
寄附日 氏名 住所（県）

2月1日 土居　真太郎 東京都
2月1日 房前　貴之 神奈川県
2月2日 森本　雅之 奈良県
2月2日 永澤　容 広島県
2月2日 酒井　敏夫 大分県
2月2日 岡村　峰子 東京都
2月2日 須田　幸正 岡山県
2月2日 彦山　修 東京都
2月3日 川口　正幸 群馬県
2月4日 安田　史生 京都府
2月4日 橋本　総一郎 神奈川県
2月4日 松下　美香 東京都
2月4日 上島　康子 大阪府
2月5日 早瀬　元之 愛知県
2月5日 福田　作一 富山県
2月5日 坂本　明美 山口県
2月5日 田口　敏彦 山口県
2月6日 青木　隆敏 静岡県
2月6日 中川　倫子 大阪府
2月6日 工藤　優子 東京都
2月6日 伊澤　一也 東京都
2月7日 北村　隆 香川県
2月7日 矢野　豊 三重県
2月7日 北垣　幸央 兵庫県
2月7日 庄司　哲也 福岡県
2月7日 木村　一紀 広島県
2月7日 柊　康弘 鳥取県
2月7日 古河　一仁 神奈川県
2月8日 川副　友 宮城県
2月9日 村木　久也 三重県
2月9日 小瀧　英明 千葉県
2月9日 桐野　泉 埼玉県
2月9日 平杉　とよ子 京都府
2月10日 杜下　長彦 京都府
2月10日 三ツ木　健二 福岡県
2月10日 大木　雄輔 兵庫県
2月11日 堀内　英樹 神奈川県
2月11日 降矢　修 北海道
2月11日 上田　邦生 東京都
2月12日 勅使川原　秀明 栃木県
2月12日 加藤　隆幸 愛知県
2月12日 武正　英一郎 神奈川県
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2月12日 佐藤　純弘 沖縄県
2月12日 山根　陽一 東京都
2月13日 蟹江　宣雄 愛知県
2月13日 小坂　顕太郎 岡山県
2月13日 川野　大介 大阪府
2月13日 纐纈　晃 山梨県
2月13日 川澄　紘二 東京都
2月13日 馬場　千華子 沖縄県
2月14日 吉田　雅彦 千葉県
2月14日 濱田　義人 東京都
2月15日 小岩　まさ美 神奈川県
2月15日 石黒　秀雄 神奈川県
2月16日 小谷　秀示 東京都
2月16日 塚田　賢治 東京都
2月16日 山口　直彦 埼玉県
2月16日 庄司　哲也 福岡県
2月16日 三木　啓介 兵庫県
2月16日 山田　壮一郎 千葉県
2月17日 宮崎　健一 大分県
2月17日 皆川　明 静岡県
2月17日 番場　有香 東京都
2月18日 渋谷　啓二 北海道
2月18日 土田　穣 東京都
2月18日 大澤　裕一 埼玉県
2月18日 小久保　孝治 愛知県
2月18日 阿部　康人 愛媛県
2月18日 武藤　ゆみ子 東京都
2月18日 岩重　渉 大阪府
2月18日 宮島　靖郎 東京都
2月18日 関山　平 埼玉県
2月18日 生路　舞 東京都
2月18日 多田　秀樹 岩手県
2月18日 鈴木　克宗 神奈川県
2月18日 秋山　逸郎 東京都
2月19日 松本　華奈 神奈川県
2月19日 藤田　則生 東京都
2月19日 世永　勇次 京都府
2月19日 西井　康浩 東京都
2月19日 山池　輝晴 千葉県
2月19日 水谷　猛雄 埼玉県
2月19日 久保　哲也 東京都
2月19日 服部　徹也 大阪府
2月20日 木村　薫 石川県
2月20日 西田　渉 大阪府
2月20日 中島　章雄 東京都
2月20日 齋藤　雅弘 神奈川県
2月20日 柴田　貴子 北海道



2月20日 河合　滋 大阪府
2月20日 古川　伴子 大阪府
2月20日 肥後　智彦 神奈川県
2月20日 宮崎　晃司 愛知県
2月21日 菊池　拓紀 熊本県
2月21日 村山　泰彦 兵庫県
2月21日 白浜　勝也 愛知県
2月21日 小原　隆志 東京都
2月21日 近藤　政彰 愛知県
2月22日 大塚　弘和 神奈川県
2月22日 橋本　弘治 福岡県
2月22日 三原　敦 東京都
2月22日 林　瑞樹 神奈川県
2月22日 秋山　真佐子 滋賀県
2月23日 池内　裕弘 神奈川県
2月23日 山田　善弘 愛知県
2月23日 白津　吉弘 東京都
2月23日 根岸　利成 埼玉県
2月23日 徳田　克彦 滋賀県
2月23日 福田　紘子 愛知県
2月24日 藤谷　久幸 東京都
2月24日 高橋　亮 埼玉県
2月24日 森　奈保子 愛知県
2月25日 久　雅信 神奈川県
2月25日 今井　紗英 神奈川県
2月25日 佐々木　裕人 奈良県
2月25日 片岡　儀高 埼玉県
2月25日 岡松　航太 静岡県
2月25日 千代　秀樹 千葉県
2月25日 林　弘高 三重県
2月25日 高嶋　能文 東京都
2月27日 平山　佐吉 千葉県
2月27日 浜村　博 東京都
2月27日 小川　知幸 広島県
2月27日 長谷川　竜一 茨城県
2月27日 村岡　道徳 大阪府
2月27日 林　則子 東京都
2月28日 土屋　文明 北海道

（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。


