
令和２年度 寄附者一覧

高田 照美 様（北海道） 佐藤 祐介 様（神奈川県） 礒永 美奈 様（愛知県）
湯浅 有希 様（北海道） 島崎 誠 様（神奈川県） 梶原 美奈子 様（愛知県）
佐藤 哲朗 様（秋田県） 河原 麻友 様（神奈川県） 小島 真 様（愛知県）
五十嵐 由美子 様（秋田県） 金子 夢子 様（神奈川県） 宮城 陽子 様（愛知県）
大浦 祐 様（秋田県） 阿部 沙織 様（千葉県） 佐藤 愛里 様（愛知県）
千葉 浩行 様（岩手県） 宮本 知弥 様（千葉県） 岡村 徹 様（愛知県）
小林 洋介 様（岩手県） 本田 夏那 様（千葉県） 五十嵐 裕香 様（愛知県）
天野 勝人 様（北海道） 齊藤 淳子 様（千葉県） 千葉 拓哉 様（愛知県）
池田 彩 様（北海道） 李 芳菁 様（千葉県） 中村 亘孝 様（愛知県）
石井 幸司 様（北海道） 富田 靖則 様（千葉県） 石原 ひとみ 様（愛知県）
川島 圭一 様（北海道） 岩澤 隆義 様（千葉県） 古澤 素子 様（愛知県）
小松 ひとみ 様（北海道） 山田 哲夫 様（千葉県） 岩坪 圭司 様（愛知県）
矢嶋 美和子 様（北海道） 久松 博和 様（千葉県） 鈴木 政成 様（愛知県）
荒川 三郎 様（東京都） 矢ヶ部 由美 様（千葉県） 山内 雅雄 様（愛知県）
西端 雄佑 様（東京都） 下村 幸一 様（千葉県） 不破 大祐 様（愛知県）
内田 悠子 様（東京都） 松下 裕未 様（千葉県） 野田 可奈江 様（岐阜県）
森本 みずき 様（東京都） 小林 湧 様（千葉県） 水谷 俊彦 様（岐阜県）
佐々木 直敏 様（東京都） 野路 弘 様（千葉県） 坂下 かおり 様（岐阜県）
安原 英明 様（東京都） 町田 直里 様（千葉県） 村瀬 豊 様（三重県）
安齋 貴美子 様（東京都） 大谷 優子 様（千葉県） 塚越 英治 様（三重県）
重国 健司 様（東京都） 大野 元視 様（千葉県） 桑名 一毅 様（三重県）
森本 みずき 様（東京都） 米澤 麻友 様（千葉県） 幸得 順子 様（三重県）
平野 めぐみ 様（東京都） 大田 純子 様（茨城県） 西山 実華 様（三重県）
志田 陽介 様（東京都） 大輪 千尋 様（茨城県） 左近 直美 様（滋賀県）
松井 幸英 様（東京都） 楢木 章浩 様（茨城県） 山口 未来 様（大阪府）
岡本 拓実 様（東京都） 上野 直哲 様（栃木県） 柳原 薫 様（大阪府）
吉原 洸平 様（東京都） 茅嶋 沙希 様（栃木県） 山岡 哲也 様（大阪府）
法性 悦子 様（東京都） 山内 毅人 様（埼玉県） 増山 祥子 様（大阪府）
長久保 樹一郎 様（東京都） 簗場 文俊 様（埼玉県） 土肥 晶子 様（大阪府）
南雲 香織 様（東京都） 斎藤 雄一 様（埼玉県） 北村 悠一郎 様（大阪府）
山口 知志 様（東京都） 白井 洋二 様（埼玉県） 吉武 英二 様（大阪府）
Gu Ning 様（東京都） 佐々木 里美 様（埼玉県） 曽我部 祐輔 様（大阪府）
萱沼 実里 様（東京都） 藤田 夕貴 様（埼玉県） 浜 周平 様（大阪府）
布施 伸章 様（東京都） 奥村 淳子 様（埼玉県） 生田 哲也 様（大阪府）
大浦 三生 様（東京都） 石井 寛典 様（埼玉県） 田中 綾 様（大阪府）
川上 清子 様（東京都） 金井 優宜 様（埼玉県） 菅原 真理子 様（大阪府）
児島 遥子 様（東京都） 野村 輝善 様（埼玉県） 原田 健太郎 様（大阪府）
小倉 啓誌 様（東京都） 清川 智博 様（埼玉県） 手塚 みさと 様（大阪府）
本間 夕貴 様（東京都） 松谷 奈美 様（埼玉県） 藤井 政行 様（大阪府）
和泉 香織 様（東京都） 浅田 伸宏 様（埼玉県） 川合 航平 様（大阪府）
砂子 俊介 様（東京都） 湯淺 彩桂 様（埼玉県） 田中 省吾 様（大阪府）
名ヶ迫 英宏 様（東京都） 雨宮 桐子 様（埼玉県） 大谷 幸司 様（大阪府）
西田 尚起 様（東京都） 戎居 桂三 様（埼玉県） 本池 千鶴 様（大阪府）
前田 亮磨 様（東京都） 茂手木 真理 様（埼玉県） 筒井 勇介 様（大阪府）
鈴木 冴 様（東京都） 鈴木 理久 様（群馬県） 佐藤 亜由美 様（大阪府）
倉元 和希子 様（東京都） 藤木 桂 様（群馬県） 中村 璃久 様（大阪府）
竹橋 直人 様（東京都） 土屋 泉季 様（長野県） 中川 優 様（大阪府）
瑞慶覧 朝康 様（東京都） 小渕 浩平 様（長野県） 兵 行義 様（京都府）
河野 好秀 様（東京都） 永井 立夫 様（長野県） 紀藤 彩香 様（京都府）
早川 徹 様（東京都） 永野 めぐみ 様（長野県） 高野 友和 様（京都府）
佐藤 将 様（東京都） 水沢 佐由里 様（長野県） 杉本 里織 様（奈良県）
千野 由美 様（東京都） 鮎澤 美紀 様（長野県） 近藤 真由美 様（和歌山県）
早川 徹 様（東京都） 中村 有希 様（山梨県） 井上 悟史 様（和歌山県）
大西 優 様（東京都） 結城 京子 様（静岡県） 田中 義広 様（兵庫県）
栢野 道明 様（東京都） 北原 朋子 様（静岡県） 濱田 伸哉 様（兵庫県）
網本 順一 様（東京都） 佐野 弥生 様（静岡県） 亀尾 利治 様（兵庫県）
安齋 豪格 神奈川県 野村 愛子 様（静岡県） 須貝 順二 様（兵庫県）
北村 沙耶 様（神奈川県） 菅谷 圭 様（静岡県） 田中 敬太郎 様（兵庫県）
山崎 忠 様（神奈川県） 面谷 朱理 様（静岡県） 岩野 菜月 様（兵庫県）
佐藤 剛 様（神奈川県） 坂神 弥香 様（愛知県） 清水 理恵 様（兵庫県）
大西 純司 様（神奈川県） 高島 幸恵 様（愛知県） 濱田 裕美 様（兵庫県）
平井 陽子 様（神奈川県） 牧 光輝 様（愛知県） 高芝 亮太 様（兵庫県）
増田 亜美 様（神奈川県） 太田 渉 様（愛知県） 片山 早苗 様（兵庫県）
浦辻 真里 様（神奈川県） 手嶋 富江 様（愛知県） 中野 宏城 様（兵庫県）
鈴木 章記 様（神奈川県） 辻本 朱美 様（愛知県） 倉光 晃子 様（鳥取県）
林 千瑛 様（神奈川県） 児玉 理恵 様（愛知県） 阪本 春華 様（鳥取県）
新井 法子 様（神奈川県） 市川 美保 様（愛知県） 山根 果奈 様（鳥取県）
長川 浩之 様（神奈川県） 島田 知代 様（愛知県） 勝本 美恵子 様（島根県）
稲恒 芳郎 様（神奈川県） 浅井 真太郎 様（愛知県） 澤田 彩 様（島根県）
武井 基樹 様（神奈川県） 浅井 昌美 様（愛知県） 村重 悦子 様（島根県）
村山 麻里 様（神奈川県） 坪崎 陽子 様（愛知県） 岡村 英隆 様（岡山県）
杉江 秀基 様（神奈川県） 落合 隆司 様（愛知県） 坂口 俊雅 様（岡山県）
石川 雄宏 様（神奈川県） 佐橋 恵 様（愛知県） 神原 利文 様（岡山県）
長田 祐一 様（神奈川県） 渡辺 一史 様（愛知県） 松本 昌彦 様（広島県）
田臥 愛芽 様（神奈川県） 野嵜 優希 様（愛知県） 深瀬 皓平 様（広島県）
大森 詩々果 様（神奈川県） 礒永 遼太 様（愛知県） 脇谷 伸 様（広島県）
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福井 敏寛 様（山口県）
西元 恵美 様（山口県）
高見 英夫 様（山口県）
田布施町 新和会 様（山口県）
増野 一男 様（山口県）
久保 大平 様（山口県）
中島 博予 様（山口県）
細井 真佳 様（山口県）
三戸 文枝 様（山口県）
前田 英子 様（山口県）
松村 彩 様（香川県）
韓 吉伸 様（香川県）
石部 泰広 様（香川県）
亀井 志菜 様（徳島県）
中西 えり 様（高知県）
正岡 清志 様（愛媛県）
田中 智子 様（福岡県）
木田 勇己 様（福岡県）
麻生 晃希 様（福岡県）
小玉 浩 様（福岡県）
木下 直樹 様（福岡県）
秋原 武明 様（福岡県）
JE YOUNGJIN 様（福岡県）
大下 暢之 様（福岡県）
加藤 智史 様（福岡県）
梅津 織江 様（福岡県）
近藤 康弘 様（福岡県）
高田 裕矢 様（福岡県）
中野 耕治 様（佐賀県）
中島 智美 様（佐賀県）
廣佐古 裕子 様（長崎県）
大坪 直樹 様（長崎県）
高田 真弓 様（長崎県）
牧 寿美 様（熊本県）
時津 孝典 様（熊本県）
浜田 綾 様（熊本県）
徳永 厚子 様（熊本県）
中山 佑 様（宮崎県）
太田 博修 様（宮崎県）
長友 純子 様（宮崎県）
福島 由香里 様（鹿児島県）
永井 哲 様（鹿児島県）
堀井 尚子 様（福井県）
廣正 智 様（石川県）
飛弾 忠将 様（石川県）
三島 美佳 様（石川県）
酒元 茜 様（富山県）
角澤 啓一 様（新潟県）
北原 梨紗 様（新潟県）
中山 亘 様（新潟県）
立川 裕也 様（新潟県）
伏見 剛 様（新潟県）
安藤 恵子 様（福島県）
青天目 悠太 様（福島県）
阿部 祥子 様（宮城県）
成川 わかこ 様（宮城県）

※紹介順は順不同ですので、ご理解のほどよろしくお願い致します。


