
平成２９年ふるさと納税寄付状況 

 

「さとふる」にて寄付をいただいた方（順不同、敬称略） 

赤穗 秀樹 佐藤 淳 畠中 鐵道 

阿部 恵 佐藤 達雄 平島 大輔 

荒井 泰樹 佐藤 努 廣辻 雅喜 

有賀 正 嶋田 かずこ 深澤 広守 

井上 耕三 志村 政義 藤井 智幸 

入澤 敬信 新宮 広規 藤田 友則 

梅田 明加奈 鈴木 啓之 藤谷 健 

江口 恭也 鈴木 規央 堀家 徹也 

太田 康臣 関谷 浩二 松尾 聡 

小川 浩之 谷田 泰 宮下 翼 

小倉 良一 単 振鵬 向井 由佳 

葛城 大介 千葉 昭 向川 由里 

門崎 哲也 富田 直樹 村松 孝一 

兼松 徹 鳥巣 正弘 村山 美香 

兼村 雅仁 中井川 正男 森田 一幸 

久保 功 長澤 剛志 谷澤 律 

倉澤 正孝 中村 勇次 安本 和外 

小林 英樹 鍋野 由紀子 山中 秀夫 

小牧 優介 並木 秀子 山本 大樹 

駒野 勝大 西 智一 幸 晋之介 

近藤 司 西川 徳彰 吉川 卓司 

櫻井 佐代子 長谷川 亮太 渡邊 剛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「ふるさとチョイス」にて寄付をいただいた方（順不同、敬称略） 

會田 幸憲 久保 尊志 中川 勉敏 

青 諭志 久保田 粋穂 中野 英之 

秋山 雅彦 倉垣 千恵 中矢 智裕 

浅中 偉興 栗木 一 新倉 正啓 

有野 孝憲 栗原 幸子 西澤 正弥 

有延 寛 黒川 雅仁 沼里 雅仁 

池田 勇 黒瀩 匡順 則房 勇人 

池田 毅 小池 宏忠 萩原 太一郎 

石井 明 小泉 訓子 萩原 雄一 

石井 誠人 小寺 弘泰 橋場 聖 

石川 眞澄 後藤 弘幸 橋本 圭二 

石津 元康 後藤 康幸 長谷川 朋弘 

石原 滋彦 小林 一蔵 服部 勝彦 

一木 仁 小林 成輔 馬場 洋子 

乾 智一 小林 稔 浜村 友紀 

井上 英樹 米谷 潤二 林 真実 

猪口 哲也 小山 励基 張替 誉一 

岩﨑 孝敬 近藤 昭彦 樋口 壮志 

岩本 満 近藤 雅樹 樋口 治良 

宇佐美 公 佐々木 博之 平井 亮 

宇高 彰 鮫島 守 平尾 潤一郎 

宇都宮螺子株式会社  

宇都宮 美代子 
澤田 有司 平田 泰稔 

宇野 嘉紘 邑並 佑子 広瀩 真 

宇野 りゑ 篠原 達雄 廣津 修一 

笈木 和幸 篠原 亜由子 廣津 満寿美 

大泉 聡 芝田 麻里 廣畑 昌之 

大神 ハナ子 清水 智子 藤井 裕士 

大木 麻美子 清水 舟一郎 藤城 聡一郎 

大久保 和男 地村 英明 藤田 正治 

大熊 愛 白石 勝一郎 藤田 大作 

大本 明子 白石 信人 藤本 勇次 

岡 美佳 末森 岳志 藤原 良成 

岡本 愛子 末吉 俊幸 古野 康和 



岡本 裕二 須貝 謙司 細谷 正晴 

小川 久美子 菅原 健 前田 祐一 

沖 純也 杉元 重晴 増田 良太 

奥永 良樹 杉元 孝弘 増渕 康晃 

奥村 勝美 鈴木 恵美子 真面 昭一 

奥山 大輔 鈴木 康弘 三澤 竜平 

押 正也 鈴木 雄二 水野 奈津子 

乙部 陸代 清田 まり 水野 真人 

小畑 悠一 関戸 達哉 水守 稔浩 

緒林 秀典 Soble Jonathan 箕輪 浩一 

小美野 邦彦 高木 孝 三原 忠義 

甲斐 明夫 高澤 隆紀 宮﨑 誠郷 

甲斐 大嗣 高島 俊哉 三和 裕一 

貝嶋 彰 髙瀨 清貴 森 厚輔 

堅田 航平 髙橋 光男 ㈲森田 商会 

片山 美香 高宮 春樹 山岸 一郎 

門崎 哲也 竹内 俊介 山中 昌美 

金澤 慶治 竹田 伊知郎 山本 泰三 

川崎 彰 田代 周二 山本 祐太朗 

川﨑 仁美 舘下 繁仁 山本 ゆかり 

川島 生嗣 田辺 道子 山本 良二 

河村 泰典 千々和 龍美 横山 元 

北浦 岳志 辻 翼 吉田 晃子 

北口 勝久 東條 康宏 吉田 佳司 

北原 潤 時下 千洋 米山 浩子 

京瀧 崇久 豊浦 太郎 渡部 智 

楠本 英司 仲 裕介 渡辺 誠 

工藤 茂樹 中尾 登美子   
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