
（団体）

【1億円以上】

公益財団法人山形県市町村振興協会(１０億円）

【5,000万円以上】

山形空調株式会社(USグループ)

【1,000万円以上】

株式会社エフエスユニマネジメント 株式会社きらやか銀行（2,000万円） JAグループ山形

渋谷建設株式会社（1,000万円） 株式会社荘内銀行 株式会社須藤不動産

日産プリンス山形販売株式会社 富士通株式会社山形支店 株式会社ベクト

株式会社山形銀行 一般社団法人山形県医師会(1,110万円） 山形日産自動車株式会社

一般財団法人楽山会

【500万円以上】

公益財団法人エンドー学事振興会 渋谷建設株式会社　経栄会（５００万円）

【100万円以上】

株式会社安藤組 株式会社市村工務店 エヌ・デーソフトウェア株式会社

株式会社大風印刷（３００万円） 岡崎医療株式会社 株式会社クリエイト礼文

後藤電子株式会社 有限会社　こやな川 一般財団法人　三友堂病院

医療法人篠田好生会　篠田総合病院 株式会社ジョイン

株式会社ジョインセレモニー 進和ラベル印刷株式会社 株式会社そめこや本店

髙島電機株式会社 株式会社テトラス 株式会社天童木工（１００万円）

株式会社でん六（３００万円） 公立学校共済組合　東北中央病院 野川商事株式会社

光電設株式会社 フジクラ電装株式会社 前田製管株式会社

株式会社マルハチ 株式会社ミクロ ミクロン精密株式会社

みゆき会病院 明立工業株式会社（１００万円） 株式会社ムラヤマ

株式会社メコム 山形いすゞ自動車株式会社 山形ガス株式会社

株式会社山形共和電業 一般社団法人　山形県歯科医師会 山形県歯科医師連盟

株式会社山形ビルサービス 山形陸上運送株式会社 ユトリアグループ株式会社ヤマコー

株式会社ヤマコン ヤマリョー株式会社 山形県民共済生活協同組合

NPO法人響き合いネットワーク東京SPの会 株式会社イークラウド

【10万円以上】

株式会社相田商会 株式会社アイ・テクノス 一般社団法人　青森県歯科医師会

イノチオ東北株式会社 有限会社うしちゃんファーム 医療法人社団青空会　大町病院	

株式会社カキザキ 医療法人かめがさき整形外科 有限会社 菊地園芸

くろき脳神経クリニック 弘栄設備工業株式会社 国際ロータリー第2800地区

株式会社小嶋総本店 斎藤内科循環器科クリニック 株式会社ササキハウス

株式会社三幸ソーイング 医療法人蔵王会　柴﨑皮膚科医院 白岩土木建築株式会社

株式会社新庄・鈴木・柴田組 株式会社新庄砕石工業所 新和設計株式会社

精英堂印刷株式会社 第一貨物株式会社 株式会社ダイユー

医療法人社団ダイワン会 高橋畜産食肉株式会社 田村内科・消化器科クリニック

医療法人篠田好生会　千歳篠田病院	 中央管工業株式会社（３０万円） 医療法人篠田好生会　天童温泉篠田病院	

西東北日野自動車株式会社 山形信用金庫 山形大学生活協同組合

山形電子株式会社 株式会社山形丸魚 山形ヤクルト販売株式会社

株式会社山口製作所 山大医学部周辺商店会 株式会社山谷洋装（１１万円）

山米商事株式会社 一般社団法人 米沢工業会（３０万円） 株式会社ワイム

【10万円未満】

医療法人社団斗南会　秋野病院 旭自動車株式会社 阿部内科・消化器科医院

岩手県立千厩病院 大島医院 税理士法人　おおぞら総合会計事務所

大竹一晴税理士事務所 川上医院 さとこ女性クリニック

株式会社秦・伊藤設計（５万円） 株式会社鈴木建築設計事務所 株式会社大一電機

髙城利江整形外科 株式会社日東軽金 株式会社ハイスタッフ

株式会社平吹設計事務所 フジヒロ株式会社 医療法人東北医療福祉会山形厚生病院

山交ハイヤー株式会社 医療法人杏山会　吉川記念病院

【ご寄附頂いた団体の皆様】

山形市 株式会社青葉堂印刷 株式会社アクセル

医療法人　安日クリニック 株式会社荒正 石巻赤十字病院

医療法人　泉整形外科病院 株式会社いそのボデー 伍和電気工事株式会社

株式会社伊藤製作所 荻野建設株式会社 医療法人敬愛会　尾花沢病院

オビサン株式会社 株式会社柿﨑工務所 加藤総業株式会社

かみのやま一燈塾 株式会社コーア 独立行政法人国立病院機構　山形病院

独立行政法人国立病院機構　米沢病院 医療法人三仁会　越谷津田医院 医療法人社団　小白川至誠堂病院

コセキ株式会社 株式会社小松写真印刷 医療法人斎藤眼科医院

坂部印刷株式会社 医療法人さとうウィメンズクリニック さとうメンタルクリニック池袋

株式会社 さのや 株式会社サン十字 株式会社三和技術コンサルタント

株式会社ジオコード 医療法人社団松柏会　至誠堂総合病院 株式会社シバタインテック

株式会社シベール 株式会社庄司製材所 株式会社殖産工務所

セコム株式会社 医療法人徳洲会　仙台徳洲会病院 株式会社千歳建設

株式会社千代田テクノル　 鶴岡協立病院 東北税理士会山形支部

株式会社ト一屋 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社トプコン山形

トヨタカローラ山形株式会社・山形ダイハツ販売株式会社 株式会社西方建匠

西河産業株式会社 日東ベスト株式会社 医療法人にとう小児科医院

日本地下水開発株式会社 日本の宿古窯 沼田建設株式会社

野口鉱油株式会社 株式会社羽田設計事務所 株式会社ハッピージャパン

林内科レディースクリニック 株式会社布四季庵 ヨネオリ 富士鉱油株式会社

藤庄印刷株式会社 フジマシン工業株式会社 医療法人　舟山病院

株式会社本間利雄設計事務所 医療法人辰星会　枡記念病院 医療法人社団　まつながキッズクリニック

丸木医科器械株式会社 丸東商事株式会社 源川医科器械株式会社

明治安田生命保険相互会社　山形支社 一般社団法人　最上建設クラブ 山形科学薬品株式会社

協同組合山形給食センター 山形共立株式会社 株式会社山形組

医療法人光仁会 山形県商工会議所女性会連合会 山形県療術師協会

株式会社山形テレビ 山形東芝会 山形トヨペット株式会社

山形熱供給株式会社 株式会社山形部品 株式会社山本産業

株式会社山本製作所 有限会社ユーメディカル 医療法人横山厚生会　横山病院

医療法人社団丹心会　吉岡病院 株式会社吉田段ボール 米沢ヤクルト販売株式会社

リンベル株式会社 株式会社 若月印刷 

山形大学医学部医学科同窓会蔵王会

山形大学医学部看護学科同窓会樹氷会

山形大学医学部附属病院放射線部一同

令和4年9月30日現在

　※　ホームページにご芳名を掲載することについて、ご了承いただいた方を掲載しております。

東 根 市 日新製薬株式会社

株式会社 かわでん

東北電化工業株式会社 升川建設株式会社 株式会社ヤガイ

山形建設株式会社 山形酸素株式会社 株式会社山形新聞社

山形パナソニック株式会社 山形放送株式会社

システムエンジニヤリング株式会社

一般社団法人 山形県薬剤師会

山形トヨタ自動車グループ（山形トヨタ自動車株式会社　トヨタＬ＆Ｆ山形株式会社　日米商事株式会社）

山形大学医学部 『次世代型医療用重粒子線照射装置研究開発事業』 教育研究診療支援基金寄附者 ご芳名



（個人）

【1億円以上】

山 澤　進

【1,000万円以上】

【100万円以上】

【50万円以上】

阿部　寛政 石坂　公成 木村　　理

久保田　功 今　　周二 今　美代子

佐藤　　清 高瀬　里志 根本　建二

深尾　　彰 藤倉　純子 山川　光徳

山下　英俊

【10万円以上】

飯野　光喜 石井　政次 石澤　賢一

大友　正司 大本　英次郎 折田　博之

片野　由美 神村　裕子 亀井　　眞

菅野　誠 北中　千史 木村　宙倫

國井　誠 小久保　安昭 今田　恒夫

酒井　仁 櫻田　香 貞弘　光章

佐藤　功 佐藤　慎哉 佐藤　登美子

柴田　陽光 島貫　隆夫 白壁　昌憲

鈴木　匡子 鈴木　民夫 鈴木　公俊（３３.４万円）

園田　順彦 高木　理彰 田口　晃（１０万円）

竹石　恭知 武田　弘明 土谷　順彦

永瀬　智 鍋倉　淳 能登山　義一（１０万円）

野村　亮介 橋本　淳一 蜂谷　修

早坂　清 日原　優 廣瀬　益子

細矢　貴亮 町田　秀 吉岡　孝志

リブネ　紀子 吾妻　静夫 渡辺　皓（１０万円）

佐藤　毅 （30万円）

【10万円未満】

青木　弘道 青木　竜太郎 秋田　智里

秋田　発 阿彦　忠之 池田　和穂

池田　こずえ 石垣　大輔 市川　真由美

井上　晴二 今井　喜和子 今井　芳明（今井　将人）

薄場　修 生地　新 大沼　郁子

大野　勉 大山　昇一 大山　美香子

大山　実 小川　哲司 荻原　利浩

小野　庄士 片平　晋太郎 加藤　伸史

加藤　文丈 亀田　亘 川口　雅一

川添　久 河田　純男 川並　透・登美子

岸　宏幸 北　和久 北村　健

木村　巧志 草野　仁 葛巻　丈二朗

久保　公四郎 小林　芳江 近藤　慈夫

斉藤　聖宏 斉藤　律子 佐々木　和子

佐竹　寛史 澤井　けやき 柴﨑　淳夫

柴崎　孝 柴﨑　智美 柴田　紀子

渋沢　信行 嶋　康子 庄司　則文

新澤　陽英 新谷　和也 杉山　泰憲

鈴木　ツカ子 鈴木　誠 鈴木　吉也

須田　祐司 髙﨑　聡 髙橋　和榮

髙橋　一臣 髙橋　晃治 髙見　功

高柳　葉子 武田　義雄 田崎　和之

中鉢　雅俊 寺下　正樹 寺島　和人

富田　雅彦 豊野　充 長岡　芳久

成田　淳 新野　佳苗 能澤　明宏

萩原　靖倫 林　　正 日裏　彰人

平川　和男 廣野　摂 舟山　芳告

古屋　紀彦 堀内　一哉 松下　佐智子

松田　友美 松永　弦 間中　英夫

三輪　弥沙子 村　成幸 森兼　啓太　

森野　一真 山口　浩司 湯浅　勝則

吉澤　和哉 和田　学 渡邉　哲

渡辺　昌文 和根崎　真大

【ご寄附頂いた個人の皆様】

會田　重信 會田　晴美 会田　優 會田　庸子 相田　理恵子 青木　一真 青木　沙織 青木　志穂 青木　睦 青木　友香 青山　賀子 青山　麻紀子

赤羽　梢 赤松　妃呂子 秋田　麗緒 秋田　麗奈 秋庭　知子 秋葉　香奈 秋葉　香名子 秋葉　由香 秋山　直 浅尾　裕信 浅尾　正信 浅野　由美

安食　里花 芦野　寛子 阿相　和恵 安達　和仁 安達　由紀 安孫子　大助 阿部　綾子 阿部　愛弓 阿部　晃子 阿部　泉 安部　いづみ 安部　佐紀子

阿部　さち 阿部　宏美 安部　政昭 阿部　真智子 阿部　優衣 阿部　裕梨江 阿部　陽子 網干　沙織 天野　緑 菖蒲　靖子 新井　貴久 荒井　理有

荒生　有花 荒木　明美 荒木　俊彦 荒木　洋一 有川　芳子 粟野　輝美 安藤　晶子 飯塚　真理 飯野　孝平 飯野　尋香 飯野　むつみ 五十嵐　千恵子

五十嵐　寛子 池上　奈津美 池田　瑞紀 池田　ゆみ 居駒　千春 井沢　彩 石井　邦明 石井　園乃 石垣　あかり 石川　舞 石沢　喜代子 石沢　志穂

石山　章子 石山　絵美子 石山　浩之 石山　裕子 石山　麗蘭 板垣　孝知 一柳　統 伊藤　麻子 伊藤　綾華 伊藤　喜久子 伊藤　咲 伊藤　繁井

伊藤　千絵 伊藤　文夫 伊藤　麻里 伊藤　美以子 伊藤　美佳 伊藤　友紀 伊藤　嘉高 糸数　麻奈美 稲葉　希 稲村　佳子 井上　京子 井上　沙生

井上　沙紀 井上　翔太 井上　美紀 猪股　晃博 今中　香里 今村　優哉 伊與田　菜摘 岩井　藍 岩井　岳夫 岩井　未果 岩城　裕 岩瀬　清美

上野　義之 牛沢　由香 打田　和美 内野　智子 卯月　貴子 宇津木　努 宇津木　奈津子 卯野　陽子 海方　里菜 梅津　こずえ 海野　妃女 海野　和歌子

江口　聡 江口　陽一 枝松　瞳 海老原　光孝 遠田　将司 遠藤　順子 遠藤　麻由 遠藤　友意 遠藤　裕司 遠藤　友紀恵 黄木　千尋 大石　聡子

大泉　知子 大泉　弘幸 大泉　真美 大泉　美喜 大内　健裕 大浦　ゆり 大蔵　和奈 大倉　みさき 大沢　幸子 大島　智恵美 太田　沙樹子 太田　志乃

太田　史穂 太田　剛 太田　泰子 太田　亮一 大滝　和幸 大竹　八重 大谷　浩一 大友　理奈 大西　彩子 大沼　奈津美 大場　卓恵 大場　美香

大場　由美 大宮　敦子 大宮　澄子 大宮　美穂 大宮　好恵 大山　希代 大類　啓（眞理） 丘　敦子 丘　龍祥 岡崎　景子 岡崎　静香 岡崎　淳子

岡崎　奈津美 岡崎　舞子 小笠原　美矢子 尾形　幸 尾形　美幸 岡本　千聖 小川　真里佳 小川　みほ子 小口　理美 奥本　和夫 奥山　彩 奥山　佳南子

奥山　麻利子 奥山　美晴 奥山　由佳 奥山　洋子 尾崎　太郎 尾崎　真優 尾崎　裕子 尾崎　由季 小座間　睦恵 小澤　千佳 押切　夏美 押切　美莉

押野　早也香 小野　悦子 小野　久実子 小野　祥子 小野　貴子 小野　友貴奈 小野田　詩乃 海藤　美紀 開沼　聡一郎 海和　晴香 加賀　紀子 鏡　圭子

鏡　準子 柿崎　誠 景澤　慶紀 景澤　美香 欠畑　誠治 影山　善彦 笠原　美佐男 梶沼　真由 柏倉　亜里沙 柏倉　のり子 片岡ひとみ 片桐　彩喜

片平　志穂 片山　智代 加藤　茜 加藤　恵理 加藤　慶子 加藤　丈夫 加藤　智幸 加藤　直樹 加藤　菜穂子 加藤　直美 加藤　美樹 加藤　美穂

門脇　静香 金子　千佳子 金子　優 鎌上　遥香 鎌上　陽華 鎌田　有希 上浦　いづみ 亀井　千夏 狩野　麗奈 川合　智子 川合　由美子 川上　絵里

川崎　美穂 川田　正之 川前　金幸 川村　良子 管　真由美 菅野　智華子 簡野　宗明 上林　夏子 菊岡　恭子 菊岡　健太郎 菊地　明里 菊池　一成

菊地　京子 菊地　莢花 菊池　里菜 岸　望美 木村　渉 木村　衣里 木村　三郎 木村　美香 桐井　枝里子 桐越　均 久下　敦子 工藤　かおり

工藤　幸子 工藤　志萌子 工藤　貴文 工藤　とし子 工藤　真実 工藤　聖江子 工藤　結香 工藤　れい子 久保田　祐子 熊谷　美恵 黒坂　美喜 黒澤　郁香

黒田　紗恵子 黒田　俊 黒田　成子 黒沼　真理 桑添　裕光 小泉　萌香 香曽我部　謙志 古賀　亜由美 國分　理恵 小関　郁子 小関　佑那 児玉　美佳

後藤　彰 後藤　薫 後藤　貴和子 後藤　早紀子 後藤　さとみ 後藤　丈博 後藤　千鶴 後藤　尚宏 後藤　奈都美 後藤　恵 小林　淳子 小林　里美

小林　静佳 小林　武志 小林　由貴子 小林　良太 小松　恵郁 小松　和樹 小松　千歳 小室　志織 小山　晃良 小山　佳菜 小山　知子 今　有香

今田　絵美 今野　亜希湖 今野　貴代美 今野　久美子 今野　伸弥 金野　昇 今野　隼人 今野　弘子 今野　文子 今野　真紀子 今野　瑠美 齊藤　愛

斉藤　亜樹 齋藤　晶子 斎藤　明美 齋籐　朝子 斎藤　麻美 齋藤　久美 斉藤　さとみ 齊藤　昌子 斎藤　静 齋藤　貴史 齋藤　貴文 齋藤　一美

齋藤　史枝 齋藤　真理子 斎藤　美香子 齊藤　祐理子 齋藤　賀久 寒河江　光 櫻井　俊彦 櫻井　美由紀 佐々木　幹 佐々木　英夫 佐々木　優 佐竹　麻衣

佐藤　淳子 佐藤　彩 佐藤　絵里 佐藤　和沙 佐藤　桂 佐藤　慶子 佐藤　沙紀 佐藤　禎子 佐藤　幸子 佐藤　祥一郎 佐藤　静子 佐藤　貴美

佐藤　千亜紀 佐藤　千晶 佐藤　千佳 佐藤　誓子 佐藤　智也 佐藤　友行 佐藤　直仁 佐藤　希望 佐藤　典子 佐藤　春子 佐藤　久恵 佐藤　仁

佐藤　まき子 佐藤　牧子 佐藤　美加 佐藤　美香 佐藤　美樹 佐藤　美智代 佐藤　萌 佐藤　靖子 佐藤　安代 佐藤　優香 佐藤　祐稀 佐藤　祐子

佐藤　ゆかり 佐藤　洋子 佐藤　芳子 佐藤　遼太 佐藤　和佳子 佐野　裕美 佐原　佑佳 澤田　広樹 塩野　睦 鹿戸　将史 鹿野　たかね 志田　沙織

志田　敏宏 設楽　祐美 柴崎　智宏 柴田　早紀 柴田　健彦 渋谷　あゆ美 嶋村　之秀 清水　麻衣 庄司　智子 庄司　奈穂子 庄司　ゆかり 庄司　良祐

白石　正 白川　玉美 白田　亨 白田　茉夕 神　彰子 新川　尚生 榛葉　隆文 推名　千秋 須賀　厚子 須賀　恭子 菅井　香織 菅野　彰

菅野　花奈美 菅野　陽子 菅原　伊津子 菅原　正登 菅原　幹夫 杉本　明子 杉本　努 杉山　知歌子 鈴木　藍子 鈴木　明彦 鈴木　晃 鈴木　朱美

鈴木　菖沙子 鈴木　郁子 鈴木　恵美 鈴木　恵美子 鈴木　騏一 鈴木　希実 鈴木　幸司 鈴木　貞子 鈴木　幸子 鈴木　聡 鈴木　祥子 鈴木　翔太郎

鈴木　清一 鈴木　竜希 鈴木　愛史 鈴木　千鶴子 鈴木　庸夫 鈴木　恒太郎 鈴木　毅 鈴木　照子 鈴木　利明 鈴木　智子 鈴木　智人 鈴木　ひとみ

鈴木　浩幸 鈴木　真苗 鈴木　真美 鈴木　麻友美 鈴木　美穂 鈴木　美代 鈴木　美和 鈴木　八千代 鈴木　結 鈴木　由香 鈴木　祐美子 鈴木　理恵

鈴木　李香 鈴木　莉奈 須田　昭男 須田　星蘭 須田　のぞみ 須田　義恵 須藤　泉 清野　彩 清野　早苗 関口　詩乃 瀬野　美由紀 大門　眞

高野　まゆみ 高橋　愛 高橋　愛菜 髙橋　彩音 髙橋　杏奈 高橋　佳林 髙橋　桂子 高橋　聡美 高橋　早苗 高橋　修二 高橋　昭太 高橋　千秋

高橋　千晶 高橋　知佳 高橋　千尋 高橋　菜月 髙橋　成美 高橋　信明 髙橋　未香恵 髙橋　結衣 高橋　利栄 高橋　良子 高濱　祐太 髙宮　宏平

高宮　菜穂 高山　尚久 滝口　育美 滝口　仁 瀧口　美紀 武田　麻美 武田　彩加 武田　春香 武田　舞 武田　真梨子 武田　美言 武田　裕司

武田　祐介 竹田　友香 武田　理恵 武田　律子 多田　麻由美 多田　美佳 田中　清 田中　志穂美 田中　丈二 田中　那央子 田中　美咲 田辺　友暁

田宮　元 丹野　優里 千葉　善弘 中鉢　佳菜 千代川　加奈 土田　亜佳音 土田　つたえ 土屋　厚子 土屋　登嗣 土屋　璃奈 津藤　友恵 津藤　仁志

坪井　昭三 鶴田　大作 手塚　康二 手塚　奈々 東海林　葵 東海林　有賀 富樫　ゆかり 冨岡　小百合 冨田　善彦 冨塚　佐智子 富永　綾 豊岡　慎一

豊口　禎子 内藤　輝 長岡　愛子 長岡　明 長岡　純代 長岡　博美 長岡　真利奈 長岡　美恵子 長岡　祐治 中川　千明 中川　智子 長澤　浩樹

中島　修 中嶋　富美子 中嶋　英子 長嶋　敏幸 長島　由香 長瀬　成美 長沼　靖 中野　亜紀子 中野　寛之 中野　正昭 中原　健次 中村　伊都子

中村　南海 中村　祐一 那須　郁香 那須　景子 名取　穣治 名雪　哲夫 奈良　真寿美 奈良崎　正俊 成田　博昭 成味　真梨 難波　都子 難波　広幸

新関　江莉加 新関　昌宏 新野　美香子 西　勝弘 西川　尚 西久保　怜奈 西條　彩 西田　隼人 西塚　弘一 西村　秀一 沼沢　恵梨 野澤　有希

野尻　百花 野田　和也 野宮　琢磨 野村　保友 芳賀　泉輝 芳賀　麗子 橋本　早代子 橋本　里奈 長谷川　和美 長谷川　桂子 長谷川　琴奈 長谷川　直美

長谷川　浩士 畠山　史朗 畠山　恵 波多野　寛治 服部　悦子 花輪　香奈子 花輪　由加 羽田　俊裕 早坂　三鈴 早坂　由希子 林　思音 林　博史

林　優　 原田　和志 原田　千愛 原田　麻衣子 原田　麻由美 樋口　あずさ 樋口　伸代 平佐　綾子 菱沼　美奈 日野　紗也加 日野　詩織 日野　美奈子

平井　敦子 平井　一郎 平賀　久義 平清水　冷子 平田　昭彦 平吹　恵莉 平山　朋幸 平山　裕 深瀬　洋 深瀬　明日香 深瀬　幸子 布川　千紘

布川　真記 福田　栞 福田　夏紀 藤井　紗来 藤井　聡 藤井　順逸 藤田　知恵美 藤田　優香 藤巻　康一郎 布施　淳子 布施　理恵子 古川　雄彦

古城　直子 古沢　あずさ 古瀬　美里 古瀬　みどり 古山　杏花 星川　さち子 細野　るみ子 細谷　順 細谷　翠 細谷　桃子 本郷　誠治 本田　麻子

本田　美嘉 本間　拓二郎 本間　龍介 前田　邦彦 前田　由美 前野　郁美 前野　総志 前野　好子 真木　明子 真木　智 真木　佐代子 升川　和子

増子　幸恵 舛谷　茜 松嵜　正實 松沢　幸彦 松田　春菜 松田　裕美 松橋　良 松村　浩佳 松本　彩佳 松本　彩花 松本　祥彦 眞室　杏菜

丸田　芳人 三浦　愛 三浦　智美 三浦　静香 三浦　美枝 三﨑　大 三沢　優貴 水野　晴子 三井　哲夫 宗像　江津子 村岡　利紗 村形　志穂

村形　由莉絵 村形　留依 村上　敬憲 村上　正泰 村上　みわ子 村上　宗隆 村川　広紀 村木　舞美 目黒　舞 毛利　渉 元木　真紀 森　彩乃

森　美奈子 森岡　宏全 森田　礼時 森谷　こずえ 森谷　千尋 森谷　愛美 森谷　美香 矢口　清 矢口　大地 矢口　那々美 八鍬　侑依 安井　昭二

谷地　愛美 箭内　宏 柳町　麻衣美 柳谷　有希 矢萩　静 矢萩　智子 矢萩　緑 矢萩　美幸 矢吹　清隆 山内　栄子 山内　敏行 山川　美和

山木　沙弥香 山口　美友紀 山口　元子 山口　由利子 山口　玲子 山腰　俊昭 山崎　健太郎 山田　哲也 山田　富士子 山田　みゆき 山田　有美 山寺　利英

山本　衣都秀 山本　崇 山本　尚生 山本　弘史 山本　友紀 鑓水　晃弘 由井　克昌 結城　紗裕里 結城　千恵 横山　新吉 横山　浩之 吉岡　昭一

芳澤　克江 吉田　慎一 吉田　匡 吉田　智子 吉田　宏樹 吉野　真希子 米倉　潤平 若林　梨華 和田　沙智子 和田　美恵 和田　由美 渡辺　愛子

渡邉　泉 渡邉　早苗 渡邉　沙也香 渡辺　俊夫 渡辺　知子 渡邊　具史 渡邉　春華 渡辺　久剛 渡邉　正子 渡邊　真知子 渡邊　真由子 渡辺　真理

渡邉　真莉 芦野　靖夫 大滝　淳彦 笠井　博 小野　学 木村　由美

50音順（更新ごと）敬称略

【上記以外のご寄附頂いた団体・個人の皆様】11団体，399名

太田　岳男 嘉山　孝正 東海林　秀 典

肌附　英幸 奥山　康博

遠藤  里見 鈴木  京子(1,300万円) 角田  裕一


