
都道府県 都道府県 都道府県

赤池　栄一　様 東京都 大橋　実　様 大阪府 黒下　操　様 神奈川県

東　範彦　様 東京都 大家　基嗣　様 大阪府 源島　浩二　様 福岡県

天羽　紋矢　様 大阪府 尾形　洋平　様 徳島県 小池　達也　様 大阪府

安藤　知磨　様 大阪府 岡本　昌子　様 沖縄県 小島　範之　様 岡山県

飯島　直　様 千葉県 岡本　信幸　様 大阪府 後藤　宏暢　様 兵庫県

飯田　聡　様 東京都 岡本　マスヱ　様 愛媛県 後藤　芳浩　様 東京都

五十嵐　由子　様 埼玉県 岡本　裕介　様 大阪府 小林　悟　様 東京都

池田　崇準　様 愛知県 小川　哲也　様 徳島県 小林　理香　様 千葉県

池部　達　様 千葉県 尾崎　果音　様 大阪府 近藤　成　様 東京都

石野　毅一　様 兵庫県 小野　雅彦　様 埼玉県 近藤　武　様 大阪府

板生　文宏　様 東京都 笠　清隆　様 福岡県 境　良史　様 愛知県

稲垣　昌英　様 愛知県 葛西　志保　様 福島県 坂田　昇　様 新潟県

井上　貞二　様 兵庫県 堅田　豊　様 和歌山県 佐藤　佐保子　様 神奈川県

井下　愉方　様 神奈川県 加藤　佐千子　様 大阪府 佐藤　卓也　様 東京都

岩城　悟　様 京都府 兼松　祐吏　様 東京都 佐藤　増夫　様 長野県

岩根　恵美　様 兵庫県 加野　季彦　様 大阪府 佐野　正明　様 愛知県

上嶋　秀治　様 奈良県 上浦　文雄　様 大阪府 ㈱サンシャインチェーン本部　様 高知県

上園　剛生　様 東京都 川崎　康寛　様 大阪府 志田　勝則　様 東京都

上田　智子　様 兵庫県 河下　幸夫　様 愛知県 篠崎　晴美　様 兵庫県

上田　良　様 兵庫県 川田　芳樹　様 奈良県 篠原　真吾　様 三重県

上原　寿明　様 京都府 川村　良枝　様 広島県 嶋田　康美　様 埼玉県

魚住　彰　様 神奈川県 神林　真洋　様 東京都 志村　広樹　様 東京都

魚田　明男　様 岡山県 木下　雅史　様 石川県 尚　聡　様 三重県

臼倉　誉治　様 埼玉県 京極　すみれ　様 高知県 白井　章江　様 香川県

内田　悦生　様 奈良県 楠田　陽佑　様 兵庫県 杉　健太郎　様 神奈川県

梅澤　光和　様 神奈川県 久保　皓美　様 奈良県 頭師　彰宏　様 大阪府

遠藤　大祐　様 高知県 久保田　利雄　様 大阪府 頭師　暢秀　様 兵庫県

遠藤　嘉重　様 香川県 窪田　裕　様 埼玉県 関川　宏明　様 青森県

大久保　壮一朗　様 兵庫県 倉橋　光生　様 神奈川県 関根　直人　様 埼玉県

太田　純　様 徳島県 栗本　昇　様 大阪府 高岡　武志　様 香川県
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高木　高　様 香川県 野村　英生　様 京都府 松田　義孝　様 奈良県

高城　文彦　様 東京都 萩田　隆明　様 東京都 松西　清二　様 神奈川県

高橋　雅典　様 埼玉県 萩原　誠　様 大阪府 松本　孝奨　様 東京都

高原　護　様 東京都 葉坂　基美　様 神奈川県 松本　壽満　様 大阪府

高山　雅夫　様 愛知県 花岡　忠男　様 東京都 松本　寿人　様 愛媛県

竹田　将也　様 大阪府 濱田　茂　様 香川県 真鍋　浩樹　様 京都府

田代　修士　様 大阪府 久本　悟士　様 東京都 丸岡　昭文　様 大阪府

田中　才一　様 和歌山県 菱田　哲也　様 愛知県 水原　八千代　様 兵庫県

田中　史明　様 三重県 飛田　和広　様 神奈川県 箕浦　義仁　様 岐阜県

谷口　晋一　様 岡山県 平田　喜久　様 大阪府 三宅　博晋　様 埼玉県

谷口　成仁　様 東京都 廣岡　慶治　様 兵庫県 宮崎　祐一　様 大阪府

玉田　浩之　様 神奈川県 廣瀬　康宏　様 神奈川県 宮本　啓之　様 静岡県

田村　一　様 大阪府 福島　幸宏　様 大阪府 村瀬　隆信　様 東京都

辻野　博昭　様 大阪府 藤　憲二　様 兵庫県 村山　尚子　様 京都府

對馬　直樹　様 千葉県 藤井　晴康　様 千葉県 茂垣　之雄　様 千葉県

出口　静吾　様 岡山県 藤田　智治　様 兵庫県 森　重信　様 愛媛県

寺川　一郎　様 神奈川県 藤田　将人　様 静岡県 森下　恵仁　様 東京都

寺田　貴武　様 福岡県 冨士谷　洋三　様 広島県 森田　拓実　様 高知県

寺田　昌樹　様 兵庫県 藤本　尚士　様 東京都 森脇　康仁　様 兵庫県

富和　清訓　様 奈良県 藤本　大翔　様 千葉県 山口　卓　様 北海道

砥綿　久江　様 東京都 藤本　洋介　様 埼玉県 山口　卓也　様 東京都

中島　ゆり子　様 埼玉県 古市　隆史　様 千葉県 山口　理恵　様 北海道

中田　秋雄　様 大阪府 古川　勝明　様 東京都 山崎　英之　様 愛知県

奈良　行博　様 大阪府 古田　絢也　様 大阪府 山崎　文男　様 大阪府

新居　美津子　様 徳島県 本庄　竜介　様 東京都 山田　英生　様 岡山県

西尾　幸也　様 大阪府 本田　光太朗　様 埼玉県 山田　千生　様 東京都

西岡　秀昌　様 大阪府 本田　淳也　様 京都府 山中　直　様 神奈川県

西田　リタ　様 東京都 本谷　哲也　様 兵庫県 山本　恭平　様 滋賀県

野口　大輔　様 神奈川県 牧野　博之　様 愛知県 山本　丈夫　様 東京都

野口　伸之　様 大阪府 松田　将紀　様 鹿児島県 横関　泰弘　様 香川県

寄 附 者 ご 芳 名 寄 附 者 ご 芳 名 寄 附 者 ご 芳 名

2



令和３年度ふるさと納税ご寄附者ご芳名

※ 公表を希望された方のみ掲載しています （ 敬称略 ・ 50音順 ）

都道府県

吉田　ゆかり　様 東京都

吉津　尚輝　様 京都府

吉積　臨太郎　様 熊本県

吉本　和巨　様 香川県

米田　宇唯子　様 北海道

若原　真里絵　様 北海道

脇谷　智恵　様 兵庫県

渡部　岳　様 埼玉県

渡邉　亨佑　様 神奈川県
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