
平成30年度ふるさと応援寄附・豊郷小学校旧校舎群管理基金寄附 寄附者一覧

（公表にご了承いただいた皆さま） （50音順・敬称略）
お名前 都道府県 お名前 都道府県 お名前 都道府県

1 青木 悠平 東京都 43 梶山 圭一 東京都 85 新野 啓介 兵庫県

2 青木 遥平 富山県 44 片桐 且義 神奈川県 86 杉山 恵美 東京都

3 秋田 尚紀 大阪府 45 加藤 晃司 愛知県 87 鈴木 邦江 静岡県

4 Akshay Garg 滋賀県 46 加藤 丈朋 東京都 88 鈴木 紀子 東京都

5 安達 直 大阪府 47 加藤 詳子 東京都 89 高務 淳弘 愛知県

6 安達 尚志 兵庫県 48 香取 周介 千葉県 90 高橋 桂子 埼玉県

7 新井 孝夫 埼玉県 49 釜坂 武彦 ⾧崎県 91 高橋 俊貴 埼玉県

8 安藤 登 愛知県 50 川宿田 大海 埼玉県 92 高橋 由美 東京都

9 猪狩 政昭 北海道 51 河原 弘毅 大阪府 93 田川 圭介 兵庫県

10 井口 慎一 静岡県 52 河村 隆之 愛知県 94 田熊 栄一 埼玉県

11 池側 好一 東京都 53 菊地 秀幸 大阪府 95 武末 信昭 京都府

12 池田 ゆかり 愛知県 54 北川 剛 兵庫県 96 舘野 裕武 神奈川県

13 石川 栄子 北海道 55 木村 隆志 兵庫県 97 田所 雅之 埼玉県

14 市川 多恵 愛知県 56 草野 義隆 東京都 98 田所 由利子 茨城県

15 井上 正文 神奈川県 57 久保 美希 和歌山県 99 田中 清 愛知県

16 今西 礼子 大阪府 58 熊本 牧子 東京都 100 田中 孝夫 大阪府

17 岩永 和久 東京都 59 栗田 裕行 埼玉県 101 田中 真 東京都

18 岩本 照唯 東京都 60 河野 容明 岐阜県 102 谷口 哲也 福岡県

19 植田 成美 東京都 61 小島 稔 愛知県 103 玉井 三智宏 福岡県

20 馬上 日菜子 高知県 62 小西 克行 大阪府 104 千葉 大輔 宮城県

21 江守 幸隆 東京都 63 小西 恭示 兵庫県 105 千葉 道博 宮城県

22 大石 秋夫 茨城県 64 小林 勉 東京都 106 土屋 慶晃 埼玉県

23 大里 淳子 宮城県 65 小林 直人 東京都 107 坪内 章夫 新潟県

24 太田 侑馬 京都府 66 小林 弥生 神奈川県 108 出川 ゆかり 神奈川県

25 大谷 正明 神奈川県 67 駒口 伸子 群馬県 109 寺沢 忠司 滋賀県

26 大津 正井 神奈川県 68 駒口 雅智 群馬県 110 寺嶋 暢洋 愛知県

27 大塚 学 滋賀県 69 酒井 宜雄 兵庫県 111 寺田 貴志 東京都

28 大塲 亮太郎 東京都 70 提橋 順一 神奈川県 112 堂上 友紀 大阪府

29 大山 春香 愛知県 71 佐々木 忍 宮城県 113 徳田 貴博 大阪府

30 大山 泰成 東京都 72 佐藤 久美子 宮城県 114 富澤 愛 東京都

31 岡田 章 東京都 73 佐藤 圭 東京都 115 直井 拓也 愛知県

32 緒方 康太 福岡県 74 佐藤 芳博 大阪府 116 中川 源巳 北海道

33 岡野 文彦 京都府 75 三條 聡 東京都 117 中川 豊 大阪府

34 岡部 康宏 大阪府 76 志田 徳保 静岡県 118 中口 和人 滋賀県

35 岡本 加代子 東京都 77 篠塚 朋子 千葉県 119 中嶋 賢二 神奈川県

36 荻原 尚之 東京都 78 島田 和博 愛知県 120 中島 健太 大阪府

37 奥田 進吾 滋賀県 79 清水 一博 富山県 121 中嶋 奈央 滋賀県

38 小澤 美穂 大阪府 80 清水 久美子 宮城県 122 中島 未美 千葉県

39 小野 容子 大阪府 81 清水 彰一 福島県 123 中務 俊樹 大阪府

40 小野寺 千晶 神奈川県 82 下川 潤一郎 東京都 124 中村 健一 兵庫県

41 梶本 幸太郎 東京都 83 下崎 美絵 福岡県 125 中村 秀夫 茨城県

42 柏本 昌也 兵庫県 84 徐 徳時 東京都 126 西村 豊美 ⾧崎県



平成30年度ふるさと応援寄附・豊郷小学校旧校舎群管理基金寄附 寄附者一覧

（公表にご了承いただいた皆さま） （50音順・敬称略）
お名前 都道府県 お名前 都道府県

127 西山 孝司 東京都 169 山内 加奈子 大阪府

128 丹羽 貴大 大阪府 170 山田 冨美雄 大阪府

129 NGUYEN THIHUYENTRANG 東京都 171 山中 嵩一 大分県

130 野崎 育雄 神奈川県 172 山本 俊介 愛知県

131 萩原 伸人 兵庫県 173 山本 真一 青森県

132 服部 宣夫 神奈川県 174 山本 雄二 北海道

133 服部 裕也 埼玉県 175 山森 博士 埼玉県

134 濱嶋 勝人 大阪府 176 結城 和永 東京都

135 林 弘幸 東京都 177 吉泉 浩平 東京都

136 比嘉 梓 大阪府 178 𠮷川 成彰 栃木県

137 平野 紀子 埼玉県 179 吉田 真弓 大阪府

138 Hillary Cheryl Michaels 神奈川県 180 米田 俊之 兵庫県

139 晝間 信行 埼玉県 181 若部 光男 東京都

140 廣田 佳男 愛知県 182 脇田 佳武 京都府

141 福井 尚昭 千葉県 183 和田 浩孝 愛知県

142 藤田 潔 広島県

143 藤野 淳子 福岡県

144 藤原 健 富山県

145 二ツ矢 健 神奈川県

146 舟山 直道 宮城県

147 古川 昌代 北海道

148 DANIEL GOZZO CAMPANHA 東京都

149 星川 昭亘 東京都

150 堀之内 聡子 東京都

151 松井 映 山口県

152 松井 直樹 東京都

153 松田 知之 愛知県

154 松本 晃 京都府

155 真鍋 友希 東京都

156 三島 眞理 大阪府

157 道上 龍介 神奈川県

158 三目 剛久 大阪府

159 宮永 瞳 大阪府

160 宗像 信夫 東京都

161 村尾 明弘 大阪府

162 村上 禎治 岐阜県

163 森田 健太 大阪府

164 森田 浩二 愛知県

165 森田 剛司 大阪府

166 森宗 亮祐 滋賀県

167 八木沢 大樹 千葉県

168 安田 和男 千葉県


