
寄附日 氏名 都道府県
4月1日 水江　浩一 大分県
4月1日 角　忠磨 福岡県
4月2日 森井　環 神奈川県
4月7日 大神　久美子 福岡県
4月10日 岩淵　竜也 岩手県
4月10日 小林　茂一 大阪府
4月13日 黒米　ひとみ 愛知県
4月14日 宇佐美　起世子 愛知県
4月14日 林　広大 三重県
4月14日 金子　信之 東京都
4月14日 下村　直樹 東京都
4月14日 吉田　信一 大分県
4月14日 中山　信一 佐賀県
4月14日 宮原　大治 山形県
4月14日 八幡　直浩 愛知県
4月14日 平野　圭二 埼玉県
4月14日 八幡　直浩 愛知県
4月15日 大江　知樹 東京都
4月15日 秋元　裕之 神奈川県
4月15日 上野　隆江 東京都
4月16日 味元　議生 高知県
4月16日 寺田　章人 岡山県
4月16日 深堀　和子 東京都
4月16日 高雄　暁成 東京都
4月16日 浜田　知 東京都
4月16日 矢口　満 埼玉県
4月16日 埜田　拓也 富山県
4月16日 馬場　敦志 北海道
4月16日 露木　利行 静岡県
4月17日 末永　久大 山口県
4月17日 村上　知子 山口県
4月17日 小岸　寛宗 大阪府
4月17日 茂田　徹 千葉県
4月17日 中川　智之 群馬県
4月17日 和田　洋一 東京都
4月17日 福田　敏男 奈良県
4月17日 渡辺　牧文 東京都
4月17日 宮本　智史 千葉県
4月17日 吉村　大輔 福岡県
4月17日 宇賀　朋子 東京都
4月17日 上杉　滋美 茨城県
4月17日 里山　雅也 東京都
4月17日 阿部　秀一郎 兵庫県
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4月17日 高須　香織 福岡県
4月17日 中井　順也 大阪府
4月17日 笹森　智子 東京都
4月18日 末松　広実 福岡県
4月18日 池川　恭史 大阪府
4月18日 山田　さやか 愛知県
4月18日 山根　卓磨 神奈川県
4月18日 寺田　正秀 東京都
4月18日 福島　恒雄 東京都
4月18日 今井田　恭子 愛知県
4月18日 森園　茂明 福岡県
4月18日 木下　靖博 東京都
4月19日 山田　泰志 神奈川県
4月19日 団　秀樹 兵庫県
4月19日 村田　昇 大阪府
4月19日 川内　信幸 佐賀県
4月19日 滝川　昌史 東京都
4月19日 岡嶋　雅大 愛知県
4月19日 富岡　達雄 東京都
4月19日 小川　純一 千葉県
4月19日 松永　茂子 茨城県
4月19日 松永　和則 茨城県
4月20日 髙橋　道雄 東京都
4月20日 上野　昌子 福岡県
4月20日 大栄　拓也 愛知県
4月20日 濱名　篤 兵庫県
4月20日 伊藤　明彦 山形県
4月20日 森脇　康文 山口県
4月21日 土井　脩平 東京都
4月21日 千ヶ崎　乙文 茨城県
4月21日 西納　均 大阪府
4月21日 坂本　登 愛知県
4月21日 内田　恒久 宮崎県
4月21日 松本　憲尚 大阪府
4月21日 森　臨太郎 東京都
4月21日 曽我部　正豊 静岡県
4月21日 堂高　英一 愛知県
4月22日 小林　健一 愛知県
4月22日 伊藤　和弘 岐阜県
4月22日 横田　昌史 愛知県
4月22日 村上　純枝 東京都
4月22日 関根　光也 神奈川県
4月22日 大西　志のぶ 千葉県
4月22日 茶谷　誠 東京都
4月22日 中村　大輔 東京都
4月22日 山田　恭弘 埼玉県
4月22日 塩見　禎而 兵庫県



4月22日 日下　日出夫 大阪府
4月23日 金子　裕 神奈川県
4月23日 笠原　義治 大阪府
4月23日 山内　登 東京都
4月23日 谷山　浩一郎 東京都
4月23日 本田　和孝 神奈川県
4月24日 中川　秀宣 東京都
4月24日 木嶋　敬二 神奈川県
4月24日 高木　秀彰 奈良県
4月24日 市川　直樹 東京都
4月25日 吉原　隆司 愛知県
4月25日 旭　優 愛知県
4月25日 長岡　和子 東京都
4月25日 光岡　翔太 岡山県
4月25日 橋本　有加 高知県
4月25日 井村　健兒 愛知県
4月26日 庭和田　剛史 大阪府
4月26日 柳澤　竜広 神奈川県
4月26日 安藤　譲 神奈川県
4月26日 遠藤　光洋 東京都
4月26日 野田　政喜 埼玉県
4月27日 齋藤　安久 山口県
4月27日 市川　彰人 東京都
4月27日 高松　孝二 福岡県
4月28日 横山　雅俊 高知県
4月28日 鳥羽　紘一 埼玉県
4月29日 神崎　正人 和歌山県
4月29日 萩原　友美 東京都
4月29日 大類　直樹 東京都
4月30日 福田　繁光 京都府
4月30日 竹元　雅人 兵庫県
5月1日 坂本　登 愛知県
5月1日 光永　和典 山口県
5月1日 平野　裕一 大阪府
5月1日 笠井　俊宏 京都府
5月1日 岡田　洋隆 東京都
5月1日 山岡　秀嗣 東京都
5月1日 宮地　雅典 岐阜県
5月2日 新原　康昭 東京都
5月2日 森川　嘉郎 兵庫県
5月2日 浅野　秀樹 福岡県
5月2日 木村　拓也 宮城県
5月2日 横山　健一郎 埼玉県
5月2日 松田　健 東京都
5月3日 菊地　信孝 東京都
5月3日 前島　徳宏 東京都
5月4日 菅　隆志 東京都



5月4日 平田　勝一 愛知県
5月4日 神谷　栄治 東京都
5月4日 野嶋　祐兵 大阪府
5月5日 藤池　久美 東京都
5月5日 Ｓｕｎａｎｄａ　Ｄｏｎｎｙ 静岡県
5月5日 笹倉　誠 神奈川県
5月5日 峰松　俊介 広島県
5月6日 池堂　ゆかり 福岡県
5月6日 長谷川　宏美 奈良県
5月6日 井上　美智代 埼玉県
5月6日 毛利　司 福岡県
5月6日 仲野　智之 滋賀県
5月7日 片山　睦子 北海道
5月7日 鎌田　勇人 東京都
5月7日 正木　淳一郎 大阪府
5月8日 岡　篤史 静岡県
5月8日 中村　毅 兵庫県
5月8日 堀内　礼威太 大分県
5月8日 友寄　一郎 東京都
5月8日 鈴木　貴幸 東京都
5月9日 斉藤　実 茨城県
5月9日 畝　宏志 東京都
5月9日 嶋谷　登久彦 滋賀県
5月9日 川本　理 東京都
5月9日 高木　健至 愛知県
5月9日 坂本　裕子 北海道
5月10日 兒玉　修一 福岡県
5月10日 菱沼　義富 埼玉県
5月10日 坂本　善哉 北海道
5月10日 宮野　峻輔 宮城県
5月10日 平尾　祥子 大阪府
5月11日 小林　初枝 栃木県
5月11日 佐藤　孝行 北海道
5月11日 吉川　智洋 神奈川県
5月12日 高橋　和孝 埼玉県
5月12日 松村　貴博 山梨県
5月13日 大塚　弘和 神奈川県
5月13日 村田　憲一 山梨県
5月14日 立野　純二 東京都
5月14日 足利　裕子 千葉県
5月14日 橋本　幸子 京都府
5月14日 井上　修吾 大阪府
5月14日 下山　泰生 東京都
5月14日 大西　敬二 千葉県
5月14日 渡辺　正夫 広島県
5月14日 小島　治郎 愛知県
5月15日 阿部　晃範 埼玉県



5月15日 藤本　幸弘 東京都
5月15日 土屋　智彦 愛知県
5月15日 平松　勝己 大阪府
5月15日 千葉　元行 神奈川県
5月15日 宇佐見　典正 東京都
5月16日 佐藤　愛 東京都
5月16日 藤村　耕司 東京都
5月16日 市毛　正文 茨城県
5月16日 坂倉　満 愛知県
5月16日 夫　恩澤 大阪府
5月16日 武藤　光博 千葉県
5月16日 志垣　恭平 静岡県
5月17日 北野　俊 東京都
5月17日 田内川　智 茨城県
5月17日 荒木　基之 大阪府
5月17日 原田　幸一 大阪府
5月18日 桐戸　敏明 愛知県
5月18日 青木　篤史 東京都
5月18日 高村　孝 東京都
5月18日 平本　優香 茨城県
5月19日 高木　健至 愛知県
5月19日 小菅　実 神奈川県
5月20日 板津　安彦 東京都
5月20日 明刕　隆文 千葉県
5月20日 野口　勝人 愛知県
5月20日 三木　千鶴子 広島県
5月20日 田中　健太郎 福島県
5月21日 成田　周平 埼玉県
5月22日 森下　尚之 埼玉県
5月22日 飯守　禅 東京都
5月22日 和田　健志郎 東京都
5月25日 斉藤　裕嗣 三重県
5月25日 那須　徹也 京都府
5月25日 萩原　良一 東京都
5月27日 渡邉　隆介 神奈川県
5月27日 山田　雅彦 佐賀県
5月29日 渡辺　哲也 東京都
5月29日 山田　幸司 愛知県
5月30日 小金丸　恵一 東京都
5月30日 農田　慎 神奈川県
5月31日 油村　康子 鳥取県
5月31日 古田　祐子 北海道
5月31日 鈴木　浩之 神奈川県
6月1日 筒井　奈央子 東京都
6月1日 大井　修二 石川県
6月1日 池田　裕之 東京都
6月1日 前田　典子 福岡県



6月1日 今崎　雄司 東京都
6月1日 堀内　任代 福井県
6月2日 壁本　富子 兵庫県
6月2日 高地　一郎 東京都
6月2日 末冨　尚紀 北海道
6月3日 永野　拓也 香川県
6月3日 中津留　洋子 福岡県
6月3日 芳賀　純 東京都
6月3日 矢吹　徹雄 北海道
6月4日 中塚　千草 奈良県
6月4日 岩永　宗剛 福岡県
6月5日 屋　万栄 鹿児島県
6月5日 神農　貴大 埼玉県
6月5日 谷　泰志 千葉県
6月5日 光長　秀文 福岡県
6月5日 嶋崎　孝嗣 福岡県
6月5日 中村　隆史 千葉県
6月5日 田中　藍子 東京都
6月6日 光長　秀文 福岡県
6月6日 上原　貴志 東京都
6月7日 西浦　清司 大阪府
6月7日 榎本　拓司 東京都
6月8日 福島　匡利 東京都
6月8日 佐々木　高信 東京都
6月8日 酒井　良胤 福島県
6月9日 赤羽　典幸 東京都
6月10日 江戸　政人 東京都
6月10日 小橋　翔子 大分県
6月10日 林　昌宣 千葉県
6月11日 三好　康敬 徳島県
6月12日 広野　亮 神奈川県
6月12日 石本　美由起 熊本県
6月12日 岡本　奈美 兵庫県
6月13日 佐々木　忍 群馬県
6月13日 宮崎　義之 千葉県
6月13日 柴尾　学 大阪府
6月13日 江戸　政人 東京都
6月14日 村田　美亀夫 大阪府
6月14日 小原　伸生 東京都
6月14日 片岡　正孝 岐阜県
6月15日 千代田　隆児 大分県
6月15日 田中　晃 東京都
6月15日 林　隆裕 静岡県
6月17日 佐藤　佳弘 岡山県
6月17日 湯村　敏行 東京都
6月17日 町田　伸男 栃木県
6月17日 茂田　徹 千葉県



6月17日 中野　康男 東京都
6月17日 小川　斉 愛知県
6月17日 荒木　成政 三重県
6月17日 山手　智夫 山口県
6月18日 中谷　伸一 北海道
6月18日 関屋　友美 宮崎県
6月18日 坂野　陽子 東京都
6月19日 前田　泰伸 和歌山県
6月19日 佐々木　満 神奈川県
6月19日 植松　隼人 兵庫県
6月19日 堤　秀樹 三重県
6月19日 松本　麻理 愛知県
6月20日 徳永　司朗 京都府
6月20日 楽野　加代 大阪府
6月21日 久保　君子 埼玉県
6月22日 藤崎　尚志 福岡県
6月22日 後藤　豊 東京都
6月24日 石本　和章 広島県
6月24日 今井　康裕 兵庫県
6月24日 吉澤　明紘 神奈川県
6月25日 室　治 千葉県
6月25日 早瀬　久雄 神奈川県
6月26日 赤羽　典幸 東京都
6月26日 小林　範康 大阪府
6月26日 馬場　仁 東京都
6月26日 森　忠嗣 大阪府
6月26日 富原　正弥 埼玉県
6月26日 植村　一広 岐阜県
6月27日 古内　登美雄 東京都
6月27日 古川　智彦 岐阜県
6月27日 横川　博敏 大分県
6月28日 栗本　唯 大阪府
6月28日 長谷川　嗣生 京都府
6月29日 財津　猛 岩手県
6月29日 吉冨　雄治 静岡県
6月30日 藤本　嗣人 東京都
6月30日 南原　康人 愛知県
6月30日 日高　義仁 大阪府
6月30日 中村　久美 東京都
6月30日 林　修司 東京都
6月30日 佐藤　利江 埼玉県

豊後高田市へ貴重なご寄附を賜り、誠にありがとうございました。

※お申込時に公表のご承諾をいただきました方のみを掲載させていただいております。
※同日に複数のご寄附をいただいた方は、１件分を掲載させていただいております。
※月末にご寄附いただいた場合は、翌月の公表となることがあります。


