
住所 氏名 寄附金額 住所 氏名 寄附金額 住所 氏名 寄附金額
北海道 藤堂愛子 20,000 東京都 中嶋克久 60,000 愛知県 田中里子 90,000
北海道 森山昌彦 30,000 東京都 長谷川俊明 30,000 愛知県 早瀬照子 30,000
宮城県 明星直人 20,000 東京都 渡辺邦雄 100,000 愛知県 早瀬元之 30,000
福島県 小栗拓馬 30,000 東京都 磯田順子 50,000 愛知県 坂脇義憲 70,000
福島県 奥秋敏成 50,000 東京都 小峯寛晶 40,000 愛知県 鈴村幸伸 30,000
茨城県 廣富裕 10,000 東京都 関根秀男 10,000 愛知県 山田英史 30,000
茨城県 岡部圭二 150,000 東京都 坂島忠夫 40,000 愛知県 阿部田裕次 30,000
栃木県 菊池正之 20,000 東京都 玉永克義 5,000 愛知県 宮嶋敏之 20,000
栃木県 柏崎慎悟 40,000 東京都 徳永裕二 80,000 愛知県 高木伸嘉 20,000
栃木県 田村俊輔 60,000 東京都 中嶋克久 40,000 愛知県 北﨑勉 30,000
群馬県 川合雅人 5,000 東京都 渡辺敬介 30,000 三重県 井上有利 30,000
群馬県 宮本成人 20,000 東京都 西川彰 10,000 三重県 前部淳 40,000
埼玉県 吉澤恵美子 40,000 東京都 森孔宏 100,000 三重県 足立隆 40,000
埼玉県 大野千明 20,000 東京都 木上浩 20,000 三重県 金森祐太 70,000
埼玉県 平直紀 40,000 東京都 秋葉茂 20,000 京都府 奥出剛至 30,000
埼玉県 中原真由美 30,000 東京都 齋藤俊吉 20,000 京都府 大井雅之 30,000
埼玉県 中原章吉 40,000 東京都 櫻井登美雄 20,000 京都府 田中俊弘 5,000
埼玉県 織田正宏 110,000 神奈川県 早坂宣則 40,000 京都府 荒木一誠 10,000
埼玉県 萩原ヨシ子 40,000 神奈川県 渡邉明彦 50,000 大阪府 滝本宜之 100,000
埼玉県 椿秀雄 20,000 神奈川県 石川博嗣 90,000 大阪府 國兼敬 40,000
千葉県 内藤宏高 30,000 神奈川県 勝元晋平 30,000 大阪府 林和彦 40,000
千葉県 脇光太郎 30,000 神奈川県 山縣慶三 30,000 大阪府 新保亮治 40,000
千葉県 佐々木二朗 100,000 神奈川県 矢嶋隆行 40,000 大阪府 岡崎靜夫 30,000
千葉県 畠山昭一 20,000 神奈川県 平田悦子 5,000 大阪府 竹井義典 20,000
千葉県 寒川広美 30,000 神奈川県 田添貴史 30,000 大阪府 池田一成 30,000
千葉県 山田孝雄 30,000 神奈川県 岸哲也 40,000 大阪府 大川悦幸 20,000
千葉県 新部勝子 40,000 神奈川県 土屋剛 30,000 大阪府 田邉郁夫 30,000
千葉県 寺石ゆか 10,000 神奈川県 岡孝生 30,000 大阪府 上田信行 30,000
千葉県 野口彰 30,000 神奈川県 前川敏子 30,000 大阪府 佐野卓也 10,000
千葉県 星名義久 30,000 神奈川県 小杉信雄 30,000 大阪府 鶴田浩也 50,000
千葉県 水野偉成 30,000 神奈川県 山本裕久 70,000 大阪府 谷健二郎 5,000
千葉県 新海輝夫 30,000 神奈川県 日比野義人 30,000 兵庫県 永友郁恵 60,000
千葉県 大塚三雄 40,000 神奈川県 菅沼勇基 200,000 兵庫県 大山洋 50,000
東京都 青山正 100,000 神奈川県 仲俣和成 40,000 奈良県 正田紀子 40,000
東京都 織田祐毅 10,000 神奈川県 石田克宏 5,000 奈良県 杉本幹夫 20,000
東京都 泉德治 100,000 神奈川県 木村聡 5,000 奈良県 淵本扶美子 50,000
東京都 田邊澄子 90,000 神奈川県 藤田直也 30,000 岡山県 中村正義 30,000
東京都 田代護 40,000 神奈川県 加山新太郎 10,000 岡山県 中原和彦 40,000
東京都 加藤仁士 100,000 新潟県 渡辺学 50,000 広島県 増田幹雄 30,000
東京都 森本伸人 20,000 新潟県 佐通真一 40,000 広島県 菅井良春 110,000
東京都 平井佳子 40,000 富山県 浅畑義浩 40,000 広島県 森博己 40,000
東京都 伊藤裕之 60,000 石川県 元角正樹 10,000 広島県 藤井君江 20,000
東京都 川村勝伯 20,000 石川県 谷口久子 100,000 徳島県 山本豊 30,000
東京都 野川拓三 5,000 福井県 打波大 300,000 徳島県 川中崇 40,000
東京都 増田弘明 30,000 福井県 榎本博美 10,000 香川県 原一敬 20,000
東京都 大野真人 30,000 福井県 大森弘則 250,000 福岡県 永野芳宣 100,000
東京都 小島充裕 30,000 福井県 高橋光明 40,000 福岡県 高水間亮治 30,000
東京都 金弘智 30,000 福井県 山岸善也 100,000 佐賀県 油布寛 20,000
東京都 浜田周二 30,000 福井県 濵野行伯 10,000 沖縄県 大城和夫 60,000
東京都 一本幸恵 50,000 長野県 金山静子 30,000
東京都 千頭和邦臣 20,000 長野県 荻原秀一 40,000
東京都 大西良三 30,000 岐阜県 五島靖 20,000
東京都 宮下計 30,000 岐阜県 田口富好 10,000
東京都 宮崎信一 30,000 静岡県 岡田知典 10,000
東京都 栗下治康 30,000 静岡県 山浦智裕 30,000
東京都 竹内徹 30,000 静岡県 髙原定幸 500,000
東京都 岡本貴幸 40,000 愛知県 三浦一浩 100,000
東京都 青木朱美 30,000 愛知県 坂井俊文 50,000

（都道府県順、敬称略）

越前町ふるさと再生寄附金をいただいた皆様（平成２８年度） 

※匿名を希望されている方につきましては、公表しておりませんのでご了承願います。 


