
お名前 ご住所

平成27年4月18日 平山　秀男　様 静岡県浜松市

平成27年8月11日 明治安田生命 一宮第一営業部　様 一宮市

平成27年9月11日 山口　秀幸　様 一宮市

平成27年9月11日 山口　直美　様 一宮市

平成27年11月30日 清算法人 青木川用水土地改良区　様 一宮市

平成27年12月1日 浅井　俊哉　様 愛知県あま市

平成27年12月1日 近藤　健介　様 一宮市

平成27年12月1日 濵田　崇嘉　様 大阪府大阪市

平成27年12月1日 平野　勝彦　様 兵庫県神戸市

平成27年12月1日 大迎　知宏　様 兵庫県西宮市

平成27年12月2日 今井　健之　様 一宮市

平成27年12月2日 箱崎　美智子　様 長野県安曇野市

平成27年12月2日 榊原　英喜　様 愛知県豊田市

平成27年12月2日 丸山　秀太郎　様 東京都八王子市

平成27年12月2日 新井　仁　様 群馬県高崎市

平成27年12月2日 津曲　慎哉　様 宮崎県えびの市

平成27年12月3日 DEWPRISM　様 埼玉県富士見市

平成27年12月3日 奥村　高太郎　様 愛知県名古屋市

平成27年12月5日 寺下　一欣　様 神奈川県横浜市

平成27年12月5日 野坂　太志　様 愛知県刈谷市

平成27年12月5日 鵜飼　進也　様 長野県茅野市

平成27年12月6日 鈴木　豊　様 茨城県つくば市

平成27年12月6日 守屋　しげ美　様 岡山県玉野市

平成27年12月7日 水野　竹流　様 東京都中央区

平成27年12月8日 田中　眞喜子　様 一宮市

平成27年12月7日 鈴木　建司　様 愛知県北名古屋市

平成27年12月7日 鈴木　智恵己　様 愛知県北名古屋市

平成27年12月9日 山田　寿和　様 一宮市

平成27年12月10日 DEWPRISM　様 埼玉県富士見市

平成27年12月10日 玉川　文明　様 東京都江戸川区

平成27年12月10日 前川　清明　様 岡山県岡山市

平成27年12月11日 伊藤　昌史　様 一宮市

平成27年12月12日 安原　浩　様 神奈川県横浜市

平成27年12月12日 酒井　一朗　様 富山県富山市

平成27年12月12日 青山　哲也　様 滋賀県大津市

平成27年12月13日 田中　正浩　様 東京都町田市

平成27年12月13日 小松原　和也　様 愛知県知多市

平成27年12月13日 酒井　隆裕　様 一宮市

平成27年度 いちのみや応援寄附金 寄附者一覧
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平成27年12月13日 酒井　隆裕　様 一宮市

平成27年12月12日 永田　茂　様 一宮市

平成27年12月14日 渕　三千代　様 大阪府大阪市

平成27年12月14日 野尻　明裕　様 東京都中央区

平成27年12月14日 堀尾　幸雄　様 一宮市

平成27年12月15日 高野　礼央　様 東京都墨田区

平成27年12月15日 山岡　鉄治　様 愛知県名古屋市

平成27年12月15日 柳澤　千絵美　様 大阪府箕面市

平成27年12月15日 藤本　陽　様 東京都文京区

平成27年12月15日 DEWPRISM　様 埼玉県富士見市

平成27年12月16日 大原　直人　様 茨城県牛久市

平成27年12月18日 矢澤　美和　様 愛知県岩倉市

平成27年12月18日 安藤　均　様 一宮市

平成27年12月18日 本　昌弘　様 東京都墨田区

平成27年12月19日 長尾　若　様 東京都江東区

平成27年12月19日 早崎　克司　様 一宮市

平成27年12月20日 田中　遼介　様 東京都武蔵野市

平成27年12月20日 青山　克好　様 東京都三鷹市

平成27年12月20日 小出　めぐみ　様 東京都足立区

平成27年12月22日 加茂　哲章　様 福岡県福岡市

平成27年12月23日 岩田　正樹　様 千葉県市川市

平成27年12月23日 竹内　啓九　様 鳥取県倉吉市

平成27年12月23日 風當　ゆりえ　様 東京都板橋区

平成27年12月23日 野崎　清道　様 高知県高知市

平成27年12月23日 三谷　健一郎　様 和歌山県西牟婁郡白浜町

平成27年12月24日 林　敏光　様 一宮市

平成27年12月25日 DEWPRISM　様 埼玉県富士見市

平成27年12月25日 山下　祐一　様 神奈川県川崎市

平成27年12月25日 氏原　大介　様 大阪府大阪市

平成27年12月26日 佐藤　哲也　様 福岡県福岡市

平成27年12月27日 宮内　信輔　様 大阪府豊中市

平成27年12月27日 齋藤　智恵子　様 千葉県千葉市

平成27年12月27日 岡崎　光男　様 兵庫県神戸市

平成27年12月28日 深谷　泰代　様 一宮市

平成27年12月28日 櫻井　綾子　様 東京都新宿区

平成27年12月28日 投石　浩　様 愛知県江南市

平成27年12月28日 仁科　雄一朗　様 大阪府大阪市

平成27年12月29日 平野　真太郎　様 千葉県船橋市

平成27年12月29日 鈴木　央樹　様 東京都国立市

平成27年12月29日 中嶋　健　様 神奈川県相模原市
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平成27年12月29日 河本　和美　様 神奈川県横浜市

平成27年12月30日 山口　辰久　様 東京都港区

平成27年12月30日 安達　美和　様 愛知県豊田市

平成27年12月30日 林原　由実　様 千葉県船橋市

平成27年12月31日 工藤　光生　様 北海道旭川市

平成27年12月31日 藤田　浩二　様 千葉県鴨川市

平成27年12月31日 鎌田　健荘　様 広島県広島市

平成27年12月31日 五藤　直人　様 一宮市

平成27年12月31日 山崎　健一朗　様 埼玉県さいたま市

平成27年12月31日 中江　好秀　様 石川県小松市

平成28年1月13日 DEWPRISM　様 埼玉県富士見市

平成28年1月20日 DEWPRISM　様 埼玉県富士見市

平成28年1月24日 親泊　亮二　様 沖縄県宮古島市

平成28年2月26日 宮下　好洋 様 神奈川県川崎市

平成28年3月10日 梅田　隆生 様 東京都世田谷区

平成28年3月11日 美原　寿之　様 福岡県福岡市

平成28年3月15日 近藤　健介　様 一宮市

平成28年3月24日 愛知西農業協同組合　女性部　様 一宮市

平成28年3月26日 小森　晶　様 東京都大田区

匿名ほか　935件

1,032件 48,907,201円合計


