
（北海道）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

井上　慎也　様 浅野　由貴枝　様

岡本　一明　様 蔵谷　大輔　様

岸　良治　様 大森　顕勇　様

熊谷　まさ　様 藤井　好輝　様

佐藤　公泰　様 白戸　公二　様

（東北） ※青森県は市町村名を記載しております

市町村名 氏名 都道府県名 氏名

福士　実　様 菊地　孝夫　様

濱端　駿　様 光山　英子　様

佐伯　秀昭　様 佐々木　理恵　様

津川　信彦　様 佐藤　泰三　様

八戸市 田島 昌剛　様 庄司　正和　様

藤崎町 加藤　順康　様 村上　功貴　様

秋田県 九島　知寛　様 藤井　賢一　様

辻　洋子　様 藤谷　優斗　様

五十嵐　俊一　様 平塚　敏郎　様

佐藤　栄　様 野月　勝彦　様

舟城　善貴　様 廣田　真由美　様

高橋　恵　様 岡村　久一　様

岡村　徹子　様

（関東）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

茨城県 遠藤　佳奈　様 山下　健治　様

吉井　奎輔　様 村井　一彦　様

吉田　薫　様 柳　秀晴　様

古井戸　雅之　様 鈴木　英樹　様

小林　誠一郎　様 金本　正彦　様

神山　鎮雄　様 荒屋敷　賢悟　様

赤石　眞希夫　様 高橋　基貴　様

富田　孝　様 高橋　翔吾　様

橋本　博敏　様 山本　隆　様

栗田　佳祐　様 小笠原　慧汰　様

原　一元　様 小幡　浩道　様

袴田　祐二　様 杉本　光司　様

高橋　肇　様 青山　達也　様

山田　菜穂　様 前田　晋平　様

上野　晃　様 大山　誠　様

斉藤　幸一　様 沢目　博幸　様

前原　哲也　様 堀内　勇士　様

長濵　聡　様 鈴木　順浩　様

野田　雄希　様 鈴木　正巳　様

矢野　篤志　様 剱持　一雄　様

鈴木　一弘　様 北川　文化　様

鈴木　英雄　様 吉田　由美子　様

工藤　大輔　様

令和３年度ふるさと納税寄附者一覧（寄附金総額85,341,625円）

北海道 北海道

青森市

弘前市

山形県

福島県

栃木県

宮城県

群馬県

埼玉県

千葉県



（関東）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

伊藤　浩孝　様 田島　正　様

井手　雅大　様 藤森　満　様

横山　茂　様 畠山　克彦　様

下山　弘明　様 八巻　渉　様

河合　英俊　様 伴野　雄大　様

菊川　和紀　様 武田　宗和　様

久保寺　寿美　様 並木　亮子　様

原田　善彦　様 矢野　渉　様

戸井田　敏秋　様 柳谷　圭介　様

江島　怜依　様 鑓水　英樹　様

高橋　桜良　様 林　大祐　様

佐々木　誠之介　様 簗田　満　様

佐々木　辰男　様 野口　宏美　様

坂井　浩史　様 河野　拓　様

三浦　宏樹　様 大堀　赳史　様

三木　祥平　様 伊藤　佳祐　様

山下　雄也　様 押田　典久　様

山田　洋輝　様 横山　多希子　様

山本　晃　様 河野　洋平　様

志澤　直美　様 我妻　克博　様

柴田　直美　様 岩岡　翔一　様

手島　芳和　様 佐藤　雅史　様

小川　ひかり　様 佐藤　諭　様

小川　由紀夫　様 三浦　健一　様

小牧　優介　様 山崎　隆　様

小林　郁夫　様 小島　克夫　様

上原　善司郎　様 松田　浩明　様

上甲　和彦　様 情野　理介　様

上山　伸也　様 成田　有紀　様

森　毅　様 西山　真衣子　様

神笠　由紀　様 青木　孝之　様

清水　孝明　様 川口　純生　様

西本　昇平　様 川端　大貴　様

石井　正人　様 浅田　真理　様

石岡　亜沙美　様 足立　晃子　様

石黒　陽明　様 足立　衞紀　様

石森　浩昭　様 大矢　英俊　様

川上　美保　様 谷内　充江　様

川上　龍　様 中沢　一実　様

村田　香　様 中畑　誠人　様

太田　裕子　様 仲手川　孝　様

大久保　望　様 辻村　亮　様

谷村　亜希子　様 田中　大介　様

竹澤　功泰　様 陶山　将治　様

中川原　京子　様 内田　亜実　様

長井　丈士　様 目時　俊一　様

長野　礎　様 林　毅彦　様

辻井　信一　様 髙橋　誠　様

田口　暁史　様 山河　悌爾　様

東京都

東京都

神奈川県



（中部）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

角田　拓也　様 倉石　章　様

中島　佐武郎　様 木下　千秋　様

松井　康博　様 戸田　敦子　様

松田　健太郎　様 西脇　亜美　様

福井県 梅田　勝　様 堀　照和　様

山梨県 池谷　政英　様 岡本　啓吾　様

金田　稔　様 岩山　一敏　様

佐藤　隆司　様 亀田　貴泰　様

松村　祐宏　様 杉浦　康正　様

中里　幹雄　様 杉山　寛幸　様

長房　直広　様 北川　孝　様

津田　一明　様 林　拓美　様

田山　順司　様 鈴木　英夫　様

福田　高義　様

（近畿）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

若林　直樹　様 稲村　純也　様

北谷　咲乃　様 衛藤　正隆　様

黒田　俊一　様 越山　美智　様

松下　智哉　様 横山　滋也　様

田口　一樹　様 呉　教東　様

渡邉　啓太郎　様 山本　裕之　様

萩原　典男　様 上水流　一冴　様

安江　沙樹　様 成田　真理　様

岡副　哲也　様 清水　律雅　様

河野　圭一　様 西村　大輝　様

菅原　康洋　様 大井　修　様

石田　優一　様 大石　義治　様

川井　健太郎　様 田端　次男　様

川﨑　良一　様 藤川　俊之　様

相本　忠弘　様 尾崎　雄一　様

樋口　直子　様 本田　安輝　様

原田　忠幸　様 戸上　浩二　様

小堀　昇輝　様 森川　元樹　様

弓田　和哉　様 柳　弘之　様

上田　幸一　様

杉本　拡郎　様

（中国） （四国）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

佐々木 　光　様 香川県 岡山　由美子　様

太田　真人　様 生鷹　啓二　様

渡辺　大喜　様 谷　到　様

日和佐　章一　様 高知県 中西　円　様

兒山　工　様

吾野　誠司　様

田中　翔悟　様

（九州）

都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

間　敬邦　様 熊本県 桜井　敏昭　様

橋元　一馬　様 大分県 吉良　輝昭　様

太田　勝徳　様 森　まりの　様

大島　智　様 白川　伸一　様

福永　康文　様 沖縄県 呉屋　紫乃　様

片山　智明　様

新潟県 長野県

富山県
岐阜県

三重県

京都府

和歌山県

奈良県

岡山県
愛媛県

広島県

福岡県 鹿児島県

愛知県

静岡県

大阪府

兵庫県


