
名前 都道府県 寄附⾦額 名前 都道府県 寄附⾦額
天野 貴三 千葉県 200,000 ⼩川 美知⼦ 東京都 13,000
編⽥ 琢也 東京都 13,000 ⼩此⽊ 敦 東京都 15,000
ARBONA GIMENO ALFONSO 東京都 45,000 帯施 照美 栃⽊県 13,000
飯島 直 千葉県 20,000 ⼩⼭ かさね 千葉県 20,000
池本 晃⼀ 北海道 15,000 梶⼭ 紀⽣ 佐賀県 15,000
⽯井 広⾏ 東京都 15,000 加藤 伊佐夫 北海道 15,000
⽯川 昭 神奈川県 10,000 ⾓屋 智睦 神奈川県 17,000
⽯原 靖史 東京都 26,000 ⾓屋 智睦 神奈川県 17,000
和泉 学哉 沖縄県 20,000 ⾦井 昭 栃⽊県 30,000
板井 健 神奈川県 13,000 ⾦井 圭介 埼⽟県 36,000
市川 貴絵 埼⽟県 13,000 ⾦⼦ 哲治 福島県 15,000
伊藤 正史 東京都 16,000 加野 まきみ 京都府 13,000
伊藤 正史 東京都 22,000 川⼝ 淳 沖縄県 30,000
伊藤 祐樹 埼⽟県 15,000 川⼝ 弘⼦ 愛知県 30,000
稲垣 暁夫 北海道 50,000 川越 浩正 千葉県 26,000
井上 ⽞ 東京都 52,000 川越 三洋 神奈川県 20,000
今井 尚 神奈川県 15,000 川崎 郁⽃ 兵庫県 15,000
今泉 武 東京都 30,000 川瀨 義久 愛知県 10,000
岩崎 貢⼠ 埼⽟県 20,000 川⽥ 洋⼦ 東京都 15,000
岩崎 貢⼠ 埼⽟県 28,000 河野 義之 北海道 15,000
岩崎 貢⼠ 埼⽟県 65,000 喜多 美保⼦ ⻑崎県 13,000
上⽥ みどり 三重県 13,000 吉川 寿世 東京都 10,000
上原 亮 沖縄県 15,000 ⽊藤 創太 埼⽟県 15,000
⾅井 良⼦ 静岡県 130,000 ⽊村 拓朗 兵庫県 26,000
内⽥ 信久 東京都 12,000 ⽊村 得郎 千葉県 15,000
内⼭ 浩徳 北海道 20,000 ⽊村 秀夫 東京都 24,000
遠藤 寧 東京都 15,000 ⻤柳 尚 北海道 12,000
太⽥ 裕之 埼⽟県 20,000 九⻤ 平次 三重県 15,000
太⽥ 由紀夫 東京都 15,000 久保 仁史 千葉県 15,000
⼤塚 宏史 東京都 26,000 久保川 玲⼦ 広島県 18,000
⼤畑 克樹 東京都 57,000 熊⾕ 秀伸 東京都 15,000
⼤原 ⼀浩 ⼤阪府 15,000 栗盛 昭博 東京都 15,000
⼤村 歩 神奈川県 30,000 ⼩泉 勝 宮城県 15,000
岡崎 美⾥ 広島県 13,000 幸⽥ 欣也 奈良県 15,000
岡⽥ 剛 愛知県 20,000 ⼩島 哲⽣ 東京都 17,000
岡⽥ ⾼幸 東京都 24,000 後藤 勇作 北海道 10,000
岡本 修司 兵庫県 13,000 ⼩花 清史 ⾼知県 17,000
⼩河 恒夫 東京都 17,000 ⼩林 敏秀 広島県 60,000
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⼩松 充 埼⽟県 15,000 菅原 真紀⼦ 岩⼿県 15,000
⼩室 吉隆 神奈川県 34,000 助⽥ 浩⼦ 埼⽟県 15,000
⼩森 堂男 北海道 20,000 鈴⽊ 恵⾥⼦ 神奈川県 10,000
⼩⾨前 寿夫 静岡県 13,000 鈴⽊ 貫太郎 京都府 17,000
⼩⼭ 航 宮崎県 30,000 鈴⽊ 仁弥 福井県 15,000
近藤 篤史 岐⾩県 15,000 鈴⽊ 俊昭 静岡県 20,000
近藤 勝 愛知県 12,000 須藤 健 福島県 17,000
齋喜 雅仁 ⼤阪府 60,000 隅廣 洋 北海道 20,000
齋藤 ゆい⼦ 北海道 20,000 諏訪 剛篤 東京都 15,000
齋藤 ⾥菜 京都府 13,000 清宮 圭⽮ 東京都 10,000
佐川 真也 広島県 15,000 瀬川 由⾥ ⼤阪府 24,000
佐久間 信⾏ 東京都 11,000 瀬川 由⾥ ⼤阪府 12,000
楽々 朝光 東京都 15,000 ⽥尾 ⿓治 広島県 26,000
佐⽵ ⼀仁 神奈川県 28,000 ⽥尾 ⿓治 広島県 15,000
佐藤 隆宏 静岡県 10,000 ⾼⽊ 典和 東京都 15,000
佐藤 弘美 東京都 30,000 ⾼倉 妙⼦ 愛知県 15,000
佐藤 誠 神奈川県 18,000 ⾼橋 太郎 ⻘森県 360,000
佐藤 雅彦 神奈川県 17,000 ⾼橋 直樹 東京都 15,000
佐藤 雅彦 神奈川県 17,000 ⾼橋 美由紀 東京都 30,000
佐藤 雅彦 神奈川県 10,000 武⽥ 忠次 岩⼿県 20,000
佐藤 雅彦 神奈川県 10,000 ⽵村 太郎 東京都 15,000
佐藤 昌⾏ 神奈川県 26,000 ⽥嶋 政之 東京都 15,000
佐藤 実 東京都 20,000 ⽥中 武男 栃⽊県 10,000
佐野 倫 神奈川県 15,000 ⽥中 雅⽂ 和歌⼭県 10,000
柴⽥ 怜 東京都 20,000 ⽥中 豊 ⼤阪府 20,000
柴⽥ 万由美 愛媛県 13,000 ⾕村 忠⾏ 東京都 15,000
清⽔ 洋樹 北海道 15,000 ⽥上 ⼤祐 埼⽟県 13,000
清⽔ 雄⼤ ⼤阪府 13,000 丹澤 史⼦ ⼭梨県 15,000
下⽥ 晃伸 ⼤阪府 45,000 ＣＨＵＮＧ ＺＡＣＨＡＲＹ ＴＳＡＩ 東京都 20,000
下⼭ 豊⼦ 埼⽟県 30,000 辻 和弥 東京都 20,000
下⼭ 陽⼦ 岡⼭県 15,000 椿 弥稔 宮城県 15,000
周 燕寧 東京都 12,000 坪⽥ 朋佳 北海道 13,000
城市 由紀 北海道 13,000 鶴原 暁⽣ 神奈川県 15,000
庄司 憲庸 北海道 10,000 寺地 豪 ⼤阪府 12,000
庄⽥ 隼 埼⽟県 20,000 冨⽥ 隆宏 愛知県 15,000
須網 政浩 静岡県 360,000 友成 康三 愛知県 15,000
菅沼 靖 ⼤阪府 2,000 永井 勝義 愛知県 15,000
菅原 宏志 神奈川県 15,000 中井 淑乃 ⼤阪府 12,000
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中川 忍 東京都 15,000 福⽥ 安雄 ⻑崎県 20,000
中川 皓嵩 愛知県 24,000 藤井 葉⼦ 福岡県 60,000
中島 ⿇希 東京都 15,000 古川 速⼈ ⼤阪府 20,000
⻑島 黎⼦ 北海道 13,000 星屋 礼志 静岡県 15,000
中野 広道 愛知県 15,000 星屋 礼志 静岡県 15,000
中野 幸⼦ ⼭⼝県 18,000 細川 恵⾥ 東京都 60,000
中原 道太 神奈川県 13,000 堀井 優 福島県 17,000
中村 敬 愛知県 17,000 蒔⽥ 雅彦 北海道 20,000
中村 隆 広島県 10,000 松井 和彦 愛知県 12,000
⻑森 さつき 福岡県 17,000 松岡 謙⼆ 東京都 80,000
奈良 恵⼦ ⼤阪府 15,000 松⽥ ⼀⾏ 北海道 13,000
新野 浩泰 静岡県 65,000 松⽥ 英郎 北海道 15,000
⻄尾 誠⼠ 東京都 95,000 松原 海⼈ 静岡県 15,000
⻄村 祐⼆ 神奈川県 15,000 丸⾕ 智保 北海道 15,000
新部 洋史 新潟県 12,000 三浦 良尚 東京都 20,000
野⼝ 純也 神奈川県 15,000 ⽔野 貴幸 北海道 20,000
野崎 ⼩百合 愛知県 13,000 満⽥ 任昭 北海道 10,000
野⽥ 裕美⼦ 北海道 120,000 南 広⼦ 北海道 12,000
延廣 ⾏則 岐⾩県 20,000 南 佑介 埼⽟県 10,000
延廣 ⾏則 岐⾩県 15,000 宮⽥ 玲⼦ 神奈川県 10,000
野村 知孝 ⼤阪府 15,000 宮本 誠⽂ 兵庫県 13,000
萩原 秀明 神奈川県 13,000 三好 諒 ⽯川県 15,000
橋本 充広 千葉県 40,000 向⼭ 千明 富⼭県 14,000
浜地 隆裕 愛知県 18,000 六峰 弘晃 ⼤阪府 20,000
浜地 隆裕 愛知県 17,000 村松 和貴 奈良県 95,000
早川 徹 愛知県 17,000 村松 伸哉 ⿅児島県 12,000
原 忠史 ⼤阪府 15,000 村元 裕⼦ 兵庫県 20,000
原⼝ 史佳 東京都 15,000 妻⿃ 秀⼀ 東京都 17,000
原⽥ 隆志 愛知県 17,000 元⽥ 加織 静岡県 13,000
播摩 武志 東京都 15,000 元松 亮 広島県 17,000
⽇⾼ 太郎 埼⽟県 45,000 森 安弘 北海道 13,000
⽇野 ⼀夫 東京都 20,000 森岡 博幸 富⼭県 13,000
平⽥ ⼀菜 北海道 15,000 森⽥ 満昭 兵庫県 15,000
平塚 いずみ 東京都 15,000 安河内 聰 ⻑野県 15,000
平塚 いずみ 東京都 20,000 Yaniv Boaz 東京都 204,000
平塚 崇 東京都 20,000 ⽮作 成⼦ 埼⽟県 20,000
平野 剛志 ⼤阪府 17,000 ⽮部 泰宏 ⼤阪府 24,000
平⼭ 精孝 埼⽟県 15,000 ⽮部 泰宏 ⼤阪府 24,000
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⼭内 泰洋 千葉県 11,000
⼭⼝ 剛 兵庫県 15,000
⼭⼝ 恭弘 愛媛県 16,000
⼭下 千廣 北海道 80,000
⼭⽥ 祐也 奈良県 20,000
⼭本 庄英 ⿃取県 17,000
⼭本 雅⼀ 兵庫県 13,000
⼭本 三恵 東京都 13,000
⼭本 由紀⼦ 東京都 84,000
幸野 俊則 埼⽟県 20,000
吉岡 浩孝 埼⽟県 13,000
吉澤 宏隆 神奈川県 13,000
吉澤 宏隆 神奈川県 24,000
吉⽥ ⾹織 静岡県 15,000
吉野 ⽂貴 東京都 65,000
吉本 ⼤輔 宮城県 15,000
ルシン パヴェウ 東京都 15,000
和⽥ 睦世 千葉県 20,000
渡邊 啓太 京都府 15,000
渡辺 達也 東京都 45,000
渡邊 千恵⼦ 北海道 10,000
渡辺 広⾏ 静岡県 15,000
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