
令和２年度 ふるさと納税をいただいた皆様 

 

 ●この名簿には、公表を希望した方のみ掲載しております。 

 

●北海道 

 三角 彰宏   片岡 俊浩   菅野 紀幸   須藤 千恵子  岸本 友宏    

 佐藤 央幸   吉村 圭亮   管野 浩太郎  押野 晋彦   井上 雅文 

 髙田 雅伸 

●青森県 

 長沖 英行 

●宮城県 

 藤原 久子   田中 直子   石井 元康   御子柴 駿 

●秋田県 

 堤 祥浩 

●山形県 

 山本 惣一   三宅 賢 

●福島県 

 渡辺 和弘   松本 麻希 

●茨城県 

 小林 弘和   津田 与員   小薗井 正美  髙倉 昭    清水 弘 

●栃木県 

 武藤 正浩   中村 政雄   髙橋 明美   橋立 友晴 

●群馬県 

 小林 昭子 

●埼玉県 

 小松 泰三   細沼 義則   大塚 勇    徳丸 潤一   駒木野 亨 

 渋谷 浪子   岩井 吉人   篠塚 文雄   石原 史久 

●千葉県 

 中川 愛美   甲斐 和郎   原田 則雄   安中 宏明   神宮 広大 

 新行内 悦子  足立 圭    中島 秀之   増田 裕介   登 太陽 

 朝妻 克也   仲田 正徳   小野 泰彦   中村 しめ 

●東京都 

 松田 好雄   芦川 廣    平賀 和也   松井 仁志   金室 貴久 

 平川 雄士   梅脇 悠司   梅脇 恭子   伊藤 正直   樋口 直也 

 田村 修    藤井 陽江   坂井 花代子  藤代 國忠   田村 佐和子 

 柏木 浩樹   那須 宏之   井上 智雄   井髙 隆    山本 浩史 



 池内 久太郎  入澤 清輝   原 秀子    陣内 優    加藤 彰浩 

 横山 大輝   片岡 直樹   柴野 大介   佐谷 健一郎  野呂 芙有子 

 榎本 貴理枝  鯛 仁和    井上 瞳    谷川 裕己男  谷川 鈴子 

 清水 雄二   三浦 信子   古屋 雄次   徳永 薫    津田 雄三 

 菊地 孝一   細谷 悦功   打土井 健一  神藤 登    嶋田 秀行 

 柳澤 誉之   國井 重男   岩田 拓郎   奥井 世志子  時政 和宏 

 赤嶺 優樹   廣瀬 道輝   本田 和之   新井 信哉   三野 穂高 

 藤田 健登   丸山 紀清   山徳 重嗣   三好 健一郎  布施 伸章 

 関野 雅弘   井上 眞一   松久 威史   中川 学    芝田 茂生 

 渡部 一弘   谷川 真由子  佐藤 将之   増山 翔太    

●神奈川県 

 山本 敦    金子 正治   大山 美佐緒  金子 美恵子  大園 光廣 

 大邊 一三   豆野 幸男   岩崎 次郎   北村 富士雄  濱野 成章 

 玉木 昇    中川 元樹   西谷 明洋   岡田 良春   堀川 啓佑 

 中西 徳明   古川 広樹   宮沢 晃    真下 純一   笠原 吉淳 

 田中 一男   前田 裕美子  片桐 裕美   松本 牧途   石原 達子 

 脇 清     金子 武男   嵯峨野 彬成  増田 修一   冬柴 英志 

 奥田 直雅   庄司 和良 

●新潟県 

 金谷 史夫 

●富山県 

 串田 勝治 

●石川県 

 齋藤 充弘   鈴木 智博   野村 隆子 

●福井県 

 坂本 雅敏   平澤 和浩   吾田 昌謙 

●山梨県 

 早形 重洋 

●長野県 

 石曽根 健   有賀 正治 

●岐阜県 

 大塚 祐矢   大塚 容平   大塚 俊之   小島 治    石榑 一博 

 前島 慶子   杉山 貴生   田中 資康   伊藤 誓悟 

●静岡県 

 鈴木 聡美   花房 孝光   野村 和世   北堀 孝典 

 



●愛知県 

 八木 啓    置田 智一   加島 鍵三   西野 正暉   早川 良子 

 柴田 喜代春  伊藤 富久   羽田 勇一朗  纐纈 智宏   加藤 佐和子 

 田村 彰男   関 徳男    辻 佳伸    長田 一雄   嶋田 淳一 

 丸一 佑真   時田 一弘   早瀬 照子 

●三重県 

 勢戸 康弘   山下 淳一   土田 繁    中村 信夫 

●滋賀県 

 左近 和男   竹井 信好   木谷 多重子  田中 信幸   久田 真也 

 中塚 貴之   左近 和男 

●京都府 

 塩見 敏弘   田中 信雄   宇城 隆    田原 敏雄   齊藤 武志 

 大松 正宏   佐谷 健一郎  大松 正宏   藤原 史和   山田 英明 

 高柳 早百合  長谷川 久洋  高柳 晋     

●大阪府 

 鈴木 昇    長谷川 進   山口 修    金井 秀行   安達 正造 

 正徳 孝夫   節和 香    寺尾 和彦   菅尾 律夫   藤田 利和 

 弦牧 由子   浜野 公一   田原 信幸   山本 麻希   前川 正 

 植田 忠直   蔵口 康裕   中塩路 和奈  酒井 美智子  片田 徹 

 重田 恵年   田村 順    福本 明達   福本 千鶴   石上 達也 

 道林 恵以子  田浦 功祐   木村 愛子   関田 陽介   林 浩志 

 粟田 貴明   坂本 美佐子  山内 了爾   松永 靖久   篠崎 敏和 

 久住 富也   白井 正浩   日田 安早巳  上野 文三   高木 伸 

 谷口 秀樹   西尾 元成   近藤 洋平   木村 恵美子  山本 滋一 

 荒谷 圭一   徳山 勤     

●兵庫県 

 葉狩 哲幸   上谷 智哉   楠 正美    中山 辰也   井筒 ともゑ 

 野口 拓男   井村 成充   柴田 マリ子  岡田 孝子   梅澤 茂 

 松浦 信也   金指 文子   丸山 翔太   奥田 雅一   奥田 卓佳美 

 島辺 圭二郎  羽田 郁代   羽田 味加   前山 敏弘   正面 昇 

 中川 宏    佐藤 直彦   田仲 信    高松 肇    山本 和生 

 坪田 勝幸   村田 節子   石井 康文   中谷 信幸   児玉 光史 

 政近 江利子  石上 義樹   大濱 歩美   吉岡 肇    徳田 明子 

 徳田 泰治   橋本 和浩   岡田 有美   畑尾 一貴   片平 雅文 

 中谷 俊晴   稲田 豊和   不動 亨    大森 一幸   高橋 加奈子 

 山森 康宏   中村 充    新田 好江   森本 恭子   太田 邦恵 



 沖 友美    松井 祥治   清水 久美子  長尾 二郎   橋本 由紀子 

 吉田 裕昭   浦野 千尋   大島 聖子   落合 慶之   山田 真輔 

 前谷 一旗   正井 豊司   小薄 由美子  西本 淳子   中村 侑造 

 平塚 将嗣   西川 祐子   白鳥 佐恵子  荻田 陽平   齋藤 美穂 

 浅田 きよみ  岡山 慶子   堀田 登夢   栗原 英治   衣笠 富江 

 渡邊 千恵   中野 恭良   橋本 可成   大傍 晴仁   大塚 敦子 

 原田 眞太郎  前山 敏弘   八木 英臣   大濱 久直   初汐 明彦 

 柴田 晃英   久米 基支   足立 政明   広瀬 収    松井 祥治 

 吉田 裕昭   大島 聖子   日谷 のり子  竹内 誠    平塚 将嗣 

 北岡 裕也   開發 基文   藤岡 佐太郎  堀田 修司   立花 和也 

 新井 實    伊藤 明美   北川 秀信   山岡 雅史   稲垣 理知子 

 中西 徹    寄神 正文   前山 敏弘   菅原 寿美子  菅原 正之 

 黒田 有子   柏木 隆伸   福井 澄夫   山本 隆司   母里 貞子 

 小松 繁    松葉 博雄   桂 明浄    畑 重弘    有吉 誠士 

 下原 渉    下原 益代   下原 怜子   寺嶋 靖徳   塚﨑 純 

 谷 正江    吉田 正和   山下 圭一郎  川端 一司    

 梶内だんじり 株式会社  株式会社下土井 代表取締役 下土井 光  

 株式会社ユーラスエナジー淡路 代表取締役 山本 勝公  

株式会社ユーラス北淡路太陽光 代表取締役 山本 勝公 

●奈良県 

 藤田 佳久   飯田 博記   義本 益則   阪本 美知子  安田 康寛 

 佐々木 裕人 

●和歌山県 

 白樫 真寿美  矢倉 幸代   田中 剛 

●鳥取県 

 遠藤 涼 

●島根県 

 浜田 陽一郎 

●岡山県 

 武政 栄作   重政 秀明   渡邉 求    福井 美好   山本 明広 

●広島県 

 迫田 太朗   馬場﨑 隆志  藤井 学 

●山口県 

 野村 貴文 

●徳島県 

 石本 浩一   石上 剛史   大浦 永太郎 



●香川県 

 前田 博美 

●愛媛県 

 森 重信    片岡 賀鶴幸  松波 裕司 

●高知県 

 有澤 佳子   山川 智子 

●福岡県 

 中島 誠司   幡地 千秀   相良 一禎   瓜生 拓夢 

●佐賀県 

 馬場 直佐   江口 博信 

●大分県 

 黒田 祐史 

●熊本県 

 水田 充子 

●宮崎県 

 増田 恭之 

●鹿児島県 

 髙附 和寛 

●沖縄県 

 田中 弘美   冨加見 昌隆 

      


