
寄附者氏名 住  所 寄附金額
島田　裕之 神奈川県藤沢市 30,000
清水　節夫 東京都三鷹市 30,000
柴崎　珠代 埼玉県久喜市 30,000
森岡　泰裕 神奈川県川崎市 10,000
松本　詠子 大阪府箕面市 30,000
渡辺　智久 愛知県岡崎市 10,000
株式会社フジ・ホーム 大津市 30,000
清水　庄策 野洲市 16,160
近藤　健介 愛知県一宮市 3,000
上田　大 東京都世田谷 100,000
大平　栄二 京都府宇治市 100,000
佐藤　賢 京都府京都市 30,000
八木　秀樹 草津市 3,000
清水　修一 大津市 30,000
田邉　英二 東京都西東京市 30,000
秋山　浩之 奈良県奈良市 10,000
片山　頴司 神奈川県伊勢原市 10,000
新田　泰三 東京都練馬区 30,000
新井　太郎 東京都墨田区 10,000
安西　紀皓 広島県広島市 30,000
奥　成博 京都府京都市 30,000
石倉　直人 東京都板橋区 100,000
小石　秀之 京都府京田辺市 30,000
藤本　隆富 奈良県生駒 100,000
菅野　亮 北海道札幌市 30,000
巖田　正彦 大津市 40,000
藤井　重之 大津市 50,000
仲尾　知晃 千葉県浦安市 10,000
四方　康博 東京都渋谷区 10,000
麻生　亜耶 東京都中央区 30,000
山内　恵介 千葉県千葉市 300,000
山下　泰生 京都府宇治市 10,000
鵜木　応二 東京都世田谷区 30,000
太田　諒 福井県福井市 30,000
齋藤　義孝 神奈川県横浜市 10,000
大原　真純 東京都練馬区 30,000
香川　素子 京都府京都市 30,000
澤端　照男 大津市 10,000
櫻井　寿也 奈良県生駒市 30,000
藤堂　良純 大津市 30,000
Ｊ-サーキット 大津市 17,000
三ヶ野　吾郎 神奈川県鎌倉市 10,000
久世　幸吾 京都府京都市 30,000
山本　健二 京都府京田辺市 100,000
水谷　早織 東京都武蔵野市 10,000
高橋　俊晴 兵庫県西宮市 10,000
鈴木　裕二 神奈川県平塚市 10,000
大木　玲子 神奈川県相模原市 10,000
青田　源蔵 兵庫県神戸市 10,000
須藤　慎介 京都府京都市 10,000
白木　弘之 京都府京都市 30,000
近藤　雅典 大津市 30,000
滝本　正照 徳島県徳島市 30,000
山本　和弘 兵庫県神戸市 10,000
坂田　浩一 栃木県日光市 10,000
岡本　卓馬 東京都文京区 10,000
三宅　巧一 東京都中央区 30,000
吉弘　昌史 神奈川県川崎市 15,000
植平　幸生 東京都練馬区 30,000
寺田　誠 兵庫県宝塚市 100,000
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金子　雅典 静岡県富士宮市 10,000
山口　和紀 大津市 30,000
往西　良之 奈良県奈良市 10,000
八田　浩平 東京都世田谷区 30,000
馬本　郁男 京都府 10,000
山本　英夫 大阪府 30,000
平田　愛美 神奈川県 10,000
古家　俊恵 大津市 10,000
徳永　博史 大津市 65,000
鍔田　晃好 岐阜県羽鳥市 10,000
山本　正行 千葉県松戸市 200,000
菅野　亮 北海道札幌市 30,000
金沢　寛志 京都府城陽市 5,000
前川 康彦 大阪府大阪市 10,000
相庭　信四郎 静岡県浜松市 10,000
白崎　太郎 神奈川県横浜市 10,000
和田　一朗 大阪府豊中市 30,000
水野　益夫 愛知県名古屋市 30,000
大辻　尚樹 茨城県龍ケ崎市 30,000
大辻　尚樹 茨城県龍ケ崎市 30,000
佐藤　文俊 京都府京都市 200,000
平畑　涼珠子 東京都新宿区 10,000
坂下　悼也 大津市 50,000
作田　敏春 北海道小樽市 10,000
横山　和豊 兵庫県姫路市 10,000
奥村　眞司 京都府京都市 10,000
土岐　宜通 東京都武蔵野市 30,000
宮原　進 東京都国分寺市 10,000
伊東　壽子 愛知県名古屋市 30,000
片岡　夏也 東京都新宿区 30,000
大沢　光夫 神奈川県藤沢市 30,000
橋口　公平 大津市 35,000
有銘　一朗 沖縄県那覇市 30,000
川瀬　文雄 東京都足立区 10,000
河井　裕介 香川県小豆郡 30,000
中村　峻 東京都東久留米市 30,000
中村　峻 東京都東久留米市 30,000
中村　峻 東京都東久留米市 30,000
中村　峻 東京都東久留米市 30,000
田村　和久 神奈川県横浜市 30,000
勝俣　良紀 東京都新宿区 30,000
小玉　堅太郎 埼玉県川口市 10,000
金重　宏 神奈川県横浜市 10,000
大坂　なおこ 千葉県柏市 50,000
宮田　弘 兵庫県西宮市 30,000
黒澤　宗一 神奈川県川崎市 30,000
守谷　季浩 福島県福島市 30,000
林　雄貴 東京都杉並区 30,000
佐藤　有三 愛知県名古屋市 10,000
田中　律子 埼玉県狭山市 30,001
石原　崇 東京都板橋区 30,000
中川　逸夫 大阪府大阪市 30,000
岡田　和也 京都府京都市 30,000
山元　豊 三重県四日市 45,000
北垣　尚邦 大阪府高槻市 10,000
肱黒　剛 兵庫県神戸市 10,000
大久保 元博 大津市 10,000
藤内  崇史 熊本県八代市 30,000
小林  展房 東京都葛飾区 30,000
麻生  亮 神奈川県横浜市 20,000
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西山  将弘 愛知県豊田市 10,000
慶田  喜文 宮崎県都城市 10,000
山本  啓太 東京都文京区 10,000
立花  英樹 千葉県柏市 10,000
津川  裕章 東京都中野区 50,000
杉谷  直哉 三重県桑名市 10,000
中川  洋平 東京都葛飾区 10,000
菅原  一真 奈良県奈良市 10,000
藤井  吉子 愛知県豊田市 50,000
村谷  忠彦 東京都港区 50,000
原田  保 埼玉県和光市 10,000
山上  裕之 神奈川県川崎市 50,000
手塚  崇衛 神奈川県川崎市 30,000
大熊  真一 香川県高松市 50,000
岩見  文吾 千葉県佐倉市 10,000
堀内  敏也 長崎県大村市 30,000
高橋  信人 茨城県稲敷郡 10,000
高田  雄功 富山県高岡市 10,000
赤松  健 東京都町田市 50,000
吉川  博之 東京都千代田区 50,000
大西  展樹 栃木県宇都宮市 50,000
吉田  元 埼玉県さいたま市 50,000
幸地  俊樹 長野県松本市 10,000
原田　和則 東京都稲城市 10,000
堀内 泰樹 東京都西東京市 30,000
堀内 泰樹 東京都西東京市 30,000
佐藤　賢 京都府京都市 100,000
名倉 しのぶ 京都府京都市 10,000
横山　俊慈 大津市 30,000
長坂 啓司 千葉県松戸市 10,000
レーク大津農協 大津市 66,992
高木 亮輔 愛知県安城市 10,000
今井 裕子 大津市 10,000
久保 富美子 和歌山県和歌山市 10,000
江夏　国禎 鹿児島県鹿児島市 10,000
西浦　弘志 大阪府寝屋川市 10,000
近藤　健介 愛知県一宮市 100,000
生方 常明 神奈川県横浜市 10,000
石田 聡子 東京都江東区 10,000
榎本 光紀 東京都世田谷区 10,000


