
寄附日 氏　名 住所（都道府県）
10月1日 浦川　智 茨城県
10月1日 亀野　幸太郎 千葉県
10月1日 松本　崇平 愛知県
10月1日 都筑　佳菜子 広島県
10月1日 赤築　伸久 大阪府
10月2日 伊藤　奈々子 長野県
10月3日 山中　章好 三重県
10月4日 金井　捷 広島県
10月4日 石塚　允 兵庫県
10月5日 佐藤　公紀 千葉県
10月5日 杉江　由美 福岡県
10月5日 坂本　善哉 北海道
10月5日 牧野　元彦 愛知県
10月6日 佐藤　丈靖 東京都
10月6日 名畑目　剛 栃木県
10月6日 永冨　貴之 東京都
10月9日 清原　茂 神奈川県
10月9日 安田　理絵 東京都
10月9日 竹内　弘 神奈川県
10月9日 皆見　浩 東京都
10月10日 小笠原　嘉靖 千葉県
10月10日 隈本　友三 東京都
10月10日 冨山　佳昭 兵庫県
10月10日 大丸　重徳 神奈川県
10月10日 奥田　文幸 大阪府
10月11日 大橋　晃治 愛知県
10月11日 岸原　真太郎 広島県
10月11日 豊島　佳彦 東京都
10月12日 伊藤　暢子 北海道
10月12日 朝田　康二郎 愛知県
10月13日 宇和川　謙 京都府
10月13日 綾部　裕樹 埼玉県
10月13日 安田　裕志 石川県
10月13日 安本　直人 福岡県
10月13日 久保　啓之 神奈川県
10月13日 林　俊治 福岡県
10月13日 大田　浩 兵庫県
10月14日 早川　定佐 北海道
10月14日 伊東　拓哉 大分県
10月15日 潮見　敦 福岡県
10月15日 山田　正人 東京都
10月15日 井上　俊博 広島県

豊後高田市ふるさと納税（応援寄附金）寄付者



10月15日 佐藤　仁英 東京都
10月16日 新開　得央 香川県
10月16日 河岡　正規 広島県
10月16日 上峠　侑也 東京都
10月16日 原留　秀行 鹿児島県
10月16日 磯部　由希子 兵庫県
10月16日 吉田　江里 東京都
10月17日 三重野　利明 鹿児島県
10月17日 吉冨　雄治 静岡県
10月17日 嶋谷　登久彦 滋賀県
10月17日 小林　学 千葉県
10月17日 増子　秀一郎 埼玉県
10月17日 阿部　飛鳥 東京都
10月17日 加藤　賢 静岡県
10月17日 猿島　直弥 愛知県
10月17日 廣原　稚加奈 東京都
10月18日 堀場　朋浩 神奈川県
10月18日 筒井　宏明 滋賀県
10月18日 水落　拓也 東京都
10月18日 宮本　智史 千葉県
10月19日 佐々木　弘 広島県
10月19日 篠　秀一 千葉県
10月19日 村上　光則 茨城県
10月19日 礒邉　良一 東京都
10月19日 村上　嘉章 東京都
10月19日 土谷　昌広 宮城県
10月20日 木内　敏裕 山梨県
10月20日 蔵本　崇 福岡県
10月20日 奥田　幸祐 岐阜県
10月20日 中村　大輔 東京都
10月20日 岸川　人美 福岡県
10月21日 桐野　泉 埼玉県
10月22日 星谷　幸雄 東京都
10月22日 松本　崇平 愛知県
10月22日 平居　秀一 東京都
10月23日 奥村　和広 滋賀県
10月23日 林　沙弥香 福岡県
10月23日 小澤　穣 神奈川県
10月23日 高平　雅文 長崎県
10月23日 朴　敏卿 東京都
10月24日 村松　武 大阪府
10月24日 川端　利郎 岩手県
10月24日 伊藤　敦 東京都
10月24日 高倉　真希子 福岡県
10月25日 小川　郁 東京都
10月25日 磯和　勅子 三重県



10月25日 永田　雅幸 三重県
10月25日 山根　和久 東京都
10月25日 薗田　篤 神奈川県
10月25日 小橋　祐一 東京都
10月26日 松岡　秀範 愛知県
10月26日 猪股　英史 東京都
10月26日 竹内　正明 長野県
10月26日 長岡　泰弘 京都府
10月26日 小山　泰生 愛知県
10月27日 酒井　敏夫 大分県
10月27日 日野　信彦 広島県
10月27日 福田　鐘治 岐阜県
10月27日 福田　孝子 岐阜県
10月28日 長倉　裕之 神奈川県
10月28日 田部井　昌子 東京都
10月28日 流石　賢一 山梨県
10月28日 加藤　周作 大阪府
10月29日 山中　章貴 東京都
10月29日 田平　武文 神奈川県
10月29日 衛藤　慶三 熊本県
10月29日 福居　岳郎 神奈川県
10月30日 木村　拓也 宮城県
10月30日 小林　哲英 東京都
10月30日 山下　和範 宮城県
10月31日 野村　泰三 石川県
10月31日 中村　幸生 長崎県
10月31日 賀来　弘一 神奈川県
10月31日 澤田　直之 東京都
10月31日 松原　孝昌 神奈川県

（敬称略）

※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。

※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。

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。


