
お名前 ご住所

平成28年4月10日 千田　靖司　様 愛知県江南市

平成28年4月10日 伊神　真次　様 愛知県名古屋市

平成28年5月3日 梶浦　賢治　様 東京都港区

平成28年5月15日 杉村　和俊　様 東京都大田区

平成28年5月26日 佐藤　陽亮　様 愛知県豊田市

平成28年5月27日 三瓶　智昭　様 東京都北区

平成28年5月27日 古内　大貴　様 愛知県半田市

平成28年5月27日 山本　貴康　様 大阪府大阪市

平成28年5月27日 林　諭志　様 愛知県海部郡大治町

平成28年5月27日 鈴木　竜太　様 埼玉県川越市

平成28年5月27日 阿部　広之　様 北海道札幌市

平成28年5月27日 横山　聡史　様 東京都多摩市

平成28年5月28日 横田　憲樹　様 鳥取県米子市

平成28年5月28日 中野　賢一　様 富山県高岡市

平成28年5月28日 藤原　正範　様 埼玉県さいたま市

平成28年5月29日 山内　順平　様 愛知県名古屋市

平成28年5月30日 土井　良浩　様 山口県宇部市

平成28年6月1日 今井　春江　様 一宮市

平成28年6月6日 脇田　洋太郎　様 一宮市

平成28年6月10日 伴野　光義　様 一宮市

平成28年6月11日 谷岡　邦保　様 一宮市

平成28年6月14日 株式会社オーシマ　様 一宮市

平成28年6月18日 今枝　千種　様 一宮市

平成28年6月19日 竹井　通博　様 大阪府吹田市

平成28年6月20日 平井　洵子　様 神奈川県横浜市

平成28年7月7日 吾妻　寛子　様 一宮市

平成28年7月23日 平野　俊博　様 東京都江戸川区

平成28年8月1日 齋藤　大成　様 神奈川県横浜市

平成28年8月23日 吉川　嵩悠 様 埼玉県川口市

平成28年8月28日 菊池　広記 様 愛知県丹羽郡大口町

平成28年9月25日 阿部　圭吾 様 兵庫県川辺郡猪名川町

平成28年10月2日 水谷　仁 様 兵庫県神戸市

平成28年10月4日 澤田　ひろし 様 一宮市

平成28年10月14日 請井　健人 様 一宮市

平成28年10月18日 田尻　美香　様 東京都世田谷区

平成28年10月26日 影山　康子　様 長野県岡谷市

平成28年10月30日 岡林　潤　様 神奈川県横浜市

平成28年11月3日 杉山　明希　様 東京都西東京市

平成28年度 いちのみや応援寄附金 寄附者一覧

ご寄附（お申込み）日



お名前 ご住所ご寄附（お申込み）日

平成28年11月8日 石井　誠剛　様 兵庫県西宮市

平成28年11月9日 浅井　俊哉　様 愛知県あま市

平成28年11月9日 野坂　太志　様 愛知県刈谷市

平成28年11月15日 水谷　将典　様 一宮市

平成28年11月19日 五藤　宏紀　様 宮城県仙台市

平成28年11月21日 石塚　史郎　様 埼玉県秩父市

平成28年11月21日 河合　建一郎　様 大阪府豊中市

平成28年11月22日 人見　裕　様 山形県山形市

平成28年11月22日 玉木　妙子　様 大阪府大阪市

平成28年11月23日 辻　智康　様 埼玉県蕨市

平成28年11月24日 藤江　真知子　様 神奈川県横浜市

平成28年11月25日 櫻井　健司　様 千葉県柏市

平成28年11月26日 杉村　和俊　様 東京都大田区

平成28年11月26日 古川　明子　様 東京都江戸川区

平成28年11月26日 二ノ宮　靖経　様 東京都狛江市

平成28年11月26日 幸野　良治　様 神奈川県横浜市

平成28年11月27日 菊池　浩之　様 神奈川県横浜市

平成28年11月27日 辰元　信　様 宮崎県宮崎市

平成28年11月28日 岩田　宏平　様 神奈川県川崎市

平成28年11月28日 大杉　泰弘　様 愛知県豊田市

平成28年12月3日 下元　康英　様 大阪府堺市

平成28年12月4日 檜井　俊英　様 広島県広島市

平成28年12月4日 藤森　一樹　様 東京都日野市

平成28年12月4日 高橋　智仁　様 東京都品川区

平成28年12月4日 田中　誠司　様 東京都江戸川区

平成28年12月15日 河合　啓次　様 京都府京都市

平成28年12月7日 黒澤　勝洋　様 千葉県市川市

平成28年12月10日 岡部　弘明　様 大分県日田市

平成28年12月11日 池田　勇輝　様 埼玉県坂戸市

平成28年12月11日 榊原　邦宏　様 東京都港区

平成28年12月10日 石橋　主税　様 佐賀県鳥栖市

平成28年12月12日 伴野　修　様 広島県三原市

平成28年12月12日 尾藤　誠司　様 東京都目黒区

平成28年12月13日 髙瀬　建治　様 東京都世田谷区

平成28年12月17日 森下　智美　様 静岡県袋井市

平成28年12月17日 山本　武　様 東京都町田市

平成28年12月18日 森　允美　様 埼玉県ふじみ野市

平成28年12月18日 今枝　一英　様 神奈川県川崎市

平成28年12月20日 宇津宮　祐華　様 北海道札幌市

平成28年12月22日 藤井　義彦　様 広島県福山市



お名前 ご住所ご寄附（お申込み）日

平成28年12月25日 小野　英則　様 愛知県安城市

平成28年12月26日 中村　晃一　様 福岡県糟屋郡粕屋町

平成28年12月27日 今北　美紀　様 兵庫県伊丹市

平成28年12月27日 山口　辰久　様 東京都港区

平成28年12月27日 前澤　祐基　様 栃木県宇都宮市

平成28年12月27日 小椋　一人　様 埼玉県川口市

平成28年12月29日 山野　健太　様 神奈川県海老名市

平成28年12月30日 大島　浩幸　様 千葉県市川市

平成28年12月30日 梶尾　祐司　様 東京都新宿区

平成28年12月31日 安達　啓　様 愛知県豊田市

平成28年12月31日 川浦　康成　様 神奈川県横浜市

平成28年12月31日 川畑　健二　様 埼玉県川口市

平成28年12月31日 齋藤　洋　様 神奈川県川崎市

平成28年12月31日 後藤　光伸　様 愛知県岩倉市

平成29年1月4日 稲垣　洋子　様 愛知県稲沢市

平成29年1月16日 近藤　健介　様 一宮市

平成29年1月17日 川村　竜平　様 岩手県北上市

平成29年2月2日 藤石　匠　様 北海道斜里郡小清水町

平成29年2月4日 山口　達也　様 愛知県名古屋市

平成29年2月5日 大山　隆正　様 一宮市

平成29年2月9日 小澤　奥人　様 北海道札幌市

平成29年2月12日 伊神　真次　様 愛知県名古屋市

平成29年2月19日 杉村　和俊　様 東京都大田区

平成29年3月15日 梅田　隆生　様 東京都世田谷区

平成29年3月19日 岡田　政斗　様 茨城県龍ケ崎市

平成29年3月21日 高山　博樹　様 東京都港区

平成29年3月23日 愛知西農業協同組合 女性部　様 一宮市

平成29年3月28日 小澤　奥人　様 北海道札幌市

平成29年3月31日 大西　純平　様 滋賀県守山市

匿名ほか　1,356件

1,463件 33,826,010円合計


