
加藤　信彦 金沢　峯晟 淺野　有 上田　眞 金子　一誠

髙橋　健治 松本　雅美 弥冨　可奈子 竹本　豊美 北島　康司

木村　邦夫 松田　祐征 瀧　佐和子 加納　麻子 水野　雅史

亀井　夏香 福崎　昭徳 鈴木　めぐみ 西村　健志 中嶋　一博

千種　成俊 高田　芳文 鈴木　健史 浦野　美晴 竹内　亮

硲　順一 加納　麻子 西村　健志 太田　有香 中谷　敏昭

村上　恵一 中山　嘉緒理 西村　健志 上野　一志 吉海　真吾

村上　幸子 加納　麻子 小山　喜雄 北野　光治 弘田　久勝

松井　宏允 横山　真樹子 笠崎　一平 北野　光治 山本　英司

成瀬　暁仁 筒木　正人 三田　昌輝 江口　明男 佐藤　敏文

西川　啓 岩野　かおる 吉田　範敏 吉田　孝 岩倉　篤

坂本　守 加納　麻子 辻井　公祐 伊東　正義 宮本　義信

谷田　佳子 村上　雅洋 小細　絵理子 佐々木　愛子 和田　瑠美

平　裕之 福岡　一義 高田　久子 田中　孝一 前　美紀

中井　恵子 加納　麻子 田中　泰昌 窪田　雪江 図司　直樹

藤田　修司 吉田　澄雄 清水　美樹 raveendran　raviamuthan 那脇　洋平

肱黒　剛 上田　晃裕 徳永　早紀 斎藤　創 菅原　輝昭

政木　藤二郎 日野　俊一 高橋　啓介 坂元　拓海 大前　利市

政木　藤二郎 小川　顕史 井上　正樹 金　起誠 小林　正樹

北岸　広久 平尾　高 神﨑　章之 瀬川　省 篠原　澄

野島　正也 福冨　崇浩 森川　照之 松本　秀春 堀口　信彦

佐藤　雄哉 井久保　哲也 賀川　雄也 高橋　雄二 岩本　守彦

西川　啓 板倉　完次 仁科　詔三 川上　泰弘 作本　宜之

富川　めぐみ 板倉　完次 吉田　俊彦 鶴田　孝 榊　哲也

菅　万昌 本多　久英 中村　恵子 植村　愛 濱谷　成美

山手　一輝 谷村　光司 川野　毅 Peters II　Joseph James 北岸　広久

土屋　雅子 加瀬　初美 田中　勝巳 山本　真史 河原　テルヲ

龍村　和久 羽生　貴史 橋本　昌之 山崎　真美 髙橋　和也

谷口　哲一 小倉　邦彦 重野　恵子 安藤　久 諸岡　大聞

小野　勝照 松本　賀史 土用　秀明 西野　恵次 南阪　敏治

竹岡　淳 戝津　良和 Lindgren　Max Christian 溝端　聡 田原　康子

帖佐　義之 森本　佳也 大嶋　弘子 吉川　謙次 中野　聖子

錦織　吉郎 岩立　顕一郎 伊藤　則彦 下仲　宏卓

梶浦　友浩 中村　誠司 小川　泰史 鈴木　健史 嶋沢　裕志

青木　宏 川森　庸平 津山　恭之 高瀬　美晴 小澤　純史

竹中　友雄 渡　剛潔 鳥居　富美江 大和屋　暁 宮本　拓馬

東田　康隆 酒井　宏侑 國木　靖博 南保　秀夫 川口　裕幸

上田　晶平 田中　竜彦 木村　和弘 竹田　瑠偉 米澤　歩

井上　康之 山口　晋司 山口　浩史 後藤　哲哉 浪越　幸男

山岡　弘之 池永　輪香子 辻井　宏子 佐藤　里香子 長尾　嘉彦

森谷　良行 谷村　光司 佐藤　知美 林　幸 長﨑　宏則

笠井　康行 親木　翔平 波多　裕子 榎本　真浩 吉川　昭弘

笠井　康行 内田　賢 宮崎　一 永井　陽子 杉山　翠

遠藤　仁 下田　泰 伊藤　雅章 佐藤　友紀 清原　希美

佐藤　薫之 有賀　祥一 富居　翔吾 加藤　陽仁 羽場　文彦

古屋　秀典 片尾　俊信 小長谷　成美 加藤　佐千子 山口　泰弘

竹井　裕也 西田　敬子 池田　智子 小川　哲史 片岡　江理子

小野　裕之 林　和久 吉貝　孝三 千本　倖生 小口　泰司

平成29年度　寄附者芳名一覧　（敬称略・寄附回数により同一寄附者あり）



岡　健治 金巻　燦太 池田　尚弘 向山　孝弘 塩崎　万規子

山手　一輝 豊田　直史 池田　佳央 中野　亮 斎藤　潤

佐々木　敏夫 山中　佑次 池田　泰典 大久保　このみ 森田　湧也

前田　法一 藤井　秀昭 星野　明弘 中田　和夫 松尾　結美

佐伯　仁 酒井　雅子 池田　啓子 米田　有佑 平川　大地

北村　ひとみ 草野　稚全 池田　正知 丸山　典子 江口　徳和

櫻井　祐輔 大塩　博子 岩﨑　卓真 高橋　秀典 前田　達哉

西口　文子 鶴浜　朗 矢倉　徹 森島　徹也 安村　和則

志野　敬久 鈴木　秀俊 廣岡　孝一 堀口　義信 坪井　伸暁

張　千佳子 西岡　知則 竹ノ下　均 小森　正詩 齊藤　充宣

服部　哲 小林　キヨ子 諸岡　大聞 沖　尚彦 片山　泰造

青木　宏 カク　リクエイ 大村　直樹 藤村　滋弘 江原　光治

原地　陽子 中居　良介 松本　俊洋 杉坂　賢治 奥田　明

三原　昭彦 松本　光司 小野　美佳 谷掛　洋平

早瀬　照子 岩永　吉美 今川　真由美 嶋谷　和幸 力石　樹紀

吉川　謙次 米澤　真希 南出　尚人 椎木　典子 武田　博利

河井　嘉史 安達　睦子 岡崎　嘉一 藤田　潔 斉藤　法子

佐々木　達也 大依　憲治 西川　篤 吉﨑　宣夫 原田　英治

山手　一輝 新実　忠之 西野　恵次 ウィルソン　グラント 酒伊　和義

水谷　真理子 久米　明子 井田　勝也 田中　美央 石井　英之

武本　敬子 吉田　美也子 酒井　重治 竹内　亮 望月　富士夫

長谷川　亜実 小笠原　将人 公益財団法人　奈良ＹＭＣＡ 長尾　光敏 前原　智

高梨　明子 西口　奈美 田中　晴康 八野　祐司 長沢　圭介

佐々木　龍三 前多　春樹 竹ノ下　均 村田　晶香 河　敬世

朴　海燕 藤田　博章 松本　光司 深瀬　有里 本持　貴司

大室　敦志 山崎　和弘 賴　文琦 松田　勇人 進学ゼミナール

田邊　和也 小柳津　由佳 瀬戸　成実 加瀬　洋

奥地　智之 中村　潤 田辺　雅則 村田　景一 諸原　忠弘

山崎　達啓 舞谷　佳澄 不破　雅幸 廣江　聡 水谷　真志

川口　崇 吉中　聡子 下村　朱美 安藤　美奈子 島田　弘和

河合　奈緒 横嶋　祥久 井口　さやか 安藤　真琴 秋元　典子

吉岡　生馬 高橋　仁史 天河　裕 堀口　義彦 元根　正晴

伊藤　芳幸 吉田　拡 諏訪　博子 春木　里江 柴崎　勇次

清水　三恵 市田　恵美 原田　汎寸 青木　紫野 河内　秀訓

高松　美由紀 松村　二郎 中野　亮 加藤　正男 加藤　真理子

崎山　昌彦 松村　二郎 今福　康夫 新井　イスマイル 佐藤　創

齊藤　加代子 西川　浩明 檜皮　尚宏 信崎　環 宇都口　直樹

西田　夕起 藤川　美紀 大貫　進介 鐙　和夫 前田　義継

谷　正友 川本　了造 金子　昌浩 柳本　泰男 齋藤　秀一

西田　達也 福井　智恵美 長沢　圭介 米澤　一賀 藤原　章雄

鍛治田　剛裕 工藤　俊宣 佐々木　輝明 上田　昌代 土田　典子

谷　正友 宇田　哲也 大塩　博子 玉木　睦実 田部　亨

胎中　謙吾 渡部　典子 大塩　博子 池羽　芳郎 大谷　典子

岡嶋　寿乃 奥崎　麻衣 坂本　賢司 藤野　正憲 梅本　春善

井上　真代 眞水　智 齋藤　紀先 細江　満里奈 片岡　直子

平嶋　範朗 松井　宏允 渡谷　仁志 前田　潮

早野　秀章 中尾　義次 奥山　大樹 大西　アツミ 都木　陽平

松本　彩里 鈴木　義輝 小山　俊介 金澤　秀樹 黒澤　浩樹

永田　清子 吉田　翔自 川田　綾香 菊田　英明 鈴木　慎介



奥山　道記 斎藤　忠則 井上　正昭 竹内　洋修 吉﨑　宣夫

大西　洋 中田　みどり 井上　正昭 山口　武彦 水嶋　浩雅

柏木　伸之 稲垣　敏浩 須田　悠紀子 吉本　宗平 加藤　邦彦

市原　和枝 岡本　慎之介 出口　昌孝 石井　廉清 松浦　三郎

池田　務 小竹　義隆 出口　昌孝 山下　貴則 佐々木　敏夫

山田　知秀 加藤　博久 阿部　紀代子 中西　大輔 岡崎　美樹孝

魚住　輝雄 大橋　彰久 藤原　薫 佐藤　薫之 松尾　敏博

児嶋　一浩 下谷　幸司 太田　賢仁 龍本　純平 永山　和幸

金子　健太郎 長嶋　幸雄 蜂須賀　久晴 高本　隆一 松村　隆久

水谷　和宏 二谷　伸哉 河村　和夫 宮﨑　直子 大島　利恵

魚住　輝雄 中村　正徳 高橋　昌宏 長沢　圭介 大島　利恵

岡崎　利彦 生駒　正明 小野　均 上田　美鶴 安達　睦子

泉谷　正伸 金森　信厚 西嶋　達男 小松　嘉人 芹澤　宏

小林　達也 好井　浩 芳賀　康平 萩原　健蔵 中野　充哲

石原　藤樹 池田　麻衣子 内田　芳則 鍛治田　剛裕 金子　雅俊

小中　基弘 土肥　義博 坂口　祐美 島袋　亮 山上　明

松村　吉章 川端　京子 川本　喜樹 中村　聖香 白鳥　美子

宮内　秀夫 福井　泰信 富川　めぐみ 山根　唯司 小松　美香

森　由美子 松田　佳子 中山　達也 大松　正江 村田　康郎

長谷川　あつ子 三井　寿子 前多　誠次 前田　豊治 虻川　稜太

武藤　泰豊 北川　早苗 北村　ひとみ 森本　仁之 長沢　圭介

小澤　美砂 北川　幸助 林　隆道 齋藤　昌宏 亘　秀史

川上　光一 北川　哲史 脇　博一 中井　一徳 亀山　慶人

魯　文植 伊勢谷　マミ 梯　茂樹 中井　一徳 亀山　慶人

上田　一生 井本　章子 宮田　泰 森本　寛之 北村　あずさ

中川　由香 藤田　裕美 原田　茂 青木　宏

末村　直志 上田　和彦 弥永　望 萩本　和美 田島　一平

森島　厚 上田　和彦 野々垣　聡 髙田　悠生 増田　拓也

山下　浩幸 阿古　真紀 谷口　浩二 澤野井　保 酒井　春名

宮久保　ひとみ 掛樋　佐紀子 岡澤　哲朗 山岡　弘之 澤野井　保

清水　弘樹 石田　真美 芝野　孝佳 辻　輝穂 秋元　徹也

宮久保　忠典 小山　宏 前多　誠次 小原　茂 林　英次

松田　修 杉田　真佐子 石井　秀幸 井上　理人 成松　亨

信田　和則 三木　直弘 中嶋　茂博 市場　誠 錦　秀知

横垣　智絵 中川　佳男 長田　君枝 Peters II　Joseph James 近藤　修司

根津　寿美子 神田　賀久 高瀬　健作 Peters II　Joseph James 村上　一明

西本　隆一 水田　秀治 堀　鉄平 木舟　一郎 鈴木　喜久

緒方　洪輔 吉田　優二 籏智　幸政 玉木　睦実 千種　成俊

鈴木　雅也 上田　勝 児山　紀子 鈴木　優 龍　貴

大杉　和也 藤田　朋央 江原　朋子 弘田　和也 門脇　博

武本　達雄 立川　寛之 北村　浩一 田中　映 今井　航

吉川　恒男 丸山　さやか 吉川　徹二 志野　敬久 和田　元

松谷　秀夫 福有　雅 佐野　博久 竹ノ下　均 伊藤　岳人

吉田　誠 岡本　直之 中川　崇 太田　賢仁 久堀　保

依田　寛永 井上　和彦 福島　米春 安川　亮 佐藤　薫之

松村　隆久 乙部　美代子 矢野　美喜 小渡　康行 河原　浩平

西山　明慶 栃岡　佳樹 竹内　行夫 佐々木　愛子 原地　陽子

松村　隆久 栃岡　佳樹 茂見　忠弘 鈴木　宏光 鈴木　亘

Peters II　Joseph James 手島　浩平 松村　雅司 山田　法胤 西野　恵次



福万　広信 門脇　博 今田　一郎 仁張　真人 酒巻　花穂

酒井　正仁 古川　優史 坂本　守 西野　恵次 中村　拓郎

Peters II　Joseph James 古川　優史 坂本　守 田端　和高 水島　崇

杉下　成之 加藤　進 前角　智子 秋庭　元恵 石田　貴昭

大西　美栄子 高島　彩香 八掛　達格 須田　慎之介 市川　寛

森　光子 朝日　知行 栗栖　陽 松田　佐知子 深見　純一

押田　徹 秋田　年数 伊藤　秋史 仁藤　拓実 清本　みどり

松村　健次 河野　恭也 松田　祐樹 村田　雄彦 勝谷　雅子

谷元　昭文 伊藤　隆 倉田　翼 阪本　真弓 太田　賢仁

指田　仁 佐々木原　誠司 菅　万昌 山野井　聡 福田　賢一

川口　謙一 井久保　哲也 塚田　智成 伊藤　幸司 栗岡　宏彰

梅澤　慶一 大宅　誠 岩田　洋海 小関　光比古 篠塚　一久

小林　史朗 梶本　理香 篠田　光広 Peters II　Joseph James 仁科　秀崇

小澤　嘉豊 海北　聰子 山田　忍 Peters II　Joseph James 暮部　恵子

田中　憲次 松田　伸広 眞野　宏 河野　弘毅 上田　素子

上野　真美 山本　将貴 佐野　亮 大沼　瑞栄

菅野　信也 油井　武史 長野　繁 梁田　智仁

堀口　聡志 鍛治田　剛裕 竜江　絵里奈 井上　芳子


