
お名前 ご住所 寄附金額（円）

佐藤　弘隆　様 福岡県 500,000
皆川　達彦　様 東京都 500,000
斎藤　了一　様 香川県 400,000
藤田　広峰　様 愛知県 200,000

日紫喜　公輔　様 岡山県 200,000
レディ　チャンドラ　様 長野県 200,000

村松　和彦　様 東京都 200,000
上田　康弘　様 神奈川県 70,000
清水　俊晴　様 愛知県 60,000
谷川　哲也　様 福岡県 50,000
尾上　圭志　様 東京都 50,000
北川　智規　様 東京都 40,000
高林　淳史　様 愛知県 30,000
在郷　美姫　様 福岡県 30,000

ＭＡＮＤＡＶＡ　ＡＬＡＮＫＡＲ　ＢＡＢＵ　様 神奈川県 30,000
北村　航規　様 青森県 30,000
黒川　幸詞　様 千葉県 30,000
今田　昌輝　様 広島県 30,000
道佛　功　様 北海道 30,000

鈴木　弘之　様 神奈川県 30,000
田代　潔美　様 神奈川県 30,000
藤井　太一　様 福岡県 20,000
石川　昇　様 静岡県 20,000

栗原　幸司　様 埼玉県 20,000
塩見　清文　様 京都府 20,000
清水　一樹　様 島根県 20,000
倉石　英生　様 神奈川県 20,000
小川　尚宏　様 愛知県 20,000
落合　純哉　様 福岡県 20,000
金井　捷　様 広島県 20,000
榊　英雄　様 千葉県 20,000

真子　美智子　様 福岡県 20,000
滝川　敬　様 大阪府 20,000
福田　啓　様 北海道 20,000

久野　玄仁　様 福岡県 20,000
梅村　雅仁　様 千葉県 20,000
中田　栄　様 神奈川県 20,000

古田　誠二　様 岐阜県 20,000
永生　昌広　様 大阪府 20,000
松本　拓隼　様 神奈川県 20,000
北本　和克　様 大阪府 20,000
加賀　文康　様 福岡県 20,000
對馬　功蔵　様 埼玉県 20,000
江渕　泰久　様 東京都 20,000

五十嵐　公樹　様 茨城県 20,000
光永　直寛　様 福岡県 20,000
中田　圭一　様 千葉県 20,000
田中　隆之　様 神奈川県 20,000
山下　隆史　様 東京都 20,000
後藤　公久　様 岐阜県 20,000
吉村　大輔　様 福岡県 20,000
松永　晃一　様 千葉県 20,000
安永　陽一　様 福岡県 20,000
入江　一徳　様 千葉県 20,000
高津　好明　様 東京都 20,000
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岸川　勇太　様 東京都 20,000
勝山　靖久　様 静岡県 10,000
岸田　雅也　様 神奈川県 10,000
木村　聡　様 山梨県 10,000

浅香　有紀　様 群馬県 10,000
星川　優介　様 兵庫県 10,000

塩谷　哲二郎　様 埼玉県 10,000
大松　貞至　様 愛知県 10,000
青野　智典　様 山形県 10,000
北川　歩　様 愛知県 10,000

金留　姿奈　様 京都府 10,000
田中　貴俊　様 福岡県 10,000
田中　忍　様 福岡県 10,000

大江　剛人　様 神奈川県 10,000
小坂　一順　様 東京都 10,000
村上　徹哉　様 兵庫県 10,000
宮本　弘樹　様 神奈川県 10,000
波多野　光　様 愛知県 10,000
成行　正夫　様 東京都 10,000
松田　充康　様 奈良県 10,000
川口　恭寛　様 神奈川県 10,000
池田　雄司　様 東京都 10,000
桑原　佑　様 和歌山県 10,000
湊　慎也　様 福岡県 10,000

小枝　有美　様 徳島県 10,000
越山　修　様 東京都 10,000

涌井　計伸　様 埼玉県 10,000
川島　健司　様 東京都 10,000

作田　美友紀　様 東京都 10,000
河田　雄二　様 神奈川県 10,000
山田　有則　様 北海道 10,000
王　孔志　様 兵庫県 10,000

山口　義明　様 千葉県 10,000
宮原　国秀　様 神奈川県 10,000

田中　耕太郎　様 埼玉県 10,000
後藤　宏之　様 岐阜県 10,000
平松　隆　様 滋賀県 10,000

木藤　祐貴　様 東京都 10,000
田中　哲　様 三重県 10,000

西尾　祐馬　様 福井県 10,000
濱崎　茂　様 大阪府 10,000

石川　武志　様 神奈川県 10,000
中江　賢次　様 福岡県 10,000
堤　秀樹　様 三重県 10,000

阿部川　敏男　様 千葉県 10,000
吉川　昌宏　様 福岡県 10,000
柏　祐樹　様 東京都 10,000

萩野　健斗　様 千葉県 10,000
松本　一宏　様 福岡県 10,000
田村　誠　様 兵庫県 10,000

バスコンセロス　ダーナ　様 東京都 10,000
清原　彰人　様 神奈川県 10,000

河嶋　美由紀　様 福岡県 10,000
太田　和夫　様 東京都 10,000
簑原　正己　様 福岡県 10,000
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吉澤　伸夫　様 東京都 10,000
吉川　尚孝　様 兵庫県 10,000

鈴木　美江子　様 静岡県 10,000
青山　元志　様 千葉県 10,000
水野　恵介　様 愛知県 10,000
吉田　剛　様 静岡県 10,000
松木　宏　様 兵庫県 10,000
平　篤範　様 福岡県 10,000
森岡　亮　様 兵庫県 10,000

浦部　充洋　様 大阪府 10,000
三森　謙一　様 東京都 10,000
村井　将則　様 石川県 10,000
山田　裕太　様 神奈川県 10,000
橋詰　時織　様 茨城県 10,000
宮澤　明　様 東京都 10,000

遠藤　友伸　様 東京都 10,000
松田　勇史　様 東京都 10,000
小原　幸夫　様 岡山県 10,000
吉國　耕史　様 栃木県 10,000
甘利　直也　様 東京都 10,000
中村　錠二　様 福井県 10,000
桧山　昌之　様 神奈川県 10,000
内橋　康行　様 兵庫県 10,000
笠井　貞治　様 大阪府 10,000
西村　健一　様 東京都 10,000
下岡　結衣　様 千葉県 10,000
八島　明子　様 北海道 10,000
尾形　泰久　様 茨城県 10,000
石田　智之　様 神奈川県 10,000
芦田　稔彦　様 東京都 10,000
堀川　裕明　様 京都府 10,000
濱野　浩二　様 茨城県 10,000

越智　満寿美　様 北海道 10,000
松岡　保生　様 大阪府 10,000
丸　宏之　様 大阪府 10,000

和田　圭司　様 富山県 10,000
小杉　香純　様 福岡県 10,000
市川　明美　様 北海道 10,000
三浦　光生　様 神奈川県 10,000
川又　誠也　様 東京都 10,000
内野　春樹　様 福岡県 10,000

吉目木　まりこ　様 宮城県 10,000
渡邉　実　様 埼玉県 10,000

髙坂　法充　様 岡山県 10,000
大堂　公男　様 兵庫県 10,000
齋藤　優　様 神奈川県 10,000

伴野　博之　様 神奈川県 10,000
岡田　陽一　様 東京都 10,000
渡邊　俊夫　様 福岡県 10,000
入江　幸義　様 福岡県 －
入江　幸治　様 福岡県 －
石塚　辰八　様 東京都 －
岩田　純延　様 栃木県 －
三好　孝一　様 福岡県 －
横尾　優子　様 福岡県 －
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角田　明仁　様 大阪府 －
中山　忠信　様 神奈川県 －
小野　政春　様 兵庫県 －
末松　正三　様 福岡県 －
入江　康仁　様 千葉県 －
大場　亮佑　様 埼玉県 －
永井　力　様 宮城県 －

篠原　フミ子　様 東京都 －
井上　忠　様 福岡県 －

松田　竜也　様 愛媛県 －
稲岡　隆子　様 神奈川県 －
稲場　満裕　様 静岡県 －
三浦　正章　様 茨城県 －
酒井　聡至　様 大阪府 －
吉村　実　様 福岡県 －

太田　能司　様 埼玉県 －
上松　幹幸　様 神奈川県 －
平田　章雄　様 神奈川県 －
木村　智代　様 埼玉県 －
川内　一彦　様 千葉県 －
佐藤　孝男　様 福岡県 －
神武　徳彦　様 東京都 －
吉岡　暁　様 兵庫県 －

森口　隆宏　様 兵庫県 －
加賀　孝典　様 福岡県 －
大沼　智　様 静岡県 －

早河　拓也　様 愛知県 －
大塚　浩二　様 東京都 －
髙原　哲夫　様 兵庫県 －
成田　清子　様 東京都 －
手嶋　哲矢　様 東京都 －
小林　祐也　様 東京都 －
篠原　玄　様 東京都 －

中澤　公一　様 大阪府 －
因　志信　様 埼玉県 －

橋口　良太　様 福岡県 －
村越　毅　様 静岡県 －

中田　琢巳　様 岐阜県 －
新喜　優太郎　様 東京都 －
清水　浩一　様 神奈川県 －
光永　英貴　様 熊本県 －
鈴木　好司　様 愛知県 －
高橋　庸二　様 神奈川県 －
武内　厚子　様 東京都 －
杉本　聰　様 東京都 －

井上　淳一　様 埼玉県 －
高田　伸一　様 京都府 －
鈴木　拓　様 千葉県 －

持木　孝之　様 神奈川県 －
滝田　真理子　様 北海道 －
上野　誠治　様 福岡県 －

小笠原　賀津雄　様 北海道 －
冨田　三沙緒　様 大阪府 －
西岡　さゆり　様 兵庫県 －
佐藤　純司　様 福岡県 －
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小林　明彦　様 東京都 －
横山　良二　様 福岡県 －
上原　大輔　様 東京都 －

林　健　様 大分県 －
脇　早苗　様 東京都 －

津田　泰行　様 兵庫県 －
青山　純　様 兵庫県 －

本郷　李奈　様 神奈川県 －
中村　稔　様 兵庫県 －

矢野　陽一　様 福岡県 －
大島　毅　様 東京都 －
高橋　晃　様 東京都 －
青木　豊　様 神奈川県 －

德平　奈緒子　様 兵庫県 －
福野　友樹　様 福岡県 －
豊田　菜月　様 愛知県 －
永井　靖幸　様 東京都 －
守屋　了太　様 福岡県 －
宮澤　智紀　様 神奈川県 －
杉本　大　様 東京都 －

郡島　俊久　様 福岡県 －
今瀬　亨　様 神奈川県 －

金子　有司　様 東京都 －
高堂　裕平　様 千葉県 －
青山　孝彦　様 神奈川県 －
島田　純　様 大阪府 －

村上　政行　様 東京都 －
吉村　知之　様 東京都 －
山口　正義　様 兵庫県 －
高倉　昌弘　様 東京都 －
高田　陽平　様 東京都 －
上木　正章　様 滋賀県 －
河野　貴光　様 東京都 －
中吉　敏光　様 福岡県 －
西森　繁利　様 大阪府 －
水尾　和雅　様 福島県 －
河野　達弘　様 大阪府 －
竹村　俊輔　様 東京都 －
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