
（北海道）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

阿部　悟　様 宍戸　牧子　様

伊藤　雅博　様 小笠原　正男　様

笠原　昭一　様 大竹　恵　様

荒井　靖子　様 服部　泰徳　様

佐々木　卓　様 牧野　栄助　様

佐藤　俊隆　様 鈴木　貴博　様

山崎　徹　様

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

青森市 小笠原　竜二　様 久保田　祐作　様

弘前市 市川　博章　様 及川　繁　様

八戸市 八重垣　誠　様 佐竹　章宏　様

藤崎町 唐牛　憲久　様 山田　輝夫　様

山田　典子　様 小林　敦　様

木村　菜美子　様 田中　伸幸　様

二階堂　恭弘　様

白根　崇　様

鈴木　健　様

（関東）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

石川　好廣　様 佐々木　清寿　様

渡辺　尚　様 井口　裕司　様

藤本　和義　様 稲垣　守人　様

安田　秀臣　様 稲見　元彦　様

井上　柾弘　様 遠山　圭　様

高橋　慎治　様 恩田　貴志　様

市川　一夫　様 下川　奈穂　様

川村　秀樹　様 加藤　武彦　様

草原　浩司　様 鎌田　裕　様

大河原　禎哉　様 関　隼人　様

谷田貝　敬子　様 丸岡　幹男　様

遅野井　有美　様 丸屋　貴史　様

町屋　範昭　様 丸子　竜洋　様

塚越　俊之　様 岸本　佳子　様

齋藤　千景　様 岩田　圭一　様

吉田　明広　様

（東北）　　※青森県は市町村名を記載しております

平成29年度ふるさと納税寄附者一覧（寄附金総額58,888,000円）

北海道
北海道

宮城県
秋田県

栃木県

茨城県

群馬県

東京都



（関東）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

宮崎　信一　様 川浦　文宏　様

橋本　良　様 川島　利之　様

近藤　亜依　様 早野　悦子　様

金子　豊　様 大原　雅子　様

兼松　徹　様 大西　洋　様

厚田　大祐　様 大谷　州央　様

江間　篤史　様 大谷　和也　様

黒田　保徳　様 中戸　隆一郎　様

今藤　和人　様 中川　正敏　様

根本　浩之　様 中村　嘉孝　様

佐々木　真　様 中野渡　崇　様

佐々木　辰男　様 仲沢　秀行　様

最勝　健太郎　様 長野　礎　様

阪井　哲男　様 鳥越　桂　様

三浦　宏樹　様 田中　宏和　様

三浦　浩一　様 田路　幸治　様

三浦　剛志　様 土屋　裕昭　様

市村　晃　様 藤代　博　様

志賀　野歩人　様 藤田　欣哉　様

寺山　真哉　様 藤本　拓也　様

鴫原　紀寿　様 内海　文　様

秋山　清　様 内藤　英紀　様

小池　文人　様 鍋島　聡　様

小島　康敬　様 日野　公尊　様

小林　隆章　様 梅本　祐介　様

松井　直樹　様 尾崎　正典　様

松澤　良介　様 平塚　克巳　様

上松　進　様 芳賀　晴美　様

須田　直樹　様 北﨑　真未　様

西方　正夫　様 堀口　崇　様

石井　宏明　様 本多　保隆　様

石森　浩昭　様 木村　悦朗　様

石田　真理子　様 和田　拓也　様

赤松　裕司　様 當流谷　孝　様

東京都 東京都



（関東）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

伊澤　克巳　様 伊藤　憲二　様

磯貝　幸男　様 伊藤　沙織　様

加座　麻実　様 伊部　知幸　様

関谷　陽子　様 円子　賢二　様

吉水　誠　様 加藤　弘之　様

種市　健人　様 梶川　博之　様

上武　康人　様 葛西　亮　様

石原　史久　様 岩田　洋一　様

倉持　聡志　様 久保田　陽子　様

相馬　秀行　様 佐々木　悠介　様

大谷木　秀彰　様 古川　正和　様

中島　衛　様 古川　博孝　様

鳥澤　聡子　様 五島　文恵　様

土橋　明日香　様 佐々木　康夫　様

藤澤　諒　様 佐藤　由享　様

鈴木　正巳　様 室伏　宏一　様

國松　慶美　様 小室　一樹　様

齋藤　俊也　様 小松原　博和　様

榎本　武朗　様 小川　浩司　様

岡本　洋二郎　様 小島　昌之　様

宮﨑　重哉　様 小牧　優介　様

荒井　克弘　様 松下　幸治　様

高屋　裕治　様 菅原　浩　様

佐々木　惇　様 菅原　正明　様

小川　克己　様 石川　友則　様

小林　秀子　様 川島　雄介　様

神崎　潤一　様 村瀬　高広　様

大塚　宗春　様 大塚　和夫　様

長原　誠一　様 中野　雅之　様

藤田　寛　様 中野　大輔　様

野村　和弘　様 鶴巻　徹　様

矢野　篤志　様 藤井　純子　様

鈴木　一弘　様 藤谷　敬蔵　様

鈴木　英雄　様 藤﨑　直之　様

内山　淳子　様

梅村　栄作　様

武田　一也　様

服部　利雄　様

木戸　進　様

木之下　浩介　様

神奈川県

埼玉県

千葉県



（中部）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

手塚　詔　様 磯部　一作　様

大柴　由美子　様 羽田　匡志　様

静岡県 小倉　徹　様 加藤　浩之　様

石川県 前川　敦宏　様 今村　希巳江　様

長野県 赤羽　禎浩　様 三嶋　吉一　様

伊藤　泰洋　様 赤池　栄　様

高橋　寛典　様 大澤　裕介　様

石田　正憲　様 中渡　洸導　様

渡辺　晃広　様 矢田　健一　様

鈴木　恒道　様

（近畿）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

永田　公一　様 安井　忍　様

原田　孝一朗　様 駒井　康伸　様

鮫島　輝美　様 二階堂　浩元　様

藤田　健二朗　様 和歌山県 柳　弘之　様

木村　晃之　様 榎並　徳次　様

奈良県 増田　清　様 吉開　敦　様

川﨑　靖　様 橋本　俊也　様

間宮　昭次　様 黒田　千賀　様

恵　秀広　様 山本　好身　様

高木　龍一　様 小笠原　周平　様

佐治　孝輔　様 新　恭一　様

松本　祥吾　様 森　正信　様

中村　朋広　様 西垣　美菜子　様

中津　勝善　様 西川　徳彰　様

土屋　吉弘　様 大家　輝光　様

梅田　稔　様 田口　順一　様

平山　雅敏　様 尾崎　祐吉　様

平井　亮太郎　様 富田　未来　様

渕上　紀子　様 野呂　季弘　様

伊藤　均　様

（中国・四国）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

倉光　正哲　様 山根　謙二　様

堀川　雄平　様 西岡　則子　様

倉田　一夫　様 田高　和子　様

大川　浩樹　様 大西　一宏　様

工藤　智子　様 仲村　美枝　様

坂本　真樹　様

山梨県

岐阜県

愛知県

京都府

兵庫県

滋賀県

大阪府

岡山県

山口県

高知県

広島県

鳥取県

三重県



（九州）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

岡　健之　様 永井　寿宗　様

河野　英著　様 永野　敬喜　様

山口　理佳　様 岳元　裕臣　様

竹中　泰司　様 佐々木　晴彦　様

辻田　耕一郎　様 鹿児島県 江原　利晴　様

藤﨑　尚志　様 喜多代　澄　様

白石　吉男　様 田中　望　様

畑江　剛　様 南　浩一郎　様

八田　浩充　様

福岡県

熊本県

長崎県


