロナが落ち着いたら、ぜひ遊びに行きたいです。返礼品が届くのを楽しみにしています。 

 

■ 何回目かの寄附になります。私は東京出身でいわゆるふるさとがありません。何らかのつながりを見つ

けてふるさと納税をしております。私が生涯で一番好きな野球選手は、留萌出身の若松勉氏です。数年前に

は観光でも参りました。 

 

■ 年配の方が安心して暮らせる街づくりをお願いします。 

 

■ 良い街づくりを期待しております。 

 

■ 子ども達のために使用していただけたら幸いです。 

 

■ 以前旅行で訪れたので寄附しました。 

 

■ 留萌市大変だと思います。頑張ってください。 

 

■ 何度か訪れています。ご発展を祈っています。 

 

■ 松前漬けが、すごく美味しくてリピしてしまいました。 

 

■ 豊かな自然の保全をお願いします。 

 

■ 明るい街づくりに期待しています 
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「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例及び施行規則 

 ( １ ) 「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例 

平成20年９月25日条例第35号 

「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例 

2008年環境サミット。 

地球環境を考える「北海道洞爺湖サミット」の開催年に、わたしたちのまち留萌は、留

萌市自治基本条例（平成18年留萌市条例第40号）の理念にも掲げられている、永遠に持続

できるふるさとの海、山、健康づくりを進め、誇りをもって未来を担う子どもたちに引き

継ぐまちづくりを進めるため、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、留萌市自治基本条例の理念に基づき、留萌のまちづくりへの共感や

ふるさとへの想いを持つ人びとの地域づくりへの参加手法として、寄附金を財源とし、

寄附者の想いを具体化することにより、多くの人びとの参加による個性あるふるさとづ

くりに資することを目的とする。 

（事業の区分） 

第２条 前条に規定する寄附者の想いを具体化するための事業は、次の各号のとおりとす

る。 

(１) 萌える若者たちのまちづくりに関する事業 

(２) ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業 

(３) ニシン文化の継承に関する事業 

(４) 食のブランド化、食育に関する事業 

(５) 健康で輝きのある元気づくりに関する事業 

(６) 安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業 

(７) こどもの健全な育成に関する事業 

(８) 市長が特に必要と認める重点事業 

(９) 地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・

しごと創生寄附活用事業 

(10) 前各号に掲げる事業のほか、留萌市が推進する事業 

（寄附金の指定等） 

第３条 寄附者は、前条各号に規定する事業（以下「寄附事業」という。）の中から、自

らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。 
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２ 市長は、寄附者が前項に規定する事業の指定を行わなかったときは、第２条第８号の

事業の指定があったものとみなす。 

（基金の設置） 

第４条 第２条第１号から第９号までに規定する事業に充てることを目的とし、寄附者か

ら収受した寄附金を適正に管理運用するため、「若者たちが萌えるまち」留萌市応援基

金（以下「応援基金」という。）を設置する。 

（基金への積立て等） 

第５条 第２条第１号から第９号までに規定する事業に係る寄附者から収受した寄附金は、

応援基金に積み立て、第２条第10号に規定する事業に係る寄附者から収受した寄附金は、

その目的に応じて、留萌市の設置する各種基金に積み立てるものとする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、寄附金を基金として

積み立てることなく、寄附事業の財源又はこの条例に基づく事務に要する経費に充てる

ことができる。 

（寄附者への配慮） 

第６条 市長は、応援基金の管理及び運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう

十分配慮しなければならない。 

（基金の管理） 

第７条 応援基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

（基金の収益処理） 

第８条 応援基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この応援

基金に編入するものとする。 

（基金の処分） 

第９条 応援基金は、その設置の目的を達成するため、第２条第１号から第９号までに規

定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができ

る。 

（基金の繰替運用等） 

第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利

率を定めて、応援基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳

入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。 

（運用状況の公表） 

第11条 市長は、毎年度の終了後３ケ月以内にこの条例の運用状況について、公表しなけ
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ればならない。 

（条例の見直し） 

第12条 この条例は、施行の日から５年を超えない期間ごとに、社会状況の変化やこの条

例の推進状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行うことができる。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年12月18日条例第28号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月22日条例第２号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月18日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月15日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 ( ２ ) 「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例施行規則 

平成20年９月25日規則第34号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例（平成20年留萌市条

例第35号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（寄附金の受入れ等） 

第２条 寄附金は、寄附申込書（別記様式第１号）によるものとする。ただし、インター

ネットを経由した申込みその他の方法により寄付者の意向を確認することができる場合

は、この限りでない。 

２ 寄附金の受入れは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 

(１) 市が発行する納付書による納付 

(２) 郵便振替による納付 

(３) インターネットを経由した次の支払方法による納付 

ア クレジットカード決済 

イ インターネットバンキング決済 
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ウ コンビニエンスストア決済 

３ 市長は、寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は

収受した寄附金を返還することができる。 

４ 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録して

おかなければならない。 

５ 寄附金の受入れは、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほ

か、この規則の定めるところによる。 

（寄附金受領証明書の交付） 

第３条 市長は、寄附金を受け入れたときは、寄附者に対し、寄附金受領証明書（別記様

式第２号）を交付するものとする。 

（感謝状等の贈呈） 

第４条 市長は、寄附金を受け入れたときは、寄附者に対し、感謝状（別記様式第３号）

を贈呈することができる。 

２ 感謝状は、適宜礼状（別記様式第４号）に代えることができる。 

３ 市長は、一定額以上の寄附者に対して、市の特産品等を贈ることができる。 

４ 市長は、100万円以上の寄附があったときは、感謝状にあわせて、記念品として額縁を

贈呈することができる。 

（寄附金台帳等の作成） 

第５条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳（別記様式第５号）を作成

しなければならない。 

２ 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておか

なければならない。 

（寄附金の額） 

第６条 寄附金は、一口1,000円を下限とする。ただし、市長が認める場合は、この限りで

ない。 

（運用状況の公表方法） 

第７条 条例第11条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項とし、広報誌等により

行うものとする。ただし、寄附者が自らの氏名、住所等の公表を希望しない場合はこれ

を公表しないものとする。 

(１) 寄附者の氏名又は団体名 

(２) 寄附者の住所（所在地）の都道府県・市区町村名 

(３) 寄附金の額 
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(４) 寄附金を充当した事業の名称及び事業の概要 

(５) 留萌市応援基金の運用状況 

（まち・ひと・しごと創生寄附活用事業） 

第８条 条例第２条第９号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の施行に必要

な事項は、市長が別に定める。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年８月31日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年５月18日規則第32号） 

この規則は、平成22年６月１日から施行する。 

附 則（平成23年９月29日規則第28号） 

この規則は、平成23年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月４日規則第３号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第５号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月24日規則第51号） 

この規則は、公布の日から施行し、令和元年９月９日から適用する。 

附 則（令和２年３月18日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月15日規則第23号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


