
平成28年度　ふるさと納税寄附者一覧（寄附金総額　70,412,000円）

（北海道）
都道府県名 氏名

阿部　悟　様
安齋　治一　様
久保　輝尚　様
高橋　久美子　様
今井　和彦　様
佐々木　克司　様
坂本　幸基　様
小島　昭彦　様
西野　共子　様
川村　美穂　様
大畑　貞則　様
丹羽　由晃　様
長川　達哉　様
藤本　啓太　様
澤田　博幸　様
川原田　房子　様
牧野　光二　様

（東北）
都道府県名
※青森県は市町村名

氏名 都道府県名 氏名

三上　亨　様 伊藤　広一　様
増田　惠美子　様 加藤　孝　様

弘前市 川村　賢二　様 佐々木　龍彦　様
八戸市 豊川　徳浩　様 佐藤　道和　様

岩間　貴　様 山岸　光昭　様
黒沢　誠一　様 小林　敦　様
小川　弘美　様 中野　秋雄　様

おいらせ町 中川原　卓雄　様 長谷川　徹　様
板柳町 野宮　英二　様 白根　崇　様

安達　政道　様 米山　則行　様
関　誠　様 堀田　文雄　様
菊月　由理子　様 櫻井　福雄　様
佐藤　智　様 及川　繁　様
近藤　行秀　様 三瓶　康夫　様
山崎　鉚子　様 松尾　一平　様
山田　典子　様 鈴木　フク子　様

鈴木　基美　様

北海道

秋田県 福島県

青森市 宮城県

十和田市

岩手県



（関東）
都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

安藏　樹央　様 酒井　正宏　様
佐藤　大輔　様 安田　稔　様
人見　憲一　様 安藤　智之　様
川津　潤　様 井上　隆　様
草原　浩司　様 宇波　由紀子　様
谷口　彰　様 遠藤　友美　様
長谷川　英　様 関口　勝　様
田中　岳　様 工藤　明宏　様
内野　まどか　様 荒井　克弘　様
木川　陽太郎　様 高屋　裕治　様
町屋　範昭　様 今山　朱美　様
高橋　正樹　様 佐藤　武志　様
松本　良子　様 山木　琢也　様
藤本　郁子　様 柴　正実　様
藤本　和義　様 小林　康紀　様
武部　信範　様 盛舛　真寛　様
武部　真子　様 川越　昭典　様
石川　好廣　様 箭内　政司　様

群馬県 甲田　崇恭　様 村田　孝之　様
磯貝　唱代　様 太田　善健　様
稲辺　和也　様 竹下　亨　様
永堀　順子　様 中村　征典　様
葛西　昭吉　様 中野　泰光　様
金子　郷太　様 富沢　博　様
熊倉　伸一郎　様 平井　雅晴　様
栗原　正樹　様 平川　誠　様
原　久子　様 北村　諭士　様
荒井　雄司　様 野上　麗美　様
香川　大輔　様 野村　和弘　様
高荷　光春　様 矢嶋　恵美子　様
高橋　一栄　様 矢野　由紀子　様
高橋　真理　様 林　克己　様
高橋　倫子　様 鈴木　義宣　様
佐藤　栄作　様 和田　忠夫　様
佐藤　巧美　様 伊藤　光茂　様
榊原　宏治　様 井口　裕司　様
山内　好昭　様 井上　正義　様
鹿島　順三　様 井上　直哉　様
柴　正美　様 越前　小太郎　様
柴田　滿　様 遠山　久敬　様
秋元　智　様 横田　宏　様
小川　知之　様 岡村　吉規　様
松津　徹　様 岡田　浩司　様
斉藤　弘一　様 岡田　清　様
川上　舜平　様 加藤　友也　様
前川原　貴　様 河井　卓二　様
相蘇　十成　様 丸茂　利久　様
相馬　秀行　様 岩崎　良　様
増田　俊行　様 及川　裕美子　様
大平　賢作　様 宮崎　信一　様
竹内　亨　様 玉井　和徳　様
中原　章吉　様 古賀　史隆　様
仲田　宏治　様 古川　俊一　様
長野　拓朗　様 江黒　剛　様
田嶋　由美子　様 黒滝　瑞明　様
藤澤　諒　様 黒田　保徳　様
澤田　孝史　様 黒澤　巌　様
鈴木　正巳　様 三浦　宏樹　様

山下　智史　様
山路　敏之　様
山﨑　久美子　様
山﨑　敏行　様
寺平　史子　様
蒔田　憲廣　様

茨城県

栃木県

埼玉県

東京都

千葉県



（関東）
都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

芝原　佳希　様 安藤　雅史　様
朱　路明　様 井出　訓之　様
種市　良宣　様 磯貝　哲也　様
住田　綾　様 碓氷　加奈子　様
助川　恒夫　様 遠藤　賢一　様
小形　敏彦　様 岡部　隆行　様
小林　泰朗　様 加々美　一郎　様
小林　裕亮　様 加々美　弘子　様
松田　安民　様 貝瀬　弘規　様
森田　謙一　様 岩瀬　馨　様
須田　悦子　様 岩渕　由加　様
杉山　知之　様 菊池　愛子　様
星川　哲夫　様 吉村　一明　様
清澤　淳　様 高橋　融生　様
西村　忠之　様 佐々木　悠介　様
石川　敏彦　様 佐治　悦郎　様
川合　つかさ　様 山崎　正勝　様
川本　成彦　様 山西　宏委　様
前野　宏使　様 寺井　良治　様
相良　大策　様 勝俣　正起　様
増田　弘明　様 小室　一樹　様
足立　基　様 小池　高子　様
村越　美由紀　様 小野寺　義明　様
大山　訓弘　様 小林　一昭　様
大津　慶一郎　様 小林　弘幸　様
大平　潤二　様 小林　洋一　様
大澤　ゆり子　様 松村　いくみ　様
竹下　統邦　様 新城　晶子　様
中戸　隆一郎　様 数藤　雅彦　様
中山　佳　様 菅沼　靖夫　様
中田　貴丈　様 石川　栄一　様
中島　栄子　様 赤池　絹華　様
中島　祥輔　様 川原田　裕　様
中嶋　克久　様 川俣　歌子　様
中野渡　崇　様 村井　一守　様
長野　礎　様 大石　敦司　様
田悟　雅人　様 中西　順之　様
土井　正士　様 中村　美智子　様
東野　宏明　様 中島　康生　様
藤江　里紗　様 長谷川　稔弘　様
藤沢　功　様 長田　操　様
徳永　竜二　様 長堀　薫　様
内山　翔平　様 鶴巻　徹　様
鍋島　聡　様 田村　俊哉　様
二木　美佐子　様 渡部　祐司　様
梅本　祐介　様 渡邉　真弓　様
柏原　秀行　様 藤山　義輝　様
飯田　真弓　様 藤野　大樹　様
飯島　明子　様 内山　淳子　様
武田　淳　様 白石　冬樹　様
福永　泰介　様 畑野　充範　様
福田　真由美　様 飯塚　亨　様
平本　和也　様 武田　直浩　様
牧内　みふじ　様 本山　たから　様
木全　肇　様 木下　聡　様
矢作　敏子　様 目時　俊一　様
柳澤　保則　様 目時　利一郎　様
鈴木　一隆　様 籃谷　勝生　様
鈴木　大城郎　様 蛯名　久道　様
稲垣　秀一　様 岡島　清　様
竹下　道夫　様 吉川　篤　様
石森　浩昭　様 小谷野　文男　様
荻原　尚之　様

神奈川県東京都



（中部）
都道府県名 氏名 都道府県名 氏名
新潟県 内藤　有子　様 磯部　朋子　様
富山県 廣澤　美紗　様 岡田　政弘　様

大澤　恵介　様 近藤　絵美　様
田中　由美子　様 近藤　槙　様

福井県 北村　倫子　様 高木　千恵　様
長野県 平林　利夫　様 山口　尚男　様

吉田　真也　様 山路　峻平　様
福地　敏温　様 植田　信一　様
毛利　建斗　様 赤池　栄　様
金原　健次　様 大河内　俊彦　様
小倉　徹　様 大城　俊介　様
平井　達夫　様 大野　豊子　様

瀧川　知希　様
田中　早苗　様
東　剛　様
白井　達始　様
北川　久人　様
北野　浩　様
廣瀬　和義　様

（近畿）
都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

宮村　とよ子　様 村里　悠介　様
上月　知樹　様 多田　美紀　様
森井　敏次　様 大島　基　様
西村　芳光　様 中埜　康幸　様
塚田　英治　様 朝比奈　志浩　様
山崎　聖史　様 辻口　智博　様
鳩場　通弘　様 藤山　竜　様
衛藤　美穂　様 樋口　廣司　様
奥田　利治　様 尾上　信也　様
近藤　司　様 木村　信子　様
原田　孝一朗　様 野﨑　将士　様
山内　幸治　様 濱岡　圭治　様
鈴木　範彦　様 小出　彰　様
外池　俊彦　様 北川　雅子　様
橋本　俊也　様 北川　達也　様
今井　肇　様 稲田　真宏　様
今福　一民　様 岸　卓磨　様
佐井　高志　様 岸本　弘之　様
三浦　実　様 広野　一志　様
山下　隆志　様 志水　清紀　様
山本　桂司　様 松森　孝夫　様
寺田　心平　様 新宮　勉　様
篠崎　哲史　様 西村　法子　様
酒本　清美　様 川﨑　靖　様
小笠原　周平　様 前田　幸一郎　様
小野　太一　様 長舩　仁士　様
小林　弘幸　様 鍋倉　俊哉　様
松永　優子　様 梅田　稔　様
西田　芳美　様 森田　圭介　様
石垣　翔太　様 大正谷　喜千之亮　様
石橋　正武　様 藤本　知宏　様

内海　潤　様
土井　昌充　様
柳　弘之　様

奈良県

和歌山県

石川県

静岡県

三重県

兵庫県

滋賀県

京都府

大阪府

大阪府

愛知県

岐阜県



（中国・四国） （九州）
都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

石井　恵里　様 安東　清孝　様
槙野　増男　様 安武　和俊　様
梶原　充　様 安里　瞳　様
山田　聡太郎　様 加藤　拓　様
新畑　耕一　様 宮崎　英樹　様
森　正嗣　様 荒木　昭輝　様
田高　和子　様 佐藤　賢二　様
田村　幸三　様 松永　雅道　様
江藤　亜由美　様 池上　愛奈美　様
上園　健　様 中原　弘陽　様
大村　良介　様 中村　昌子　様
川﨑　智博　様 藤崎　尚志　様
白井　久志　様 友添　和子　様

愛媛県 高岡　泰二　様 鈴川　公介　様
橋本　峰人　様 佐賀県 直鳥　拓哉　様
工藤　智子　様 長崎県 鈴田　文子　様

熊本県 道口　裕一　様
松岡　均　様
川添　芳郎　様
鈴木　美保子　様
鎌倉　宗晃　様
末廣　祐一　様
岳原　宣和　様
金武　良浩　様
中嶋　貢　様

福岡県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

岡山県

広島県

山口県

香川県

高知県


