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寄附者氏名 住　所 寄附金額
高橋　俊晴 兵庫県西宮市 10,000
レーク大津農業協同組合 大津市 71,147
吉田　直実 愛知県名古屋市 30,000
金林　秀則 広島県広島市 30,000
川瀬 善行 大津市 150,000
加藤 総 東京都江東区 10,000
後藤 優 京都府京都市 10,000
塚本　晋 東京都品川区 30,000
中島 晃詳 大阪府大阪市 30,000
清水　節夫 東京都三鷹市 30,000
寺田 誠 兵庫県宝塚市 40,000
村岡 真輔 愛知県名古屋市 10,000
小林 敏郎 東京都小平市 40,000
佐々木 達也 神奈川県大和市 10,000
片桐　一 神奈川県藤沢市 600,000
遠藤　孝元 東京都港区 10,000
依田　弘治 神奈川県横浜市 30,000
山田 和徳 宮城県仙台市 30,000
石坂　健一 埼玉県さいたま市 10,000
今尾　俊司 岐阜県各務原市 10,000
加藤　秀利 大津市 30,000
清水　庄策 滋賀県野洲市 10,000
天野 あゆ 愛知県豊田市 10,000
井上 誠治 京都府京都市 30,000
岩本 健大 神奈川県横浜市 10,000
田島 有紀子 静岡県浜松市 30,000
藤井　重之 大津市 50,000
蒲田　剛司 愛知県名古屋市 30,000
松宮　信也 兵庫県宝塚市 30,000
山本　光一 埼玉県新座市 10,000
渡辺　慶規 岡山県新見市 10,000
小林 義和 大阪府堺市 10,000
砂田 英次 北海道札幌市 30,000
野田　健 東京都文京区 10,000
牧 誉之 大阪府大阪市 30,000
浅田　泰弘 富山県富山市 30,000
道谷　法寛 広島県広島市 10,000
寺井 康浩 神奈川県相模原市 50,000
西條　保 大津市 7,600
高岡 竜也 大阪府吹田市 20,000
宮地 義昭 岡山県玉野市 30,000
澤端　照男 大津市 10,000
池井　辰夫 大阪府門真市 10,000
高瀬　晃一 東京都港区 30,000
樺澤 恵理 群馬県高崎市 10,000
粟谷　毅 愛知県豊田市 30,000
野上　浩志 大阪府堺市 7,000
黒宮 拓哉 三重県津市 10,000
春木 志津子 北海道石狩市 10,000
水岡 正宏 大阪府吹田市 30,000
成川 勝章 大阪府高槻市 30,000
石橋 英章 大阪府茨木市 50,000
西川 篤志 滋賀県愛知郡 30,000
馬場 政弘 大阪府寝屋川市 50,000
藤田 光司 福岡県飯塚市 20,000
大津　修 兵庫県尼崎市 30,000
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黒川 哲一 神奈川県横浜市 60,000
香西 紳博 兵庫県尼崎市 50,000
佐藤 敬樹 埼玉県八潮市 30,000
安藤　明輝 愛知県名古屋市 30,000
五十野　健史 神奈川県川崎市 10,000
大木　玲子 神奈川県相模原市 10,000
田淵　政典 大阪府茨木市 10,000
川口 昌彦 東京都板橋区 50,000
進藤 久史 神奈川県横浜市 10,000
中島 博予 山口県防府市 10,000
吉田 良 北海道札幌市 10,000
金子 文也 神奈川県川崎市 10,000
川口 晃慶 愛知県名古屋市 50,000
篠原 毅 茨城県土浦市 10,000
安武 生雄 福岡県糟屋郡須惠町 10,000
梅村 賢 宮城県仙台市 10,000
史　賢周 大阪府吹田市 50,000
飯田　政雄 千葉県船橋市 10,000
末永　博紀 福島県福島市 30,000
原田　淑子 愛知県一宮市 10,000
武田　康成 東京都足立区 30,000
山本 泰三 東京都稲城市 10,000
須賀 喜一 千葉県千葉市 10,000
畠 悠椰 滋賀県犬上郡多賀町 10,000
新妻 淳 福島県いわき市 30,000
野口 晃 神奈川県川崎市 10,000
中谷 哲春 青森県五所川原市 10,000
中澤 健一郎 東京都練馬区 30,000
福井 慶太郎 神奈川県横浜市 60,000
膳所小学校６年Ｂ組同窓会 大津市 50,000
中村　素典 東京都品川区 30,000
福田　修平 兵庫県三田市 30,000
佐々木　悦子 宮城県仙台市 10,000
佐藤　昭一 千葉県浦安市 30,000
植平　幸生 東京都練馬区 30,000
伊藤 奈々美 岐阜県多治見市 10,000
桑村 岳彦 愛知県名古屋市 50,000
網屋 毅之 栃木県宇都宮市 50,000
伊藤 卓二 東京都世田谷区 30,000
草川 侑樹 神奈川県平塚市 50,000
井澤 保一 埼玉県さいたま市 30,000
長島 圭一 神奈川県川崎市 30,000
杉林 保 神奈川県小田原市 30,000
PetersII JosephJames 東京都港区 10,000
辻 智史 愛知県名古屋市 30,000
河村 英之 東京都港区 80,000
森 拓郎 東京都渋谷区 30,000
小谷　康樹 広島県広島市 10,000
西村　忠雄 大津市 10,000
本田　健介 東京都大田区 40,000
野呂　絵美子 京都府京都市 10,000
佐伯　哲雄 神奈川県横浜市 10,000
千坂　憲生 京都府舞鶴市 30,000
宮田　弘 兵庫県西宮市 100,000
安西　紀皓 広島県広島市 30,000
岸　正貴 佐賀県佐賀市 10,000
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鈴木　翔悟 北海道河東郡音更町 10,000
二宮　英樹 愛知県西尾市 10,000
古屋　崇 東京都中央区 10,000
光山 知明 神奈川県川崎市 30,000
永田 まゆみ 宮崎県児湯郡川南町 10,000
曽部 武 福岡県福岡市 30,000
小西 大地 大阪府八尾市 10,000
古川 智一 愛媛県新居浜市 10,000
莊 雁文 大阪府大阪市 10,000
白崎　太郎 神奈川県横浜市 10,000
山本　正行 千葉県松戸市 200,000
岡部　寿男 大阪府大阪市 10,000
紙谷　樹 東京都中央区 30,000
羽喰　啓人 東京都目黒区 30,000
山藤　雅明 東京都杉並区 50,000
梶山　高志 大阪府豊中市 50,000
羽渕　元紀 埼玉県草加市 30,000
田中　絹恵 東京都板橋区 30,000
古澤　正 東京都中野区 30,000
小谷　千里 千葉県千葉市 50,000
岩田　武士 東京都新宿区 30,000
木村　忠昭 神奈川県横須賀市 10,000
松本　誠人 京都府宇治市 50,000
青木　広和 東京都中央区 30,000
田中　利雄 京都府京都市 50,000
大槻　剛史 神奈川県川崎市 30,000
谷澤　健太郎 東京都練馬区 10,000
上田　雅之 和歌山県和歌山市 30,000
櫻井 良太 東京都千代田区 10,000
醍醐 功 埼玉県草加市 10,000
西原 行宏 静岡県浜松市中区 10,000
晝岡 淳 神奈川県南足柄市 10,000
岡部 和子 福井県あわら市 10,000
高木 信弥 東京都西東京市 20,000
神戸 真弓 愛知県あま市 20,000
武藤 憂希 福岡県豊前市 20,000
湯川 悠 神奈川県横浜市 10,000
吉田 萌 北海道旭川市 10,000
王 紅 栃木県宇都宮市 10,000
原田　和則 東京都稲城市 10,000
木村　俊紀 兵庫県神戸市 10,000
増田 遼太 京都府京都市 30,000
佐藤　賢 京都府京都市 100,000
廣瀬　美智 東京都国分寺市 30,000
菅井 一稀 滋賀県守山市 10,000
竹下 和良 北海道奥尻郡奥尻町 10,000
肱黒　剛 兵庫県神戸市 10,000
湯澤　浩之 岐阜県岐阜市 40,000
岡村　和則 岡山県岡山市 10,000
岸野 克也 兵庫県神戸市 10,000
山田 直司 東京都板橋区 10,000
森岡 謙太郎 東京都目黒区 50,000


