
公表にご同意いただいた方のみ掲載しております。

寄附日 お名前 ご住所

令和3年4月1日 髙橋　史子　様 神奈川横浜市

令和3年4月1日 深浦　悠希　様 千葉県習志野市

令和3年4月1日 戸部　華恵　様 大阪府高槻市

令和3年4月4日 市村　佳奈子　様 東京都八王子市

令和3年4月7日 松澤　芳邦　様 東京都新宿区

令和3年4月10日 福沢　常夫　様 栃木県小山市

令和3年4月17日 神林　彰　様 石川県七尾市

令和3年4月20日 竹田　良一　様 山形県西置賜郡白鷹町

令和3年4月25日 英　大智　様 東京都豊島区

令和3年5月1日 岩白　訓周　様 東京都千代田区

令和3年5月13日 石澤　幹夫　様 青森県弘前市

令和3年5月29日 上田　康弘　様 神奈川厚木市

令和3年6月4日 渡邉　律子　様 千葉県袖ケ浦市

令和3年6月7日
（匿名）
にんじんジュース大好きおばさん　様

東京都墨田区

令和3年6月12日 福田　成則　様 徳島県鳴門市

令和3年6月15日 小島　公　様 東京都町田市

令和3年6月21日 （匿名）深浦町出身　様 埼玉県狭山市

令和3年6月22日 山田　大輔　様 愛知県名古屋市

令和3年6月24日 （匿名）Ｋ．Ｙ　様 東京都大田区

令和3年6月28日 工藤　忠夫　様 東京都町田市

令和3年6月30日 𠮷田　京子　様 神奈川横浜市

令和3年6月30日 小菅　祐興　様 青森県八戸市

令和3年7月3日 吉田　光寿　様 東京都北区

令和3年7月5日 福沢　常夫　様 栃木県小山市

令和3年7月6日 小俣　達矢　様 山梨県大月市

令和3年7月7日 千田　聡　様 岩手県一関市

令和3年7月7日 阿部　貴之　様 東京都荒川区

令和3年7月10日 堀内　康平　様 宮城県仙台市

令和3年7月10日 西野　武尊　様 東京都江戸川区
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令和3年7月15日 牧　幸宏　様 奈良県生駒市

令和3年7月18日 永野　博之　様 東京都中央区

令和3年7月18日 三國谷　恵　様 青森県弘前市

令和3年7月20日 山本　安芸子　様 千葉県船橋市

令和3年7月23日 小山　征一郎　様 愛知県愛西市

令和3年7月23日 中島　孝雄　様 大阪府堺市

令和3年7月23日 石塚　伸之　様 東京都立川市

令和3年7月25日 田中　香織　様 東京都日野市

令和3年7月28日 芝田　麻里　様 東京都江東区

令和3年7月28日 河嶋　一美　様 大阪府大阪市

令和3年7月28日 犬飼　信広　様 東京都文京区

令和3年7月29日 八木　茂樹　様 北海道札幌市

令和3年8月1日 今村　知明　様 大阪府大阪市

令和3年8月3日 津川　信彦　様 青森県弘前市

令和3年8月5日 小林　裕　様 埼玉県上尾市

令和3年8月5日 野々山　碩人　様 愛知県愛知郡東郷町

令和3年8月8日 生田　稔　様 熊本県八代市

令和3年8月9日 鈴木　健之　様 千葉県千葉市

令和3年8月10日 小角　達人　様 青森県青森市

令和3年8月10日 平野　尚久　様 千葉県習志野市

令和3年8月10日 田原　僚子　様 東京都品川区

令和3年8月10日 佐藤　明美　様 新潟県長岡市

令和3年8月10日 （匿名）笹内川の詩　様 茨城県つくば市

令和3年8月13日 三井田　武彦　様 神奈川川崎市

令和3年8月14日 齋藤　努　様 埼玉県羽生市

令和3年8月16日 山中　欣也　様 大阪府交野市

令和3年8月16日 杉本　周弥　様 神奈川川崎市

令和3年8月23日 田中　香織　様 東京都日野市

令和3年8月24日 久保田　裕子　様 京都府京都市
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令和3年8月28日 （匿名） 東京都江東区

令和3年8月28日 佐藤　亮太　様 神奈川川崎市

令和3年8月30日 玉木　茜　様 東京都江戸川区

令和3年9月1日 村上　正　様 青森県青森市

令和3年9月5日 鬼頭　明里　様 東京都目黒区

令和3年9月5日 永野　良昌　様 兵庫県神戸市

令和3年9月5日 羽染　成一　様 東京都大田区

令和3年9月5日 三宅　高弘　様 北海道北広島市

令和3年9月5日 山本　安芸子　様 千葉県船橋市

令和3年9月5日 神品　真紀　様 大分県大分市

令和3年9月5日 多田　和代　様 香川県高松市

令和3年9月5日 佐藤　元樹　様 神奈川横浜市

令和3年9月9日 太田　雅春　様 東京都町田市

令和3年9月10日 鈴木　智雄　様 東京都立川市

令和3年9月10日 柾木　晴美　様 神奈川横浜市

令和3年9月10日 吉岡　勇気　様 東京都清瀬市

令和3年9月15日 川村　明　様 青森県三沢市

令和3年9月15日 笹川　大紀　様 東京都江戸川区

令和3年9月16日 原　かおり　様 兵庫県西宮市

令和3年9月18日 堂園　文子　様 鹿児島県鹿児島市

令和3年9月22日 松橋　紀賢　様 宮城県宮城郡利府町

令和3年9月28日 （匿名）たづべ　様 東京都小平市

令和3年10月1日 福沢　常夫　様 栃木県小山市

令和3年10月2日 水本　徹　様 兵庫県神戸市

令和3年10月6日 泉　明　様 秋田県男鹿市

令和3年10月8日 吉田　博樹　様 愛知県豊田市

令和3年10月9日 菅野　　陽子　様 東京都目黒区

令和3年10月10日 村松　芳美　様 神奈川横浜市

令和3年10月10日 大黒谷　舞姫　様 東京都三鷹市
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令和3年10月10日 兼平　聖太　様 神奈川川崎市

令和3年10月15日 坂本　桃子　様 新潟県柏崎市

令和3年10月16日 野呂　真哉　様 埼玉県狭山市

令和3年10月17日 島元　宏　様 神奈川川崎市

令和3年10月19日 山本　賢二　様 神奈川横浜市

令和3年10月19日 田村　隆文　様 東京都足立区

令和3年10月23日 斉藤　雅直　様 茨城県つくば市

令和3年10月24日 後藤　末知子　様 神奈川横浜市

令和3年10月24日 小林　美幸　様 神奈川横浜市

令和3年10月25日 吉沢　岳彦　様 東京都世田谷区

令和3年10月30日 阿保　道彦　様 秋田県秋田市

令和3年10月30日 田口　暁　様 埼玉県さいたま市

令和3年11月1日 塩谷　貴治　様 千葉県船橋市

令和3年11月2日 杉田　実　様 東京都北区

令和3年11月3日 小森　芳夫　様 奈良県香芝市

令和3年11月3日 佐藤　亮太　様 神奈川川崎市

令和3年11月4日 平野　尚久　様 千葉県習志野市

令和3年11月6日 濱野　亞希子　様 東京都港区

令和3年11月6日 杉山　賢太朗　様 大阪府大阪狭山市

令和3年11月6日 森　知里　様 青森県青森市

令和3年11月7日 川村　飛翔　様 神奈川横浜市

令和3年11月7日 三輪　真也　様 静岡県榛原郡吉田町

令和3年11月7日 小俣　達矢　様 山梨県大月市

令和3年11月8日 遠山　浩二　様 山梨県都留市

令和3年11月8日 吉田　博樹　様 愛知県豊田市

令和3年11月9日 松野　梨紗　様 大阪府大阪市

令和3年11月10日 萱森　正徳　様 埼玉県所沢市

令和3年11月10日 （匿名） 神奈川横浜市

令和3年11月10日 野上　英次郎　様 福岡県春日市
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令和3年11月10日 鈴木　亮司　様 東京都品川区

令和3年11月11日 （匿名）ゆずは　様 埼玉県鶴ヶ島市

令和3年11月12日 岩谷　武郎　様 神奈川川崎市

令和3年11月13日 野坂　詩織　様 埼玉県蕨市

令和3年11月13日 平野　一　様 大阪府高槻市

令和3年11月13日 松永　裕文　様 福岡県大野城市

令和3年11月14日 宮﨑　貴雄　様 北海道札幌市

令和3年11月14日 藤岡　勇貴　様 兵庫県神戸市

令和3年11月14日 渡辺　憲一　様 大阪府大東市

令和3年11月14日 菅原　かおり　様 宮城県仙台市

令和3年11月15日 櫻井　智美　様 神奈川川崎市

令和3年11月16日 久保田　茂弘　様 京都府京都市

令和3年11月17日 吉岡　亨　様 神奈川川崎市

令和3年11月17日 兼本　俊雄　様 兵庫県尼崎市

令和3年11月18日 永井　公彦　様 東京都小笠原村

令和3年11月18日 海老名　雪男　様 東京都墨田区

令和3年11月18日 三國谷　恵　様 青森県弘前市

令和3年11月19日 吉田　光寿　様 東京都北区

令和3年11月20日 寺下　鉄平　様 埼玉県和光市

令和3年11月20日 荒井　充　様 北海道函館市

令和3年11月20日 吉野　飛鳥　様 神奈川藤沢市

令和3年11月20日 望月　登茂子　様 千葉県柏市

令和3年11月20日 望月　元善　様 千葉県柏市

令和3年11月21日 村山　綾子　様 沖縄県国頭郡恩納村

令和3年11月21日 齋藤　友賢　様 岡山県倉敷市

令和3年11月21日 馬場　信明　様 千葉県浦安市

令和3年11月22日 野坂　和夫　様 東京都新宿区

令和3年11月23日 野村　舞　様 東京都葛飾区

令和3年11月23日 北條　正樹　様 神奈川川崎市
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令和3年11月23日 倉田　伸一　様 埼玉県草加市

令和3年11月23日 西尾　勇輝　様 愛知県半田市

令和3年11月24日 木村　孝子　様 青森県つがる市

令和3年11月25日 嶋田　茂　様 東京都練馬区

令和3年11月25日 星野　房子　様 栃木県栃木市

令和3年11月26日 滝川　邦和　様 大阪府吹田市

令和3年11月26日 田辺　大　様 大阪府枚方市

令和3年11月28日 桑原　一成　様 新潟県魚沼市

令和3年11月30日 須川　公央　様 東京都小平市

令和3年11月30日 西　正寛　様 鹿児島県南さつま市

令和3年11月30日 吉田　博樹　様 愛知県豊田市

令和3年12月1日 川村　誠司　様 神奈川相模原市

令和3年12月2日 佐藤　イリ子　様 東京都中野区

令和3年12月2日 吉田　博樹　様 愛知県豊田市

令和3年12月3日 関口　正純　様 埼玉県熊谷市

令和3年12月3日 河野　孝信　様 静岡県磐田市

令和3年12月5日 小山内　道一　様 東京都足立区

令和3年12月5日 成田　修一　様 静岡県裾野市

令和3年12月5日 茂原　政雄　様 東京都練馬区

令和3年12月5日 児玉　貴子　様 兵庫県神戸市

令和3年12月5日 山内　正史　様 東京都練馬区

令和3年12月5日 大杉　真夏　様 静岡県浜松市

令和3年12月5日 細野　均　様 岐阜県可児郡御嵩町

令和3年12月5日 中村　広志　様 千葉県千葉市

令和3年12月6日 金木　利公　様 埼玉県さいたま市

令和3年12月6日 小沼　健彦　様 千葉県千葉市

令和3年12月7日 染谷　みか　様 東京都板橋区

令和3年12月7日 岩井　昭樹　様 愛知県名古屋市

令和3年12月8日 五十嵐　中　様 東京都新宿区
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令和3年12月8日 道向　新　様 東京都江戸川区

令和3年12月8日 青木　哲也　様 東京都小金井市

令和3年12月8日 長島　博　様 埼玉県坂戸市

令和3年12月8日 上田　英美　様 千葉県旭市

令和3年12月9日 兼平　彰徳　様 東京都葛飾区

令和3年12月9日 （匿名）ばふんうに　様 神奈川横浜市

令和3年12月9日 武藤　孝　様 愛知県春日井市

令和3年12月10日 長谷川　主一　様 東京都世田谷区

令和3年12月10日 寺沢　正志　様 千葉県佐倉市

令和3年12月10日 青山　高之　様 東京都中野区

令和3年12月10日 （匿名） 山口県美祢市

令和3年12月10日 前田　泉　様 神奈川横浜市

令和3年12月10日 池田　安幸　様 青森県八戸市

令和3年12月10日 天坂　信靖　様 東京都杉並区

令和3年12月10日 吉松　謙一郎　様 福岡県太宰府市

令和3年12月10日 瀬野　太郎　様 千葉県流山市

令和3年12月11日 池田　順哉　様 東京都荒川区

令和3年12月11日 小野　忠彦　様 青森県青森市

令和3年12月12日 藤波　みさき　様 東京都世田谷区

令和3年12月12日 高橋　幸成　様 青森県五所川原市

令和3年12月12日 松本　求　様 香川県高松市

令和3年12月12日 辻川　雅志　様 三重県鳥羽市

令和3年12月13日 五十嵐　航　様 神奈川横浜市

令和3年12月14日 前田　朝平　様 青森県八戸市

令和3年12月14日 饗場　慎也　様 神奈川三浦郡葉山町

令和3年12月14日 Koskinen　Esa　様 東京都港区

令和3年12月14日 クロダ　道生　様 東京都文京区

令和3年12月15日 渡邊　憲志　様 京都府宇治市

令和3年12月15日 山内　友和　様 東京都練馬区
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令和3年12月17日 村山　雄次　様 青森県弘前市

令和3年12月17日 香村　秀二　様 東京都世田谷区

令和3年12月17日 杉立　佳奈　様 神奈川川崎市

令和3年12月17日 真木　利枝　様 神奈川横浜市

令和3年12月17日 武田　一希　様 北海道札幌市

令和3年12月18日 原田　研三　様 神奈川横浜市

令和3年12月18日 赤沼　幸人　様 青森県青森市

令和3年12月18日 中澤　慶　様 千葉県浦安市

令和3年12月18日 宮本　智広　様 埼玉県さいたま市

令和3年12月18日 三島　有喜　様 愛知県岡崎市

令和3年12月18日 山下　義司　様 静岡県磐田市

令和3年12月18日 押多連　悟　様 千葉県八街市

令和3年12月18日 今　涼子　様 福島県郡山市

令和3年12月18日 貝原　耕太郎　様 東京都世田谷区

令和3年12月18日 小野　英章　様 東京都中央区

令和3年12月19日 貝原　洋子　様 東京都世田谷区

令和3年12月19日 植田　雄大　様 宮城県仙台市

令和3年12月19日 船曵　知弘　様 東京都豊島区

令和3年12月19日 今野　茂明　様 神奈川横浜市

令和3年12月19日 加藤　順康　様 青森県南津軽郡藤崎町

令和3年12月19日 藤田　稔　様 神奈川茅ヶ崎市

令和3年12月19日 田中　宏和　様 福岡県北九州市

令和3年12月20日 中村　ゆか子　様 神奈川川崎市

令和3年12月20日 桜庭　崇　様 東京都足立区

令和3年12月20日 安藤　敏明　様 千葉県木更津市

令和3年12月20日 三浦　稔　様 東京都三鷹市

令和3年12月21日 内田　まほろ　様 東京都目黒区

令和3年12月21日 （匿名） 茨城県つくばみらい市

令和3年12月22日 （匿名）昭和の弘高OB　様 愛知県岡崎市
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令和3年12月22日 宮良　郁　様 沖縄県石垣市

令和3年12月22日 鈴木　奈緒子　様 東京都世田谷区

令和3年12月23日 岡田　康平　様 京都府京都市

令和3年12月23日 石田　哲二　様 東京都練馬区

令和3年12月23日 山岸　業弘　様 埼玉県入間市

令和3年12月24日 猪爪　稔　様 東京都世田谷区

令和3年12月24日 菅原　まゆみ　様 東京都豊島区

令和3年12月24日 桜庭　崇　様 東京都足立区

令和3年12月25日 荻野　光俊　様 埼玉県加須市

令和3年12月25日 辻　直美　様 大阪府東大阪市

令和3年12月25日 （匿名）エル　様 大阪府大阪市

令和3年12月25日 荒木　健　様 神奈川川崎市

令和3年12月25日 生沼　健司　様 東京都新宿区

令和3年12月25日 加藤　光紀　様 東京都町田市

令和3年12月25日 倉本　広　様 東京都江戸川区

令和3年12月25日 瀬野　太郎　様 千葉県流山市

令和3年12月26日 楢崎　浩一　様 東京都杉並区

令和3年12月26日 栗城　秀司　様 埼玉県さいたま市

令和3年12月26日 阿久津　知季　様 岩手県盛岡市

令和3年12月26日 山本　就一　様 埼玉県ふじみ野市

令和3年12月26日 渡部　恭之　様 青森県青森市

令和3年12月26日 新家　達朗　様 千葉県船橋市

令和3年12月26日 石田　昌也　様 東京都北区

令和3年12月26日 浜谷　武　様 千葉県船橋市

令和3年12月26日 板谷　宏之　様 宮城県仙台市

令和3年12月27日 深浦　悠希　様 千葉県習志野市

令和3年12月27日 中島　渉　様 東京都大田区

令和3年12月28日 高橋　和大　様 東京都中央区

令和3年12月28日 須藤　裕司　様 茨城県水戸市
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令和3年12月28日 長野　力　様 大阪府河内長野市

令和3年12月28日 寺崎　晃太　様 青森県弘前市

令和3年12月28日 遠山　真実　様 東京都中野区

令和3年12月28日 笠井　淳史　様 東京都目黒区

令和3年12月28日 片山　京子　様 広島県竹原市

令和3年12月29日 中林　里奈　様 宮城県仙台市

令和3年12月29日 原田　研三　様 神奈川横浜市

令和3年12月29日 三浦　勇人　様 東京都昭島市

令和3年12月29日 市川　善規　様 長野県松本市

令和3年12月29日 山田　千尋　様 東京都練馬区

令和3年12月29日 掛端　太郎　様 栃木県宇都宮市

令和3年12月29日 新垣　了　様 大阪府河内長野市

令和3年12月30日 三橋　慶之　様 東京都文京区

令和3年12月30日 （匿名） 神奈川川崎市

令和3年12月30日 葉　乃彰　様 兵庫県神戸市

令和3年12月30日 山田　博之　様 長野県上伊那郡箕輪町

令和3年12月30日 前原　昭彦　様 広島県尾道市

令和3年12月30日 中村　統　様 東京都杉並区

令和3年12月30日 川村　良輔　様 静岡県御殿場市

令和3年12月30日 遠山　将平　様 埼玉県草加市

令和3年12月30日 笹森　仁　様 青森県青森市

令和3年12月30日 島　美雪　様 東京都練馬区

令和3年12月31日 德永　昌樹　様 福岡県福岡市

令和3年12月31日 岡東　聡　様 東京都板橋区

令和3年12月31日 大澤　正志　様 神奈川藤沢市

令和3年12月31日 楠田　広行　様 神奈川横浜市

令和3年12月31日 吉田　泰三　様 埼玉県春日部市

令和3年12月31日 塚原　大輝　様 大阪府大阪市

令和3年12月31日 渡邊　隆広　様 宮城県富谷市
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令和3年12月31日 山口　智久　様 福井県敦賀市

令和3年12月31日 中山　亮平　様 東京都品川区

令和3年12月31日 西貝　吉晃　様 東京都千代田区

令和3年12月31日 野原　陸史　様 東京都港区

令和3年12月31日 鈴木　一春　様 千葉県船橋市

令和3年12月31日 兵頭　英樹　様 東京都町田市

令和3年12月31日 森永　紗英　様 東京都練馬区

令和3年12月31日 千代川　寿男　様 千葉県印西市

令和3年12月31日 杉田　匡成　様 東京都北区

令和3年12月31日 イトウ　愛　様 千葉県山武市

令和3年12月31日 大原　卓也　様 東京都青梅市

令和4年1月1日 福沢　常夫　様 栃木県小山市

令和4年1月2日 遠藤　恵美子　様 秋田県秋田市

令和4年1月8日 塚本　和人　様 秋田県能代市

令和4年1月10日 高田　晃一　様 東京都板橋区

令和4年1月10日 對馬　春美　様 茨城県つくばみらい市

令和4年1月10日 南　泰博　様 兵庫県西宮市

令和4年1月16日 高橋　功　様 宮城県仙台市

令和4年1月17日 大野　俊幸　様 千葉県木更津市

令和4年1月19日 黒木　尭比古　様 神奈川伊勢原市

令和4年1月26日 辻　新一郎　様 佐賀県杵島郡白石町

令和4年1月31日 （匿名） 埼玉県越谷市

令和4年2月3日 勝山　彰　様 群馬県高崎市

令和4年2月5日 市村　佳奈子　様 東京都八王子市

令和4年2月17日 望月　元善　様 千葉県柏市

令和4年2月17日 横田　由香　様 神奈川横浜市

令和4年2月18日 加藤　裕之　様 埼玉県和光市

令和4年2月21日 府川　まなみ　様 神奈川小田原市

令和4年2月24日 福沢　常夫　様 栃木県小山市
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令和4年2月25日 佐藤　美咲　様 茨城県牛久市

令和4年2月28日 田中　香織　様 東京都日野市

令和4年3月3日 海山　花奈　様 岩手県盛岡市

令和4年3月7日 津川　信彦　様 青森県弘前市

令和4年3月8日 関根　明　様 埼玉県さいたま市

令和4年3月21日 大髙　大明　様 東京都町田市
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