
※敬省略、公開希望の方のみ

北海道 HAPPY☆Smapporo 埼玉県 みねも 東京都 4th St Hermosa Beach,California 東京都 磯裕明 東京都 障害者就労支援協会

北海道 ISSA 埼玉県 みや 東京都 5map 東京都 一ノ瀬司 東京都 上村洋範

北海道 NAKAMA 埼玉県 モナイト 東京都 ＡＣ 東京都 一般社団法人ZERO 東京都 上田元

北海道 さお 埼玉県 モモ 東京都 Ａｎｄａｎｔｅ 東京都 一般社団法人日本舶用工業会 東京都 新しい地図NAKAMA103

北海道 シュウヤ 埼玉県 ヤマタカオ 東京都 Arizonara 東京都 稲積良彦 東京都 新橋典子

北海道 なーちゃん 埼玉県 やまちゃん 東京都 ATA健太 東京都 浦元啓 東京都 新美敦也

北海道 ハンギョル 埼玉県 伊勢崎功哉 東京都 colon 東京都 永井映子 東京都 森昭生・都子

北海道 ミハイル 埼玉県 伊藤裕二 東京都 Crappyナオト 東京都 永島智広 東京都 水上英樹

北海道 佐々木あおい 埼玉県 宇野健一 東京都 ＤＫライダー 東京都 榎戸和子 東京都 水谷啓太

北海道 最能智史 埼玉県 奥木綾 東京都 Hide 東京都 園部さやか 東京都 杉本みづほ

北海道 雪斗 埼玉県 王海龍 東京都 izzy cake baking fundraiser 東京都 奥平真砂子 東京都 杉本辰徳

北海道 川村みどり 埼玉県 加藤優花 東京都 keicoyoga 東京都 応援団員No.22 東京都 菅里実

北海道 函東工業株式会社 埼玉県 吉田祥平 東京都 koba 東京都 岡村拓朗 東京都 星野曉

北海道 平松大樹 埼玉県 金岡京英 東京都 lino 東京都 加藤温 東京都 西岐柚里佳

北海道 無職の21歳　コロナで帰国しました 埼玉県 金泰英 東京都 MH 東京都 加藤俊子 東京都 西村朋子

青森県 高田豪 埼玉県 金塚ひろみ 東京都 MICK 東京都 加藤庸夫 東京都 西村優吾

岩手県 二階堂友彦 埼玉県 五野上恵美 東京都 MIHO TOKUDA 東京都 河村伸吾 東京都 西田ひまわり

岩手県 ぴん 埼玉県 御園勝造 東京都 MONAKADAIFUKU 東京都 河本義仁 東京都 青島健賢

宮城県 962 埼玉県 高橋斉 東京都 nogimama 東京都 河野雅治 東京都 石井直光

宮城県 HARU2KA 埼玉県 佐藤夕貴 東京都 noi 東京都 柿崎明子 東京都 石田和也

宮城県 senndaiken 埼玉県 三鍋いづみ 東京都 SeRPeNT 東京都 樫八重なつき 東京都 赤松友成

宮城県 おすし 埼玉県 山崎美穂 東京都 SMAP大好き 東京都 梶原恭三 東京都 千葉蘭

宮城県 伊東誠子 埼玉県 酒処居心家GW唐揚げ企画 東京都 Susumu 新人ガオラー 東京都 株式会社カシワテック 東京都 川添真也

宮城県 稲垣麻衣子 埼玉県 新しい地図ぽん 東京都 Susumu新人ガオラー 東京都 株式会社クオカード 東京都 箭内昇

宮城県 横山秀二 埼玉県 新原里彩 東京都 TAKE 東京都 株式会社第一情報システムズ 東京都 前田彰子

宮城県 岡本尚大 埼玉県 神山清雄 東京都 tomo700101@gmail.com 東京都 管理人 東京都 前野粒子

宮城県 宍戸佳奈子 埼玉県 神山徹 東京都 TTDLMO 東京都 関綾音 東京都 霜降り明星　粗品

宮城県 松村翔子 埼玉県 秦超 東京都 Women's ATHLETE session 東京都 館野智哉 東京都 増野かえで

宮城県 瀬戸友美 埼玉県 須賀茂 東京都 yuchan 東京都 岩井克人 東京都 村岡寛和

宮城県 石川電装株式会社 埼玉県 須藤博倫 東京都 yurigon43@gmail.com 東京都 岩崎康二 東京都 多田名津子

宮城県 大和田かほる 埼玉県 石井克佳 東京都 アップアニージャパン株式会社 東京都 岩切正之 東京都 太田渉子

宮城県 田中奈里 埼玉県 石田翔悟 東京都 あべまい 東京都 紀駿民 東京都 大下英人

宮城県 藤森有紀 埼玉県 川村洋生 東京都 アミー株式会社 東京都 亀岡直 東京都 大熊康司

宮城県 本杉洸也 埼玉県 早乙女侑子 東京都 あやこのぶっちゃけ美容会議 東京都 菊池亜姫乃 東京都 大山恵介

宮城県 濱口聡子 埼玉県 大江健太 東京都 あややちん 東京都 久保里恵子 東京都 大森淳子

秋田県 サクラ٭❀* 埼玉県 大山文雄 東京都 ありがとうございます医療関係者の皆様 東京都 宮坂広行 東京都 大村崇寛

秋田県 横浜流星パーポーマスク流友チーム 埼玉県 大内隆美 東京都 うしやまだひろし 東京都 宮本美香 東京都 大竹央泰

山形県 戸田屋菓遊会 埼玉県 池ノ谷順子 東京都 エイピアジャパン 東京都 強口慧一郎 東京都 大塚由美

山形県 松坂有花里 埼玉県 中薗裕行 東京都 えす。 東京都 橋爪ナナ 東京都 大和田ノ権佐助

山形県 松澤拓也 埼玉県 長谷川弥生 東京都 オオガメ 東京都 桐生順平 東京都 瀧尋子

福島県 You 埼玉県 田村栄美子 東京都 かおす 東京都 串田朋恵 東京都 沢真司

福島県 うさぎ 埼玉県 田中保子 東京都 かおなし 東京都 熊倉俊幸 東京都 谷田桜子

福島県 くーにゃん 埼玉県 渡邉敬二 東京都 かぶら屋上野 東京都 兼田博光 東京都 池田真理子

福島県 ココアママ 埼玉県 二宮雅也 東京都 がんばれニッポン 東京都 堅田功嗣 東京都 竹中康裕

福島県 遠藤久美子 埼玉県 武田和昌 東京都 くに 東京都 見原翔子 東京都 竹田周

福島県 家から応援！ 埼玉県 片岡盛哉 東京都 くまもん 東京都 顕微鏡大好き 東京都 竹田松太郎

福島県 宮口由紀江 埼玉県 朋江ともえ 東京都 クミタン 東京都 原田泰伸 東京都 中根健

福島県 金子功 埼玉県 堀田芳生 東京都 グラクソ・スミスクライン株式会社 東京都 原木華子 東京都 中山真梨子

福島県 酒井千加子 埼玉県 与野がっぱ 東京都 クレコリサーチ＆コンサルティング株式会社 東京都 古賀信行 東京都 中嶋嘉章

福島県 小名浜造船株式会社 埼玉県 鈴木貴裕 東京都 くろのちゃん 東京都 後藤博之 東京都 中満陽平

福島県 渡辺一樹 埼玉県 齋藤洸城 東京都 くわばらさわ 東京都 御嶽山の猫 東京都 中野芙奏

福島県 渡辺真央 埼玉県 齊藤祐子 東京都 こうが代表 東京都 荒川恵 東京都 張暁賓

福島県 日本がんばれ 千葉県 BTS JIN 東京都 こひまみ 東京都 高橋昇 東京都 長坂英樹

福島県 鈴木悠平 千葉県 cloudriver 東京都 コロナ退治 東京都 高橋富美子 東京都 長瀬富美

福島県 齋藤愛 千葉県 drop 東京都 さととん 東京都 高橋由美子 東京都 長谷川朱音

茨城県 BLITZ ARMS 千葉県 MIMI 東京都 シーエステクノロジーズ 東京都 高村耕平 東京都 長谷川隆治

茨城県 tomo 千葉県 YOSHIHIRO 東京都 しず 東京都 高辻大基 東京都 長田晶子

茨城県 阿部桜 千葉県 YUJI.Y 東京都 ジャパンウオーク 東京都 高嶋嗣仁 東京都 長田頼宗

茨城県 吉井はるか 千葉県 あっこ 東京都 スイン 東京都 佐々木威英 東京都 辻裕子

茨城県 吉村常明 千葉県 アッちゃん 東京都 スターティス株式会社 東京都 佐竹誠 東京都 田村啓子

茨城県 栗原潤 千葉県 あねもね 東京都 スタンダードチャータード銀行　東京支店 東京都 佐藤貴晃 東京都 田中圭

茨城県 佐々木誠 千葉県 ありがとうございます！ 東京都 すみれもん 東京都 佐藤葉月 東京都 田中彩子

茨城県 佐伯大 千葉県 いとうゆうこ 東京都 ソニー株式会社 東京都 佐伯穂高 東京都 田中志穂

茨城県 小畑真子 千葉県 おじろさん 東京都 たかはしちほ 東京都 佐野ゆか 東京都 田中麻里

茨城県 長通幸大 千葉県 キラキラ学園 東京都 タグチシンイチロウ 東京都 座波さおり 東京都 田島圭二郎

茨城県 平塚裕真 千葉県 こぶりお牧場 東京都 たまごのかなた 東京都 坂上大 東京都 渡部恒雄

茨城県 鈴木裕也 千葉県 チワワのラッキーくん 東京都 ちはる 東京都 坂部明 東京都 渡邊雄

栃木県 ＨＣＣソフト株式会社 千葉県 ツケツケ 東京都 つんつくつに 東京都 坂本正弘 東京都 渡邉博重

栃木県 ねこねこ 千葉県 はにわ28號 東京都 テイクツー・インタラクティブジャパン合同会社 東京都 阪田卓洋 東京都 登坂康哉

栃木県 みんなで頑張ろう 千葉県 ひごくま 東京都 できることをさがそう 東京都 崎本優 東京都 土屋典子

栃木県 岸あや乃 千葉県 ヒラノタカコ 東京都 テニスマニア 東京都 笹川医学研修生 東京都 土生哲

栃木県 山田江里 千葉県 ふー子ママ 東京都 デューセンベルグ・テクノロジーサービス 東京都 笹川治信 東京都 土谷愛

栃木県 松島潔 千葉県 ぷらいまるあふぇくしょん 東京都 ニューロ・オン 東京都 三田村健一 東京都 東京農大 酒仙会

栃木県 大貫美波 千葉県 ゆきちゃん 東京都 ビーエーインターナショナル 東京都 山じゅん 東京都 藤井なつ音

栃木県 田代宰士 千葉県 わたこ 東京都 ぴかこ 東京都 山下美砂 東京都 藤賢誠

群馬県 うりぼう 千葉県 依田真門 東京都 ビディンガー顕士 東京都 山口桂 東京都 藤代國忠

群馬県 えみ 千葉県 岩井諒 東京都 ビレグサイハン 東京都 山口千絵子 東京都 藤田秀昭

群馬県 ぷりん 千葉県 宮田俊夫 東京都 ほし 東京都 山崎ケビン 東京都 特定非営利活動法人ともに経営ネットワーク

群馬県 マヨ淑女 千葉県 甲守弘 東京都 まねきねこ 東京都 山崎まりえ 東京都 内山未央

群馬県 岡田昌道 千葉県 甲斐翔大 東京都 まるまるまるちゃん 東京都 山中澪 東京都 二之湯武史

群馬県 岡部幸弘 千葉県 高倉典子 東京都 みいみい 東京都 山田高士 東京都 日向琴美

群馬県 鎌田実 千葉県 今自分にできること 東京都 みの 東京都 山田俊介 東京都 日本船舶電装協会

群馬県 高田慎悟 千葉県 今泉達也 東京都 めぐゆう 東京都 山田泰久 東京都 日本中小型造船工業会

群馬県 山崎智也 千葉県 紺野茂朗 東京都 モハメド 東京都 山内健太郎 東京都 馬淵信行

群馬県 真由 千葉県 佐藤洋幸 東京都 やなちん 東京都 山本慎也 東京都 梅澤明子

群馬県 大澤直子 千葉県 斎藤るみ子 東京都 ゆるり＊堂 東京都 市川雅一 東京都 白砂肖明

群馬県 福士真優 千葉県 斎藤育宏 東京都 ヨーコです 東京都 児玉哲哉 東京都 樋口愛

埼玉県 candy queen 千葉県 市原愛美 東京都 りーりす 東京都 時田明美 東京都 冨岡紋華

埼玉県 Chiffon 千葉県 糸久麻里枝 東京都 リョウ 東京都 篠崎輝 東京都 冨樫航平

埼玉県 chikisma27 千葉県 徐涂逢金 東京都 れいんぼーひめ 東京都 柴田高幸 東京都 武政茂

埼玉県 FLAMINGO SPECIAL 千葉県 菖蒲正和 東京都 わちふぃーるどの住民 東京都 柴田奏汰 東京都 武田極光

埼玉県 hico 千葉県 新型コロナ災害支援 東京都 阿部昌仁 東京都 柴田博史 東京都 武田尚浩

埼玉県 SARAH！ 千葉県 森奈緒 東京都 阿部雄一郎 東京都 守口友美 東京都 武田祥照

埼玉県 SMAPファン 千葉県 人間力大學理事長　大嶋啓介 東京都 哀川まこと 東京都 手塚芳幸 東京都 武田崇史

埼玉県 tanusan 千葉県 星野明世 東京都 渥美博行 東京都 秋山貴幸 東京都 葡萄戦士

埼玉県 ありがとう 千葉県 浅井克太 東京都 安達章 東京都 住まい工房 東京都 福島彩

埼玉県 エコーコーポレーション 千葉県 村上達也 東京都 伊藤瑛利 東京都 出町慎一 東京都 福本理恵

埼玉県 おこれんはる 千葉県 大田寛之 東京都 伊藤健彦 東京都 小高恵子 東京都 平岡貴子

埼玉県 おはぎねこ 千葉県 大野純一 東京都 伊藤慎也 東京都 小崎徹子 東京都 平山浩司

埼玉県 ガヤ 千葉県 中島誠也 東京都 伊藤生人 東京都 小出祐輝 東京都 平田賢佑

埼玉県 キイロイトモ 千葉県 中島茂 東京都 伊藤達也 東京都 小石原誠 東京都 平部恵

埼玉県 コロナに負けるな！ 千葉県 長岡花をり 東京都 伊藤邦一 東京都 小暮美津子 東京都 片岡偲

埼玉県 シンさん 千葉県 土屋大 東京都 依田省吾 東京都 小野真暉 東京都 宝居治和

埼玉県 セイバーオルタ 千葉県 藤井俊介 東京都 医療従事者に感謝 東京都 小野田美佐子 東京都 豊田晃樹

埼玉県 ドミノ・ピザ東松山新宿町店 千葉県 樋口哲朗 東京都 井口洋子 東京都 小林広平 東京都 北村智嗣

埼玉県 のぞみ 千葉県 木下自由 東京都 井上貴雄 東京都 松岡かれん 東京都 牧野友衛

埼玉県 のりっぺ 千葉県 林碧斗 東京都 井上智博 東京都 松岡直弥 東京都 蜜です、蜜です蜜です！

埼玉県 ヒノモトテルヲ 千葉県 鈴木久美子 東京都 井上智美 東京都 松岡悠貴 東京都 明子

埼玉県 まこりこパパ 千葉県 鈴木健夫 東京都 井上敦 東京都 松岡里沙 東京都 木下園子

埼玉県 マサト 千葉県 齊藤雅人 東京都 井上文暁 東京都 松本大 東京都 野元夏織

埼玉県 ミッコママ 東京都 (株)デプトカンパニー 東京都 井上涼介 東京都 松本拓也 東京都 野中英治

災害復興支援特別基金<新型コロナウイルス緊急支援>　寄付者様一覧①

◆対象期間：2020/4/7~2020/5/31◆



※敬省略、公開希望の方のみ

東京都 野島龍一 神奈川県 大江優作 愛知県 伊地知志保 大阪府 金杉直子 広島県 ゆぅちゃん・ティライミ

東京都 矢部貴大 神奈川県 大塚康二 愛知県 一宮夕莉 大阪府 高井健一 広島県 株式会社シンコー

東京都 柳和紀 神奈川県 中村洋子 愛知県 一色雅昭 大阪府 佐々木ちなみ 広島県 株式会社永和

東京都 李一峰 神奈川県 中村頼子 愛知県 稲熊智美 大阪府 三協製作所 広島県 山下和彦

東京都 李雨潔 神奈川県 長谷真子 愛知県 永山圧送 大阪府 三杉篤史 広島県 松岡泰佑

東京都 李群 神奈川県 鶴岡実 愛知県 援護員アース 大阪府 三津谷亜左子 広島県 新田真也

東京都 緑地公園のおっさん 神奈川県 田中れい 愛知県 下徳信子 大阪府 山口沙也加 山口県 りっぴーらむね

東京都 鈴木慶一朗 神奈川県 渡辺昇 愛知県 河村了 大阪府 実結 山口県 佐々木裕美

東京都 櫻岡沙矢香 神奈川県 渡辺千草 愛知県 関一貴 大阪府 芝田美穂 山口県 大晃ホールディングス株式会社

東京都 齋藤源 神奈川県 渡邊敦 愛知県 岩田遥樹 大阪府 弱酸性次亜塩素酸水TUNAGUつなぐ 徳島県 篠原理

東京都 閻雷 神奈川県 東慶太 愛知県 古橋奈美 大阪府 酒部佑介 香川県 コロナに負けない

神奈川県 AkkunGames 神奈川県 藤井浩子 愛知県 古川誠之 大阪府 諸岡大揮 香川県 さくら

神奈川県 are 神奈川県 日本舶用エレクトロニクス株式会社 愛知県 工藤巳樹生 大阪府 女性の日常を輝く非日常にするファクトリーブランドNARU 香川県 りおか

神奈川県 Ｈ.た～やん 神奈川県 納村道一 愛知県 荒川泰宏 大阪府 石倉悟 香川県 加藤ひかり

神奈川県 KS414 神奈川県 板井健 愛知県 高野心吾 大阪府 石野貴之 香川県 片岡雅裕

神奈川県 mekaaaz 神奈川県 富永章 愛知県 佐々木絵梨 大阪府 赤山陽菜 香川県 林明子

神奈川県 Nori 神奈川県 富士貿易株式会社 愛知県 坂元浩仁 大阪府 川咲寛司 愛媛県 ＢＥＭＡＣ株式会社

神奈川県 waka_s_f 神奈川県 北海リラックマ 愛知県 山田香澄 大阪府 前田隼矢 愛媛県 D;

神奈川県 yukura 神奈川県 北條弘子 愛知県 松浦佐知 大阪府 大坪美奈子 愛媛県 せとうちバス総長

神奈川県 ウェールズアランヒョウオン 神奈川県 矢菅浩規 愛知県 森雅史 大阪府 丹田摩由美 愛媛県 はじめ

神奈川県 ウエハラチエ 神奈川県 矢尾板いづみ 愛知県 須藤卓也 大阪府 中野次郎 愛媛県 みしぇる

神奈川県 かもめプロペラ株式会社 神奈川県 落合正敏 愛知県 水野里美 大阪府 長元さや 愛媛県 やま

神奈川県 がんばれ日本 神奈川県 鈴木綾弥音 愛知県 西川洋子 大阪府 長谷川義高 愛媛県 守屋優作

神奈川県 きつもし 神奈川県 鈴木彰馬 愛知県 西尾亮輔 大阪府 田中絵美 愛媛県 潮冷熱株式会社

神奈川県 ジャッキー 神奈川県 澤田仁志 愛知県 川島育代 大阪府 藤吉麻衣 愛媛県 友澤公志

神奈川県 ジャパンウオーク 新潟県 SMAP新しい地図のファンより 愛知県 村上知謙 大阪府 藤原晃 愛媛県 髙橋希武

神奈川県 しろくママ 新潟県 ケアプランセンターひまわり 愛知県 中村拓海 大阪府 藤木義昭 高知県 上野泰宏

神奈川県 ソルバーグ・インターナショナル・ジャパン株式会社 新潟県 ぶっちっち 愛知県 湯崎遼真 大阪府 白石健 高知県 橋本慶子

神奈川県 たっちーくん 新潟県 丸山秀幸 愛知県 徳永憲哉 大阪府 木上央 福岡県 e.ki

神奈川県 チャリティーインスタライブヨガ 新潟県 熊谷克巳 愛知県 武藤伊澄 大阪府 木村崇彦 福岡県 shoshi

神奈川県 ディスカバリー株式会社 新潟県 原弘達 愛知県 伏見卓 大阪府 NPO法人南大阪自立支援センター （物品寄付） 福岡県 SMAPファン ちゃっかり

神奈川県 とーこ 新潟県 佐久間雅義 愛知県 平尾亜希矢 兵庫県 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 福岡県 YUKA

神奈川県 ハラダマン 新潟県 七里純子 愛知県 平本真之 兵庫県 アマビエフロッグ支援の輪 福岡県 アマビエ様手作りはっぴ財団

神奈川県 ピゥリ 新潟県 鷲尾泰平 愛知県 北野輝季 兵庫県 兵神機械工業株式会社 福岡県 しらぼう

神奈川県 ブラタモリのナレーションは剛 富山県 お福分け 愛知県 木下京子 兵庫県 古野電気株式会社 福岡県 たっちゃん

神奈川県 ヘアーコンテストワンステップ 富山県 ふるせひろき 愛知県 木下真希 兵庫県 navihawk78 福岡県 りぃたん

神奈川県 へーちゃん 富山県 佐藤璃歩 愛知県 木幡純也 兵庫県 藤岡俊介 福岡県 芦屋のジャイアン

神奈川県 ボスハリー 富山県 米澤陽子 愛知県 野中一平 兵庫県 重木輝彦 福岡県 永田真也

神奈川県 まー 石川県 YUKARI 愛知県 鈴木遼平 兵庫県 鈴谷一平 福岡県 吉原良子

神奈川県 まっちゃん 石川県 みんなで乗り越えよう。 愛知県 齋藤啓子 兵庫県 岡本鉄工株式会社 福岡県 吉本優衣

神奈川県 みかん 石川県 やまのぼり 三重県 Cookie（クッキー） 兵庫県 BTS JAPAN ARMY 福岡県 高田栄一

神奈川県 めめ 石川県 阿部一志 三重県 ryoga 兵庫県 He the kackn 福岡県 山田尚

神奈川県 ゆいまる 石川県 金沢市の全国通訳案内士 三重県 いっしょにがんばりましょう 兵庫県 バベル裁判所 福岡県 松隈まき

神奈川県 よーたえ 石川県 山本真理子 三重県 おちゃみんぐ 兵庫県 サカモトキョウコ 福岡県 清野聡子

神奈川県 れい 石川県 笑門来福 三重県 井場裕 兵庫県 中井真弓 福岡県 西川

神奈川県 れーか 石川県 水上浩充 三重県 原のり子クッキングスクール 兵庫県 チョココロ 福岡県 西鉄陸上部福田穣

神奈川県 安達宏鎮 福井県 げんちゃん 三重県 高木康之 兵庫県 べるかな 福岡県 川崎成子

神奈川県 安保ちゃん 福井県 さりぃ 三重県 服部繁男 兵庫県 のんきくん･インティライミ 福岡県 川端亮介

神奈川県 伊藤琢也 福井県 恩地宏彰 滋賀県 山本英志 兵庫県 タンカ 福岡県 藤野茂成

神奈川県 医療従事者への感謝！ 福井県 知原裕生 滋賀県 前田義秀 兵庫県 正木芳恵 福岡県 萩嶺浄信

神奈川県 宇津木計器 福井県 張本拓也 滋賀県 日下部武敏 兵庫県 村井一隆 福岡県 博多の森不動産

神奈川県 羽根竜彦 福井県 萩原秀人 滋賀県 馬場貴也 兵庫県 石塚広美 福岡県 野見山晃

神奈川県 永田真梧 山梨県 rokoroko 京都府 No.72 兵庫県 中尾亮太 福岡県 有限会社栄建設

神奈川県 塩澤孝俊 山梨県 イッシー 京都府 Yukito 兵庫県 井上恵子 佐賀県 マッキー

神奈川県 河宮未知生 山梨県 中山裕介 京都府 ポヨーン 兵庫県 伊原聡子 佐賀県 安河内健

神奈川県 花井渉 山梨県 梅田貴子 京都府 井上富子 兵庫県 椙山早苗 佐賀県 岩永浩誠

神奈川県 角井信行 長野県 ゆう 京都府 丸野一樹 兵庫県 横田明日香 佐賀県 佐藤憲郎

神奈川県 株式会社日本海洋科学    株式会社MTI 長野県 宮本彩 京都府 宮越しをり 兵庫県 石橋克枝 佐賀県 堤啓輔

神奈川県 関本希海 長野県 寺澤祐司 京都府 公益財団法人 兵庫県 みんなで乗り切ろう！ 佐賀県 唐津ラグーンベース一同

神奈川県 岸本正晴 長野県 小野正行 京都府 香川素子 兵庫県 sonosheet 佐賀県 百武翔

神奈川県 菊池浩司 長野県 上條美紀 京都府 香川颯太 兵庫県 小さな着物のお店＊petite lueur＊ 佐賀県 峰竜太

神奈川県 吉尾知子 長野県 大森美花 京都府 高橋美由季 兵庫県 片山憂子 佐賀県 北川太一

神奈川県 宮嶋祐一 長野県 中村 英章 京都府 小西知波 兵庫県 アールサービス 長崎県 ぽーる

神奈川県 金井宏之 岐阜県 ケダユカリ 京都府 森本直樹 兵庫県 ボス 長崎県 りなりる

神奈川県 慶應義塾体育会庭球部 岐阜県 郭達意 京都府 西本真奈美 兵庫県 山内俊 長崎県 出口恵三香

神奈川県 戸塚芳男 岐阜県 亀山大輔 京都府 川岸憲夫 兵庫県 miya 長崎県 松園利之

神奈川県 後藤大輔 岐阜県 宮南竜吾 京都府 中橋貴彦 兵庫県 あやちゃん 長崎県 大村市モーターボート競走事業

神奈川県 御嬢 岐阜県 後藤有咲 京都府 木舩真斗香 兵庫県 藤城里美 長崎県 鶴田桃子

神奈川県 甲斐宗一郎 岐阜県 荒木聡 京都府 鈴木重郷 兵庫県 関西住宅設備 長崎県 樋口正佐美

神奈川県 荒井瑠伽 岐阜県 高畠良 京都府 澤田久代 奈良県 なむちゃんとこうめちゃん 熊本県 みらお

神奈川県 高島梨緒 岐阜県 西田旭宏 大阪府 BTS JIMIN 奈良県 松出直也と応援してくださる皆様＆仲間たち 熊本県 ゆんてぃ

神奈川県 黒沢友凱 岐阜県 田村直也 大阪府 Karthik P V 奈良県 まやら～ 熊本県 古澤実莉

神奈川県 今井直人 岐阜県 林芳郎 大阪府 kayomin 奈良県 森本康平 熊本県 石本愛加

神奈川県 佐藤栄佐久 静岡県 ウメハナリレーションズ松原美里 大阪府 Ｍ．Ｉ．Ｐａｒｔｎｅｒｓ 奈良県 楠魁人 熊本県 俵尚貴

神奈川県 佐藤尚子 静岡県 エッたん 大阪府 ririko 奈良県 松田恭美 熊本県 澤田知江

神奈川県 三宅由華 静岡県 さゆりん 大阪府 YukiYuki 奈良県 大野光子 大分県 甲斐奈美

神奈川県 三島通世 静岡県 ぽぽ笑 大阪府 あおい 奈良県 藤本真章 宮崎県 Mizuyo

神奈川県 山口義治 静岡県 ゆいな 大阪府 あやか 和歌山県 こうちゃん 宮崎県 スヌ

神奈川県 山田瑞恵 静岡県 りーっっ・インティライミ 大阪府 エイミー 和歌山県 顔晴ろう！世界 宮崎県 下徳しずく

神奈川県 若戸正樹 静岡県 リコリコ 大阪府 がんばろう！ 和歌山県 顔晴ろう！日本 鹿児島県 ならぴー

神奈川県 宗石圭太 静岡県 河下隆哉 大阪府 きらりんこ 和歌山県 形部真由 鹿児島県 まえだひろやす

神奈川県 小石川彩 静岡県 株式会社赤阪鐵工所 大阪府 ジャパンハムワージ株式会社 和歌山県 松本宏幸 鹿児島県 後藤優太

神奈川県 小曽秀道 静岡県 菊地孝平 大阪府 たーこちゃんこと夕子.インティライミ 鳥取県 えむとば 鹿児島県 荒田ゆかり

神奈川県 小林真晴 静岡県 芹澤克彦 大阪府 ダイハツディーゼル株式会社 鳥取県 山岡華代 鹿児島県 津崎真希

神奈川県 小林正典 静岡県 金子良昭 大阪府 たか 鳥取県 石倉慧一 沖縄県 伊波良彦

神奈川県 小林利充 静岡県 三木茉奈美 大阪府 ちぃ 鳥取県 茶太郎 沖縄県 健康沖縄はりきゅうフェスタ

神奈川県 松本洋子 静岡県 石王丸貴章 大阪府 チーム正野 鳥取県 藤原豊 沖縄県 山田美絵

神奈川県 新井真 静岡県 石岡興喜 大阪府 ねこりん 島根県 井上明夫 沖縄県 前田多季

神奈川県 新井雄一朗 静岡県 明陽電機株式会社 大阪府 ほめ育 岡山県 Attractive Fellows 海外 TAKEO SERIZAWA

神奈川県 森越陽 静岡県 鈴木達仁 大阪府 まーちゃん 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 海外 Keith Fujii

神奈川県 森春樹 愛知県  YOSHIO 大阪府 ミズノマリン 岡山県 マキノナオト 海外 Heng Chang Loo

神奈川県 深堀登 愛知県 MFC STORE 大阪府 ミヤタモエ 岡山県 めるめる 海外 日本頑張れ！

神奈川県 青山武史 愛知県 miko.1113 大阪府 もものかんづめ 岡山県 勝浦真帆 海外 Adrian

神奈川県 青木洋子 愛知県 Nゆり 大阪府 よりかく 岡山県 小橋とし子 海外 ステファン

神奈川県 石井しずか 愛知県 Produced by ME 大阪府 医療法人やまびこ会 岡山県 森泰弘 海外 DORISNAKAMA

神奈川県 石井美子 愛知県 かびごん 大阪府 河野純喜 岡山県 竹内雅俊 海外 土肥栄祐

神奈川県 石川晃一 愛知県 さらちゃん 大阪府 海保太郎 岡山県 中田原常会 海外 kaii

神奈川県 赤松毅史 愛知県 しゅーインティライミ 大阪府 株式会社金龍興業 岡山県 東朋子 海外 畠中達亮

神奈川県 川崎由香 愛知県 ひゅーず 大阪府 魚田咲江 広島県 SMAP・NAKAMA 海外 野田楓太

神奈川県 川満久恵 愛知県 マリア 大阪府 筋肉ドラゴンズ大好きマン 広島県 ひろぶん

神奈川県 多賀朋子 愛知県 みぃや 大阪府 近藤小由里 広島県 へいた

災害復興支援特別基金<新型コロナウイルス緊急支援>　寄付者様一覧②

◆対象期間：2020/4/7~2020/5/31◆


