
寄附日 氏名 住所（県）
11月1日 今村　友彦 静岡県
11月1日 藤田　恵子 神奈川県
11月1日 古川　伴子 大阪府
11月1日 田浦　重信 岡山県
11月1日 工藤　敏文 東京都
11月1日 本庄谷　修司 千葉県
11月2日 有働　岑一郎 東京都
11月2日 岩崎　哲二 東京都
11月2日 野崎　亜実 神奈川県
11月2日 河田　敏春 岐阜県
11月2日 梅原　英太郎 福岡県
11月3日 浅野　元宣 神奈川県
11月3日 衛藤　裕輔 福岡県
11月3日 犬童　薫 愛知県
11月3日 八代　徹也 千葉県
11月3日 渡辺　牧文 東京都
11月3日 苅谷　達朗 東京都
11月3日 小野　敏之 神奈川県
11月3日 山本　弘美 東京都
11月3日 簡野　晃次 東京都
11月4日 坂田　幹靖 東京都
11月4日 河野　秀明 福岡県
11月4日 遊間　英男 東京都
11月4日 森安　有岐子 岡山県
11月4日 杉江　由美 福岡県
11月5日 林　幸司 福岡県
11月5日 中島　英一 神奈川県
11月5日 池上　正 山梨県
11月5日 山本　弘美 東京都
11月5日 後藤　啓介 兵庫県
11月6日 松田　朱美 東京都
11月6日 奥　誠司 東京都
11月6日 金子　克忠 京都府
11月6日 中村　幸友 愛知県
11月6日 堤　秀行 熊本県
11月7日 高橋　邦夫 東京都
11月7日 加藤　隆之 愛知県
11月7日 稲積　謙次郎 福岡県
11月7日 池田　清 埼玉県
11月7日 雪竹　俊勝 神奈川県
11月7日 井村　規予彦 静岡県
11月7日 平井　雅規 東京都
11月8日 森岡　春生 大阪府
11月8日 森下　寛史 大阪府
11月8日 崎原　大輔 東京都
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11月8日 鈴木　彩子 神奈川県
11月8日 大森　一寛 東京都
11月9日 櫻井　正三 東京都
11月9日 日高　修 東京都
11月9日 萩尾　耕一 福岡県
11月9日 櫛部　正信 大阪府
11月9日 石川　武人 静岡県
11月9日 高成田　綾子 東京都
11月10日 野村　隆子 石川県
11月10日 後藤　信二 神奈川県
11月10日 市村　智美 愛知県
11月10日 峯岸　諒 東京都
11月10日 松信　成之 茨城県
11月11日 久保倉　成彦 大阪府
11月11日 中田　紀代子 福岡県
11月11日 中田　春昭 福岡県
11月11日 今井　芳子 福岡県
11月11日 栗原　孝行 静岡県
11月11日 菊井　規予子 大阪府
11月11日 井野　高利 愛知県
11月12日 加島　正浩 東京都
11月12日 塩﨑　正孝 神奈川県
11月12日 加来　歩 福岡県
11月12日 長野　京子 大阪府
11月12日 山内　建二 京都府
11月12日 若狭　翔太朗 東京都
11月12日 若狭　翔太朗 東京都
11月12日 若狭　翔太朗 東京都
11月12日 ミルスタイン　デービッド 東京都
11月12日 河野　友香 東京都
11月13日 光本　雅宏 千葉県
11月13日 宮崎　浩一 埼玉県
11月13日 福田　幸一 千葉県
11月14日 廣田　勝彦 東京都
11月14日 角谷　かつみ 東京都
11月14日 井ノ口　晃 大阪府
11月14日 辻本　雄紀 東京都
11月14日 岡村　容子 愛知県
11月14日 山本　悦子 埼玉県
11月14日 宮野　伊津子 大阪府
11月14日 小出　一博 大分県
11月15日 兵藤　英司 愛知県
11月15日 上田　芳子 東京都
11月15日 永田　英明 宮崎県
11月15日 石川　安範 香川県
11月15日 清水　盛浩 滋賀県
11月15日 田中　淳夫 東京都
11月15日 遠山　祐司 大阪府
11月16日 和田　裕子 宮城県



11月16日 藤南　真二郎 東京都
11月16日 見山　欣也 埼玉県
11月16日 小俣　明 東京都
11月16日 上野　寧 神奈川県
11月16日 水本　亜実 福岡県
11月16日 天霧　富博 東京都
11月16日 辻　英彦 京都府
11月17日 嶋本　明由 熊本県
11月17日 山田　忠 千葉県
11月17日 永井　雄蔵 宮城県
11月17日 奴田原　淳 高知県
11月17日 秋山　修一 神奈川県
11月17日 遠藤　孝元 東京都
11月17日 日高　不二男 千葉県
11月17日 藤原　和彦 東京都
11月18日 鈴木　友子 東京都
11月18日 寶田　梢 東京都
11月18日 岸　浩史 島根県
11月18日 新井　潤子 千葉県
11月18日 北見　都美子 神奈川県
11月18日 舟木　崇幸 群馬県
11月18日 稲葉　祐美 愛知県
11月19日 堀江　成治 埼玉県
11月19日 中村　真喜 東京都
11月19日 永井　正志 愛知県
11月19日 加藤　大雅 神奈川県
11月19日 渡辺　雅子 東京都
11月19日 柏山　章 東京都
11月19日 酒井　聡 愛知県
11月19日 若原　文世 愛知県
11月19日 大澤　理 愛知県
11月20日 伊勢　晃 兵庫県
11月20日 伊勢　晃 兵庫県
11月20日 柳原　慎一郎 東京都
11月20日 松本　亜紀子 東京都
11月20日 廣澤　潤一 愛知県
11月20日 山田　恭平 埼玉県
11月20日 石田　裕美 山梨県
11月20日 原田　俊雄 神奈川県
11月20日 河野　拓也 神奈川県
11月20日 常峰　英樹 東京都
11月20日 森島　康斗 神奈川県
11月20日 千手　靖子 福岡県
11月20日 長松　清資 山口県
11月20日 篠原　奈保子 愛媛県
11月21日 徳永　司朗 京都府
11月21日 山田　暁通 福岡県
11月21日 竹内　薫 福島県
11月21日 大渕　浩之 千葉県



11月21日 延澤　智嘉美 東京都
11月21日 中山　充 大阪府
11月21日 井ノ口　勝久 愛知県
11月21日 善明　孝行 兵庫県
11月21日 和田　明 神奈川県
11月21日 池島　和明 福井県
11月21日 大島　昇 東京都
11月21日 中野　典一 北海道
11月21日 辻　明宏 大阪府
11月21日 関口　貴雄 東京都
11月21日 池田　滋博 大阪府
11月21日 亀野　幸太郎 千葉県
11月21日 権田　一成 埼玉県
11月21日 黒崎　毅史 岡山県
11月21日 大久保　武 茨城県
11月21日 大森　崇博 宮城県
11月22日 岡田　美野里 東京都
11月22日 土屋　勝利 東京都
11月23日 日名子　保幸 大阪府
11月23日 吉村　徹也 東京都
11月23日 峯岸　伸吉 東京都
11月23日 馬場　弘 千葉県
11月23日 中塩　三佳子 広島県
11月23日 岩本　倫子 東京都
11月23日 星川　裕子 北海道
11月23日 中川　智之 群馬県
11月24日 金森　秀樹 静岡県
11月24日 島田　護 北海道
11月24日 河村　武 広島県
11月24日 木太久　茂 大阪府
11月24日 佐藤　昭治 愛知県
11月24日 林　宏人 神奈川県
11月25日 藤波　春生 埼玉県
11月25日 白井　克幸 千葉県
11月25日 堤　秀樹 三重県
11月25日 安藤　晋也 東京都
11月25日 長谷川　敏男 埼玉県
11月26日 橋住　功子 福岡県
11月26日 水谷　善晴 大阪府
11月26日 北浦　匠 長崎県
11月26日 坂東　武 徳島県
11月26日 大野　浩一 神奈川県
11月26日 光崎　真人 佐賀県
11月27日 入江　俊輔 神奈川県
11月27日 野口　武嗣 埼玉県
11月27日 古川　敦子 東京都
11月27日 向谷　良三 愛知県
11月27日 横井　理 奈良県
11月27日 石井　秀和 福岡県



11月27日 田浦　重信 岡山県
11月27日 能條　治輝 神奈川県
11月27日 渡辺　進一 青森県
11月27日 松尾　敏幸 山口県
11月27日 高原　由美子 兵庫県
11月27日 野田　裕 東京都
11月28日 末廣　香織 福岡県
11月28日 渡辺　薫 東京都
11月29日 森岡　春生 大阪府
11月29日 佐藤　健也 北海道
11月29日 佐藤　健也 北海道
11月29日 高岡　啓介 大阪府
11月29日 小林　寛人 大阪府
11月29日 亀谷　和彦 東京都
11月29日 中嶋　静子 東京都
11月29日 三浦　弘貴 広島県
11月29日 渡邊　佳寿 福岡県
11月29日 渡邊　喜之 福岡県
11月29日 佐藤　徳治 埼玉県
11月29日 藤井　稔久 群馬県
11月29日 杉浦　雅之 岐阜県
11月29日 原田　邦裕 東京都
11月30日 今井　万寿之 岐阜県
11月30日 内山　幸治 愛知県
11月30日 小沢　竜太 東京都
11月30日 平野　健三 愛知県
11月30日 小林　得二 東京都
11月30日 久野　春奈 宮城県
11月30日 金岩　英伸 京都府
11月30日 小沼　映子 東京都
11月30日 大島　三千夫 愛知県
11月30日 福田　洋典 東京都
11月30日 安井　宗伝 福岡県
11月30日 菊池　英維 宮崎県

（敬称略）

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。

※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。
※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。


