
東かがわ市ふるさと納税

令和３年度　寄附者

大場　康志 中園　佳代子 池田　圭吾 小川　次郎 伊藤　美帆 草薙　まり 奥本　蘭

大井　秀明 小林　岳彦 高橋　輝道 片山　弘基 飯田　拓司 國富　道子 羽生　淳子

高橋　良裕 佐々木　浩幸 吉田　理香子 堀口　義洋 河端　隆志 岡崎　憲俊 荒濱　満治

小林　清 水谷　理砂 原田　知成 犬童　薫 西塔　信博 大嶋　裕章 立石　陽輝

山口　節子 坂本　修梧 森山　和広 鳩貝　奈桜美 松本　大吾 高橋　健人 鳴島　悠介

九里　秀夫 田村　有樹子 雨宮　悟 島崎　君広 橋口　和明 阿部　慶子 酒井　宣明

福永　勝彦 宮島　高徳 鈴木　裕太 近藤　涼平 井上　修一 菅谷　哲男 伊藤　雄

小阪　尋昭 三好　伸輔 深瀬　美和子 道下　新一 隠岐　宗照 山田　聡太郎 下村　岳夫

狩谷　昌史 岡松　潤 松崎　浩志 永田　弘子 露口　晴子 町田　京子 竹中　優弥

松阪　一紀 丹野　洋祐 浅川　剛司 濱田　尚幸 三島　直貴 横山　裕磨 仲森　未奈

澤野　勇人 松尾　良輔 安藤　恭子 金子　好之 濱田　良幸 平野　優里奈 赤星　雅仁

益子　一穂 西本　大樹 植田　祐樹 櫛田　智彦 光中　渉 加藤　樹里 大本　竜也

後藤　敦史 山田　善大 矢田　真人 土屋　朋之 竹中　悦子 高田　聡子 迫田　洋

国本　好廣 越山　昌美 秋山　幸一 木村　彰夫 岩井　望 塚本　智史 梅野　正敏

福島　範之 森永　穣英 中村　二郎 山田　尚 勝屋　敏彦 小坂　浩一 尾崎　明博

冨所　美紀 河端　隆志 飯田　拓司 尾澤　元 北谷　徳男 前場　悠斗 鈴木　翔太

藤原　和典 仲田　浩規 土井　祐介 植松　大悟 川井　実 北風　明美 岩田　博史

小西　大地 金子　好之 見原　忠司 金岡　芳子 池田　大輔 鳥　正幸 江頭　伸彦

中村　寿夫 白銀　英樹 平良　伃己子 藤澤　透 大島　俊輔 高橋　勇司 三田村　歩海

中濱　榮市 黒郷　清隆 伊藤　健治 藤澤　透 岡田　孝紀 JAMI　SWARUP 成田　凌平

渡辺　裕子 渡辺　翔太 田中　誠 藤澤　透 池田　佳世 末原　靖久 滑川　志摩

仮元　幹雄 山本　篤史 長村　晃 藤原　直也 藤丸　晃 園田　尚輝 木村　紀子

平井　将喜 顧　知非 芝田　みゆき 山口　真喜 山下　泰之 小林　陽介 駒場　俊太

吉野　智博 雨宮　眞由美 田所　一弘 野村　裕太郎 岡本　敬子 佐藤　雅美 井上　崇

小川　次郎 栗山　幸大 深澤　広樹 佐藤　慶治 吉田　修 皿山　直人 高橋　智之

塚本　愛実 前島　宏城 廣瀬　安則 川西　潤 上村　竜一 大貫　かおり 石井　誠

鈴木　幸子 井藤　秀夫 相谷　豊 宮澤　健治 金丸　竜也 堀内　伸明 小松澤　則夫

音羽　真顕 山下　明 水戸　達彦 松原　広和 関谷　貞文 堂下　加織 古山　香苗

箱上　健志 大内　あゆみ 和田津　研策 大島　朗子 吉田　修 山本　淳一 佐藤　真理子

山口　香織 佐久間　秀和 今井　章博 三好　斉昭 吉田　修 安藤　元春 中川　裕加

木南　賢三 松田　光男 高島　瑞季 安部　憲廣 伊藤　真典 古桑　真弓 小松　希望

山内　洋樹 佐々木　千鶴 大町　遼 足立　裕哉 中村　厳海 宮澤　直規 石井　宏忠

郡司　正明 豊永　明日香 横山　哲也 佐藤　彰 森　和未 西田　辰行 石川　智恵

橋場　大祐 沖野　洋一 小邦　将輝 花田　幸大 梶田　修平 中尾　美奈子 迎　雄一

石川　祐輝 原田　洋輔 平野　光一 森本　龍昇 堀川　直人 ＣＨＯ　ＨＹＵＮＳＯＯ 木本　万葉

伊藤　康雄 尾崎　典子 井村　篤志 井口　滋仁 竹内　遼太 原田　能宏 坪井　祐樹

高辻　渚 竹内　裕子 酒井　武人 遠藤　和久 鈴木　智子 大仁田　佑実子 鈴木　伸一朗

上田　将秀 青山　愛 西方　和久 谷口　大介 山本　悦秀 南　勉 北本　恒輔

若林　良浩 川野　浩史 坂本　賢治 下垣内　和裕 徳田　孝幸 松坂　樹 大島　県三

佐々木　裕介 植杉　泰久 船原　忠義 香川　清隆 小柳　清 坂本　彩乃 的場　敬司

山下　祐助 杉浦　太一 安東　史朗 菅原　勝 塩田　和弘 横井　佑以 野口　愛

石原　辰徳 吉井　香里 豊島　義之 河井　卓二 前田　重信 和田　笑 式町　佳一

野村　隆弘 六島　覚 辻本　裕 吉元　裕幸 横畑　昭二 植田　豊 坪井　祐介

篠田　孝音 田川　圭介 光岡　美智惠 豊高　裕史 大橋　陽 大原　紫苑 菅野　花純

荒木　伸江 大川　高義 井原　勝之 前川　誠司 齋藤　俊彦 安岡　敬三 中井　大貴

堅田　豊 荒井　正弘 東出　莉枝 古好　勝敏 金井　美里 竹田　峰子 砂川　修己

東　秀優 北野　聡志 米田　俊雄 中村　孝夫 宮崎　健 村松　史朗 生澤　佳久

野宮　英二 藤田　佳奈美 平野　達郎 榎本　のぞみ 井上　基樹 河西　賢一 四方　充

山川　孝好 池田　由美子 冨田　陽也 村田　英次 山本　健一 湯川　和光 村下　龍太

道下　秀世 金子　正憲 冨田　陽也 横山　委久子 伊勢谷　圭亮 山口　健太 伊藤　将則
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上村　純一 佐藤　那美 宍戸　昌子 若山　友則 上ノ町　圭一 竹上　栄治 古川　信吾

石田　崇継 宮城　直也 黒川　一朗 越野　由子 古賀　美穂 今垣　仁志 山田　陵太

野々村　嘉洋 堀川　剛 竹内　諭 寺部　浩司 伊織　生美 松尾　有里子 柳田　萌黄

加藤　侑 玉渕　智昭 丸岡　真紀 江波戸　勝 古谷　純里 千葉　雅司 大場　康志

富施　通 望月　一央 一瀬　雄志 池田　千佳子 澤田　誠 西田　高志 森田　望湖

守田　美香子 村居　史子 上村　綾 野田　茂 新留　律子 猪狩　直樹 吉岡　譲

矢野　亮 宮崎　雄太 今井　里奈 伴　健太 三浦　瑛理菜 栗田　美波 三浦　笑理

古谷　知広 倉田　喜博 加藤　淳 稲好　直也 吉本　翔 福田　稜 森元　国夫

陳　鋒 合田　拓宣 廣瀬　雅則 小川　高志 信谷　洋介 小倉　真美 河野　伸弘

桐島　司 中村　繭香 松田　修武 合田　亜希 森川　祐衣 内田　拓人 中山　理寛

安武　滉大 坂本　茂貴 深尾　雅子 木下　雅志 沼生　友志 日野　幹也 松尾　大輔

田中　有沙 曽我　拓史 大峯　拓哉 小野　聡 田中　直樹 田中　完伸 井出　俊二

坂田　晃一 北野　聡美 伊藤　賢治 森本　修治 徳永　貴文 樋口　博文 脇地　一生

岩下　荒一郎 松井　淳 武田　正敬 竹田　晶紀 吉本　誠 和田　福子 佐藤　淳一

藤崎　泰三 大井　彩乃 塙　貴仁 久積　賢治 柳　翔 多田　まゆみ 関　恵子

原田　祐介 豊田　久子 原田　芳憲 宮崎　大輔 坂口　誠 酒巻　崇 林　英司

善財　良光 生田目　由希 岩崎　祐介 内藤　正和 石川　拓 山崎　圭一郎 栢本　和子

前田　勝巳 高見　賢 吉田　花寿 宮嶋　尊則 林　一恵 村木　和彦 杉本　伸

遠藤　修一 武田　和征 山崎　久江 中川　槙互 尾口　薫 深野　未来 冨澤　真奈美

仙石　由佳子 藤原　光崇 井手　美奈穂 堀　康人 平　純子 森　高大 樋渡　啓生

市村　賢一 今田　透 齋藤　真一 中村　潤 三谷　要策 小島　一郎 土谷　明美

下田　舞子 金川　遼 山下　清美 平野　佳奈子 伊藤　真喜子 中沢　弘美 古川　和男

片岡　知子 福嶋　久美子 宮下　郁美 松本　愛弓 吉田　哲也 新堀　末次 飯田　久枝

赤間　和則 岡部　能幸 知北　法晴 田井　健司 福田　宏年 原　恵子 松竹　裕子

深澤　昭彦 浅野　香里 谷本　美和 安藤　彰啓 VONDRIGALSKI　FELIXWOLFHANSERICH 田村　美穂利 木内　法継

高橋　祐介 大曽根　彬 野田　烈 世良　典子 小川　修隆 伊藤　めぐみ 齋藤　貴寛

中村　江理 大塚　隼也 松井　陽斗 松尾　瑞穂 藤田　愛実 高橋　理佐子 松下　健二

田中　照亮 宮川　かな女 四十万谷　淳 森　修平 中川　盛太 田岸　侑里 山口　龍一

黄　琴 中林　義之 横田　博孝 遠藤　啓悟 三枝　晋太朗 田中　郁美 佐々木　宏

田中　慎一 鈴木　孝典 松下　美保 寺崎　愛美 池田　和広 渡辺　将敬 土路生　葵

大谷　真隆 伊藤　明日香 川倉　滝子 田中　宏典 川崎　悠矢 伊東　拓海 広瀬　正尚

酒井　学 小森　智美 中浦　明敏 竹尾　征二 中島　久仁子 阿津坂　光子 大谷　雄太

山崎　なぎさ 松下　智宏 山下　哲弥 若林　一輝 梶原　亜友美 西澤　俊一 狩野　大貴

伊藤　慶昭 小川　貴寛 廣野　瑞恵 香川　修志 尾形　武彦 吉田　裕太 小沼　宏彰

村崎　朱実 町井　香苗 相良　知巳 池田　哲朗 井上　良太 金　成峻 阿部　和也

石原　和子 淺田　典子 余村　大樹 若狭　桃 西島　幹夫 石河　二葉 中村　武司

永田　亜沙美 汐谷　藍 坂本　忠之 二宮　彰紀 江島　明音 白澤　珠理 仲津　誠

早見　眞理子 遠山　聖騎 山下　信浩 今野　哲太 齊藤　美穂 亀井　将太 田中　伸吾

多田　和昭 長原　三輝雄 菅原　麻周 松石　圭太 黒田　正一 関根　宏樹 永代　行日出

松田　大輔 矢島　実穂 飯田　眞大 荒　成美 糀谷　強 福井　裕子 吉永　卓成

白潟　数寛 大門　裕子 高月　善弘 大石　和宏 伊藤　巧 上勢　敬一郎 長田　務

小本　達也 西尾　瑞稀 飯島　悟一 武藤　壽孝 黒澤　麗 八木橋　智幸 叶　辰哲

工藤　孝弘 安田　英生 藤井　洋介 木村　聖美 稲永　敏久 若井　伸悟 児玉　祐樹

松岡　寛樹 大内　弘子 河野　泰 阿部　健太郎 佐々木　進 窪田　美津子 中村　寿夫

羅　潤萍 白井　未治留 勝野　輝紀 加藤　梨乃 壁谷　新吾 荒牧　知世美 竹村　淳

榊　敏朗 宮島　秀和 米山　枝里 安達　夏紀 横田　知博 吉田　圭造 浅野　英貴

待井　瑞季 大岡　圭介 土井　啓介 丸山　ちひろ 嵯峨　雄二 今田　健太郎 杉山　広明

矢永　僚汰 東條　俊介 橋爪　見千代 山口　雄大 阪口　達哉 鈴木　直人 安賀　文俊

吉岡　熱志 落合　美香子 福原　眞由美 白岩　拓巳 新井　仁 野呂田　大輔 水上　祐行

服部　花保 細川　真由 宋　妍 出堀　利長 久　隼人 青木　ゆり江 田口　慎一

（敬称略・公表希望者のみ）
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足立　浩一 楠本　篤弘 鷹取　正智 水村　謙 冨田　湧介 古田　明日香 李　せい怡

中野　晃明 高山　綾香 土屋　朋之 加藤　鋭子 永山　貴教 福田　啓三 荒木　彩

三好　晃平 高橋　英雄 三森　崇正 竹内　和延 鉄野　達也 高嶋　啓子 森　佳代子

平岩　亮太 青野　治彦 金井　健太 佐治　穂乃花 浜本　拓磨 前田　智哉 石川　将人

勝俣　郁美 増田　大輝 山田　祥平 陣内　友理 山崎　加代子 加藤　京子 半澤　真弓

岡本　千尋 田村　直也 宮田　佳寿美 清川　卓二 南　圭郁 塩田　麻奈美 橋詰　佳恵

角　有一朗 小海　綾子 伊藤　雅紀 時吉　宏昌 和田　祐子 山田　千愛 小川　次郎

石井　健太郎 木村　泰徳 石黒　優子 森原　啓文 川島　友也 柏原　武 平田　修人

大野　幸夫 中辻　祐佳子 白崎　剛士 寺澤　義充 北村　昭彦 林　守人 阿部　孝彦

今泉　真保 橋本　修 桑原　哲 辻　和馬 須藤　敏久 伊藤　健介 菊池　友成

澤村　俊孝 Nakano　Kento 都田　泰弘 増山　昭典 山下　英二 奥田　和久 高橋　由子

山下　圭司郎 浅井　雅之 西村　朋 前田　裕子 仲澤　宏行 小澤　修 渡辺　直子

辻井　麻利子 渡辺　哲也 中村　文香 牧戸　南実 生田　長 平松　祐樹 香川　友里

小島　茂 塩尻　弘樹 石井　一雄 安井　彩芽 永井　芳美 小谷　由起 住吉　良昭

檜山　昭夫 高橋　研二 工藤　美由紀 高崎　義久 松平　泰尚 田中　スエ子 川上　直子

佐藤　沙紀 須田　安紀 青木　千枝 石田　拓哉 野村　一世 岡武　公士 福田　晃

三浦　勇一 小松　陽向 野村　肇 村山　洋一 井上　洋平 伊藤　裕司 新井　陽子

上田　昇太郎 椎名　ひろみ 清水　愛 玉置　光里 永野　康治 村田　知久 小貫　穫

清水　瞳 釜野　夏海 田口　裕美 越智　政文 佐々木　暢夫 小田原　正和 河合　克巳

阿達　健吾 田尻　美香 赤峰　翔 田中　雄真 和知　健一 佐藤　憲和 水野　由紀夫

松原　全宏 金子　可美 高橋　俊 今井　敏宏 工藤　博幸 進　仁孝 嶋崎　正人

内田　篤朗 黒澤　光 桑島　健治 安藤　雅敏 工藤　祐二 江谷　浩美 大澤　雅紀

千葉　瞳 有川　大太 尾崎　友哉 眞下　寛之 姜　在龍 池奥　三佳 江面　政嗣

小林　数輝 有松　猛 山本　寿 久野　江里菜 朏島　愛美 井口　葵 重田　英明

ＬＩＵ　ＹＩＹＩ 府玻　秀敏 佐藤　充紀 小野　香 清水　新太郎 木村　洋 古川　安代

石渡　正浩 小島　啓介 天野　雅博 倉林　渉 奥村　雅子 樋口　遥 青山　泰昌

Choi　CheukManHelen 島田　昇 石川　敏弘 粂　香織 北原　陽太郎 所　純一郎 程塚　弘美

藤本　仁 須田　貴大 長嶋　健 倉林　誠也 遠藤　涼 鈴木　輝幸 村上　陽亮

平野　馨 佐藤　和明 石田　清 相馬　ゆみ子 大西　健志 新井　諭 東山　稔

八木　俊憲 桂川　貴子 藤井　紀文 大岩　正太郎 植松　樹 山屋　潤 上山　由加里

小堀　将史 星野　明 梅村　幸司 新井　敦士 中野　和子 小林　正典 安藤　充

山口　朋宏 銅谷　三奈子 小柳　徳雄 近藤　佳子 Vu　Iien 鉄野　弘幸 郷原　貴弘

福永　継偉 竹井　順子 真壁　孝行 WANG　XIAOFENG 池田　勝紀 古田　悠貴 堀内　健二

横尾　綾奈 鈴木　光男 都築　温実 阿部　達也 奥村　康行 溝部　征来 小倉　栄

辻　佳代子 堂前　耀 大澤　理圭 小川　伊知郎 市橋　康男 小森　智巳 若松　信一

宿谷　健人 梅本　啓介 西谷　淳 原田　貞文 佐藤　友昭 芦田　直大 田中　郁子

今田　昌輝 石黒　孝雄 永原　永麻 李　元穎 清水　和也 岡　貴之 井田　大介

松木　大樹 外山　しおり 阿部　晃佑 塩原　広毅 有田　実織 植木　康平 高田　康平

木下　真明 谷　史也 神田　光騎 木村　太希 木村　匡 大井　孝市 中沢　建太

川口　剛人 田中　邦広 鈴木　規正 岩橋　正文 石田　順子 久保　麻美 笹川　淳

山本　志織 水谷　真理恵 増田　裕介 小林　華子 日下部　奈津子 川﨑　昭浩 西　弓子

田中　省吾 坂野　正佳 植田　貴美子 棚瀬　雄斐 鎌田　智寛 細川　洋平 小山　美樹

後藤　恵美 豆ヶ野　健 高木　聡 佐藤　宏憲 小林　結一 北村　昌 内藤　達也

入谷　隆義 佐藤　富貴子 菊池　光弘 山口　一二美 武田　太樹 松下　崇 神尾　洋子

並木　亜美 小林　朝英 相根　玖未子 向後　寛 小野　桃果 王　陸迪 山口　直太

高木　彩香 寺本　美雪 小林　由美子 末次　稔 高阪　裕貴 田代　園恵 加藤　美朗

山田　茉里奈 田邊　優里 藤本　直州 佐藤　繁 荒尾　奈津子 浅野　務 平田　健剛

石井　文雄 長井　博志 清水　良子 金子　紗也加 高畠　猛嗣 松原　里佳 曹　洪宇

石井　靖雄 足立　智 本田　信也 山田　勝秀 田中　紳二郎 新井　宏幸 佐々木　勝

鈴木　敦 猿子　豪 小田　純平 濱田　千裕 笠井　慎 小堀　宏樹 鈴木　友和

（敬称略・公表希望者のみ）



東かがわ市ふるさと納税

令和３年度　寄附者

草間　栄治 奥山　祐輝 林　清人 小谷　和輝 藤田　洋介 佐藤　文哉 坂本　竜一

中島　美奈 山田　秀幸 八村　和志 堤　理恵 小澤　昌志 相良　知佐 沖田　真樹

鳥谷　浩志 土橋　和彦 田中　伸一 菅　竜馬 横内　友紀 白木　豊 井上　篤史

小川　富也 十河　太治 福垣内　仁 中井　佐恵加 西　ひとみ 河井　卓二 宮沢　達史

須藤　幸弘 高橋　秀彰 大黒　一美 森　裕樹 佐々木　一弥 浅井　未穂 尾高　彰一郎

石田　靖博 柳舘　晴美 市田　亜由美 秋本　泰治 金子　貴洋 高山　彩果 石橋　和晃

藤原　元 小原　章二 中村　有紀子 原田　直樹 上田　直治 和田　舞 松浦　康了

塩田　賢志 横山　里子 浜田　英揮 丸内　崇穂 中澤　豪 趙　寧 中村　仁美

佐藤　秀治 篠塚　淳 GAN　BEINI 須貝　周授 村上　和弘 佐々木　雄美 門　崇広

原田　康隆 宮渕　良享 藤田　康孝 土田　高義 清水　孝彦 北川　佳奈 山岸　二世

酒井　太一 清水　利祐 畑中　惇志 及川　勇哉 秦　秀敏 本間　萌美 徳永　賢

中村　宏一 能勢　園実 福井　裕美子 茂山　峻一郎 山口　光 広瀬　陽輔 玉井　秀隆

柏木　雄王 田中　克拓 中澤　淳一 池田　晃一 村井　仁 岸本　直人 永岡　渓

志賀　百子 羽牟　貴史 藤友　健人 木戸岡　宏 松井　司 大原　明 早坂　和孝

斉藤　知子 上田　崇義 野々村　剛 菊地　晶紀 冨田　悦子 柘植　陽介 羽田　真一

西本　健二 岡嶋　馨 嵯峨　宏則 堀　麻美 湯舟　宏道 落谷　康孝 中村　良和

林　真理子 大本　雅彦 太刀掛　弘子 塩谷　香 浜口　友祐 里　昌則 村上　康一

青田　朱美 岩間　知行 河野　開紀 高野　知浩 兼平　悠司 有賀　健一 渡邊　修

光又　瑛美 緒方　雅郎 綿引　誠 岡本　良一 高田　武文 近藤　康博 宮下　皓

宮崎　好博 村上　佳美 氷室　淳真 潘　小華 久保　立身 崎山　誠司 甲斐　翔吾

市川　克之 小林　彰吾 阿部　裕之 吉田　浩司 夏苅　千帆 黒宮　行宏 松田　順男

望月　奈美 鈴木　卓弥 中村　大介 板山　正美 浜田　純子 遊佐　敏昭 伊瀬谷　昇

楠本　真生 大屋　隆紀 西垣　学 小溝　勝司 河井　裕介 大場　学 工藤　龍二

廣岡　剛次 吉田　茂 齋藤　純也 戸川　博樹 石田　好憲 安藤　貴裕 大須賀　功一

西村　満 吉田　丈裕 宗田　修斗 加藤　優 坂東　誠一 紙谷　一徳 赤坂　修平

井上　みや 小田　ゆか 雨宮　真由美 加登　僚平 出井　教雄 酒井　康成 稲垣　碧

永井　亨 北岡　正一朗 中田　浩之 真利　浩之 田邊　昭夫 青柳　賢一 金子　紗季

赤木　誠治 本橋　弥千代 鳥光　眞子 高橋　智 岩佐　優輝 篠原　宏彰 横井　淳

谷口　知 SONG　BIYU 砂田　明子 吉田　由美 鬼丸　裕之 坂本　潔 古田　猛

堀江　佳代 平野　樹 和田　秀文 佐藤　伸一 柳井　直樹 桑野　竜一 高田　俊勝

宮越　まりこ 岡本　洋子 山本　雅道 藤田　明子 斉藤　淳志 濱田　雅史 溝上　武尊

石田　雅揮 井上　淳 宮崎　恵美 野上　裕太 小久保　力輝 崎濱　梓 鮫嶋　あかね

丸山　聡 荒川　悟 宮川　美奈津 茂　貴子 井上　佐裕里 田島　優希 菅原　嘉宗

濱松　雅 的場　伊佐 嶋田　豊樹 林　利充 石川　陽子 橋本　典道 橋爪　英二

渡辺　将樹 藤枝　将広 小澤　右佳 東野　光宏 小笠原　碧 岡崎　貴大 深澤　義明

長谷川　克己 菅野　早織 塚本　和幸 伊達　一紀 林　健児 金野　智一 前山　純

藤原　直子 大村　良 岩渕　和仁 植田　桂司 永井　義久 隈部　奨麻 木谷　彰岐

井上　和明 末次　美和 栗本　拓弥 白石　光徳 メイズ　ジョンカルロス 佐々木　剛 長谷川　哲生

池谷　敏郎 田端　沙弥 松本　利之 中村　武仁 楠畑　三智子 阿部　大輔 三好　繁

野田　和靖 堀川　大地 松田　晴子 大平　壮司 堤　貴之 西田　晶 高岡　哉史

村上　翔一 長島　克典 小林　志信 伏見　透 大町　遼 千田　晴美 石倉　周平

加藤　慎二朗 佐久嶋　和生 鈴木　さくら 石井　泉 山本　彩乃 原田　美保 矢野目　里美

松井　秀樹 Fung　WingYi 村野　由紀子 松井　正樹 角田　隆一 渡邉　隼人 熊澤　健悟

笹山　秀翁 川崎　航平 松浦　丈喜 近藤　洋司 向井　英子 岡本　大介 谷　一彦

鈴木　さやか 佐藤　友実 藤川　皓太 藤井　亮太 近藤　淳 松吉　光 矢羽田　侑弥

藤川　結花 藤生　俊 高田　順 大拔　彬隼 矢部　朋実 三浦　英幸 花野　公司

日原　可裕 二ノ宮　裕大 原　正樹 仮屋　武人 楠　尚美 藤　克也 池成　拓哉

飯田　史朗 中屋　貴裕 川上　真央 神埜　雄一 高木　智史 佐藤　和香菜 児島　幸貴

栗田　隆秀 小島　和夫 瀧本　早貴 松村　隆司 矢野　裕美 日下　裕智 成田　貴一

秋山　大志 浅川　優美 大谷　知弘 青木　紗希 川端　泰弘 高尾　知輝 亀崎　将則

（敬称略・公表希望者のみ）
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林　和洋 西村　紗和 平田　雅敏 佐野　友亮 中村　遼介 熊本　盛行 荒木　拓己

井田　雅敏 澤木　祐 米嶋　結子 市原　由佳子 清野　昌英 鹿島　健太 佐藤　直紀

青柳　陽一郎 桑野　孝之 雫田　義和 濱田　明人 安本　遼 徳丸　達也 八房　萌子

芳武　明日香 生馬　朋恒 中谷　弥生 岡内　博 山足　光義 大久保　典之 酒見　慎次

松山　貴史 山口　大己 河野　南海 四坂　幸大 斎藤　淳 森井　瑞稀 太田　逸之

古田　蘭 原　誠 生駒　貫吉 勇崎　央貴 西　澪 三留　佑允 菅谷　洋輔

鎌田　宗康 大河内　聡 玉山　侑志 三橋　一弥 西　智恵 廣谷　梓沙 山本　陽子

丸山　舞子 塩谷　友里 為西　欣央 武澤　慎 本間　亮平 竹下　翼 松永　浩史

近藤　謙司 丸山　美輝 安藤　研司 淡路　雄一 土井　政亜 古谷　郁 古田　義貴

森本　陽二 高橋　恵里子 宮西　英明 村上　知枝美 野村　英徳 須藤　達也 三宅　高弘

西川　純平 馬場　眞子 藤田　篤 秦　小リツ 遠藤　尚美 三浦　聡 坂口　耕一

中村　厳海 溝口　千尋 西宮　健介 松尾　康成 足立　剛 濱　大介 清水　俊行

高松　慶江 加藤　重樹 甲斐　貴士 迫　博司 近藤　千種 谷　夏希 福田　英幸

後藤　好視 小松　和可奈 井上　広子 遠藤　波月 平川　雄士 阿部　和樹 森山　祐樹

増田　知久 本夛　育恵 石垣　圭大 大川　達弥 山本　澄人 塚越　大河 山本　愛

馬場　直明 斎藤　龍哉 寒川　修 原　千景 竹本　昌史 内田　孝子 山内　信英

古澤　利紗 加茂田　惣一郎 中元　俊輔 後藤　良太 長友　康一郎 土岐　拡之 小林　夏実

本宮　佳幸 岸　裕貴 尾関　浩二 打越　祐基 岩戸　純一 松岡　良祐 山道　弥生

大窪　洋平 大和　祐二 野口　茉美 藤野　清子 網谷　佑菜 辰巳　雅孝 成瀬　直人

馬場　弘寅 福田　憲彌 阿部　慧太郎 奥薗　昭太 王　妙 井上　巧 櫻井　美幸

黒澤　賢一 小久保　愛 清水　亜希子 山崎　厚 松坂　和夫 富野　賢治 広瀬　正秋

小峰　笙子 前川　敏幸 服部　莉奈 知名　寿美代 白根　功久 岑　峰 山下　一哉

松本　忠行 岩山　望明 斎藤　里奈 合田　妃良 柴田　佳苗 近松　雅之 稲葉　亜衣

森　哲弥 浜田　瑛美 佐藤　耕輝 上田　永吉 吉永　純也 冨澤　佑介 笠井　和貴

長谷川　雅一 中村　岳洋 佐々木　愛子 石垣　健太郎 谷内　勇輝 平田　研一 佐藤　純子

橋本　秀樹 加藤　耕平 牧　秀孝 阿部　寛之 佐野　綱展 門田　英義 森田　洋人

宮田　涼平 森田　恭久 阿部　貢士 黒田　享 増田　一也 浅羽　義明 用松　奈津美

澤田　眞一 星　裕博 佐藤　恵美 福地　絢子 加藤　健 平井　啓太 高橋　清昌

上江洲　達怜 永井　雄介 白石　新 安武　愛理 野原　賢 三井　隆弘 佐藤　晶

乗井　晶子 川村　浩之 堤　夕雨弥 有福　寿幸 是則　知広 脇本　大徳 吉濱　麻純

小池　良亮 中嶋　颯希 加藤　聖子 森川　太郎 闕　思雅 藤澤　直弘 小木曽　弘太郎

鈴木　和晃 佐々木　裕人 山根　僚 余　学松 國領　秀紀 服部　雄一 桐山　輝文

田中　寛人 佐藤　浩 田中　英樹 石黒　剛 東　伸久 市川　大作 安部　咲歩

井上　達也 山口　和洋 中田　耕平 鈴木　望 北村　信二 小松　典 橋本　隆子

高橋　敦志 平野　敬一 武井　茂樹 中尾　美優 和田　聡 野寺　和花 兜森　博之

下藤　貴博 田中　亜希奈 堀　文乃 渡辺　達哉 鈴木　一輝 塚原　美子 高浜　亮

犬塚　まゆみ 鶴澤　祐來 白本　周 小山　裕之 太田　侑吾 平井　愛 松本　秀雄

藪内　美穂 新名　一郎 塩田　仁己 秋山　和弘 島津　敦史 伊藤　ひとみ 武川　正和

石垣　紘平 田中　貞明 岩谷　由利子 佐藤　直哉 古田　一郎 山本　哲也 井上　正人

高柳　孝平 小山　泰範 工藤　全美 阪本　貴大 原　温子 齋藤　太介 夏目　直樹

大橋　由佳 畠山　恵 松田　武 齋藤　俊太 山本　翔大 鹿志村　晋作 室岡　黎

小川　春陽 廣島　智恵美 三船　智子 嶋川　智尉 登尾　健司 小出　大介 柴田　裕子

藤原　香居 和田　匡平 北村　沙椰 高田　陽子 太田　朱美 赤羽　修 片岡　英

寺澤　健三 志賀　里紗子 宇佐見　道夫 所　隼登 原野　翔太 菊地　大 叶　長耀

水野　みどり 中井　大輔 大友　裕生 三輪　早苗 中野　寿 橋詰　利夫 徐　秀秀

川畑　勇人 石原　千佳代 鈴木　啓祐 中本　寿宏 桑原　紘治 豊留　航 鬼塚　真

金　文斌 高橋　大地 服部　俊秀 桑原　敦 福地　未希 山田　直也 所　説夫

南田　涼 飯田　裕一 近藤　智裕 今西　真琴 山崎　聡 筑摩　拓人 辻　賢治

加藤　玲奈 倉持　翔太 山川　和夫 今古賀　月帆 若松　慎三 川上　奈美 寺川　博之

楊　嘉晨 酒井　康佑 小林　大輔 佐々木　順一 中川　千明 合川　公康 佐藤　賢一

（敬称略・公表希望者のみ）



東かがわ市ふるさと納税

令和３年度　寄附者

岡島　徹 村上　葵 桑下　貴広 加藤　展康 山崎　愛 直井　雅人 松井　明日香

嶋　真子 川又　啓二 塚本　健太 佐藤　雄大 北　龍人 山名　貴志 小川　優

水尾　正人 奥村　勇祐 広瀬　浩司 谷　健太朗 三原　ひかり 中町　栄一 森　ゆかり

桑江　淳 荒巻　武範 山崎　優希 吉田　英一 松本　啓志 田伏　淑則 田中　マキ

西倉　義秀 中島　麻衣子 山崎　健太郎 石井　芳樹 井上　英明 木村　慎一 白石　晃

植田　賢治 西　泰久 谷　隆磨 高橋　徹 宮川　昇 三石　達也 淵田　正一

鈴木　駿也 谷　将明 足立　隆 山口　貴廣 野間　克巳 海野　剛司 山田　健夫

矢野　拓也 阪口　暁 菅谷　哲男 森隅　聖 寺田　裕子 戸津　のぞみ 中村　伸

児玉　昌司 大橋　玲 堀江　恭平 松下　有奈 田中　和広 上澤　弘美 江利川　裕哉

加藤　健太 井藤　秀明 古場　裕史 菊地　崇 橋本　沙耶華 大川　仁美 柳田　邦夫

清水　禎也 板東　洋平 団塚　栄喜 楊　楽汕 菅　美咲 中林　正樹 赤尾　衛

三笠　貴彦 小林　真弓 小山　貴早 中村　稔 國武　確 伊藤　寿 平尾　直子

山下　未歩 宮田　亮司 中西　万有美 小橋　敦 内海　元邦 大久保　奈恵子 後藤　康之

野澤　靖久 作田　謙太郎 徳山　静香 山本　悠介 中園　秀幹 小川　航平 丸山　和伸

淺野　達郎 西　貴史 立山　秀紀 田茂　義之 志賀　康史 芝本　雄太 峰岸　幸子

佛田　大輔 雨矢　奨平 秋山　美智子 喜田　大輔 酒部　和久 太田　晃成 関　沙織

川上　豊 川端　正裕 遊免　奈美 後藤　温子 徳久　進之介 田中　麻利夫 崎川　和子

黄瀬　隆律 石田　浩貴 山田　佳代子 前川　真輝 三上　和也 上園　誠志郎 大中　和則

大崎　麻美 長谷川　哲也 吉川　賢一 森　忠大 平原　留美 十川　健 園田　薫

山之内　誠二 中川　一茂 伊藤　智也 鎌田　充 村尾　誠 今久保　洋 鈴木　健二

中山　直樹 小山　晃弘 井上　真豪 田川　信行 西野　淳二 望月　優莉夏 水口　尚司

談　云飛 Kasar　Mahesh 安藤　亮 小平　桃子 密岡　真帆 神山　憲次郎 Kim　Yunkyung

宮林　亜希子 網谷　貴子 鈴木　幸夫 林　耕太郎 相木　一摩 近藤　孝則 藤澤　貴宏

前川　海 道木　啓太 木村　祐介 生田　義弘 藤岡　美里 坂下　達郎 明石　泰広

西村　如 篠原　弘美 兒玉　徳子 佐々木　崇 巻口　秀則 萩原　英俊 神門　健

松下　直司 櫻井　修 中川　大志 枝村　光行 大武　雄一 酒井　達也 赤野　元紀

坂口　夢美 遠田　和成 石井　良和 小針　悠貴 中塚　明男 岡本　一毅 山根　奈々

小宮　功 望月　映助 濱田　裕基 堀口　義洋 大矢　将央 神保　亮平 小池　涼香

市岡　智博 細江　浩文 奥　雅博 野島　隆 井上　顕一 岡本　耕一 橋本　慎也

新　英輔 田中　浩之 松坂　樹 大原　梨奈 荒木　健一 鈴木　政吉 竹田　峰子

齋藤　栄子 柳沢　小柊子 山本　政人 渡邊　嘉彦 山口　智史 熊谷　暢子 小芝　保奈美

川上　智子 水口　靖文 宮永　悟 高橋　信行 白井　智 大瀧　正秀 鈴木　英雄

坂本　江里子 池田　徹生 小林　伊芙樹 町田　隼一 山田　佐代子 新川　成哲 市川　隆史

窪田　好晃 吉野　倫子 白濱　正久 辻　渉 木村　勝尚 杉野　光生 鈴木　成美

山本　和典 我妻　薫 丸山　まゆみ 若林　容次 畦地　啓太 宗像　佑一郎 瀧端　延隆

林　慶一 高井　洋平 鎌倉　隆徳 松本　正広 森岡　和子 望月　慶行 田中　啓輔

小川　博光 野沢　哲也 佃　昌憲 叢　紳 竹内　輝樹 遠藤　郁幸 島田　大輔

町田　光夫 村山　夏生 石垣　真奈 向野　実 安岡　雄二 河野　信恵 豊田　賢太郎

山下　法正 宮崎　千恵子 田上　英幸 永沼　太郎 吉川　知宏 何　宙偉 辻山　幸代

西村　達也 嶋村　周守 岡　義隆 大鹿　慎 藤原　稔 小林　裕司 稿科　律子

清水　晶子 牧　兼正 倉又　康之 敷島　麻衣 尾上　泰忠 塚田　唯 重永　拓哉

小塚　祐也 片岡　宏介 宮根　健治 岩谷　久恵 浅田　誠司 千脇　晶子 加納　達彬

久保　尚友 酒井　孝 稲原　賢二 杉山　昌穂 KONG　YUTCHUNGSTEVE 前川　政晴 佐々木　奈美子

佐竹　博好 青田　忠矩 芳賀　信二 関口　萌 横井　祐介 小沼　三重子 松本　圭吾

杉浦　麻子 谷川　直哉 竹山　栄司 北川　有加 坂本　俊彦 鈴木　大貴 大賀　翼

白井　和夫 中塚　五三夫 宮崎　研吾 佐藤　広基 杉江　伸夫 松岡　美恵 秦　信輔

石田　侑嗣 渡辺　淳也 望月　佐和子 奥野　順子 小松　卓義 村瀬　秀紀 瀬田川　友紀

小原澤　公康 長濱　洋子 齊藤　孝行 薄井　俊之 高木　広志 比嘉　奈々子 森　好美

尾上　晋也 庄野　知恵 山本　廣司 中村　由利子 高橋　大輔 芳賀　勲 橋本　由香里

市川　祐次 野口　英臣 神代　典佳 大川　壮志 木村　亮 広瀬　正和 鑓水　陽子

（敬称略・公表希望者のみ）



東かがわ市ふるさと納税

令和３年度　寄附者

中嶋　俊輔 戸嶋　久 古賀　弘幸 金子　海渡 片山　佳緒理 山本　悦秀 金本　湧太

稲村　正宏 染谷　千代美 澤村　満称子 櫻井　淳 木田　ゆかり 佐藤　彰 藪　智文

江田　昌磯 宇田　佳織 芦田　英二 遠藤　慎也 鈴木　貴之 東尾　明典 安部　香菜

鈴木　健弘 小林　力 宮本　大輔 橋本　貴行 佐々木　健太 林　健王其 松本　有里

森田　昌樹 小堀　眞 長谷川　真希子 枡谷　広美 大和　裕子 新岡　里香 橋本　利香

田中　哲矢 山下　幸美 籾木　泰久 嶋田　翔 上田　麗 大日方　範昂 田野　友里

呉　辰 池内　栞 菅井　裕子 川田　愛美 須藤　悠美 武田　悠果 大島　俊輔

徳田　裕子 前田　英利佳 谷崎　亮太 安部　義徳 今西　淳 井上　絢弓美 田中　宏明

藤井　明生 Ｃｈａｎｇ　ＣｈｅＷｅｉ 川端　紳悟 濱田　良幸 栄川　航 関根　淑充 中平　裕介

栗田　弘一 中村　武 木下　和彦 宮本　陽子 河井　颯希 加藤　雅人 片岡　珠美

吉成　頌太 鈴木　奈津子 岳　旭彩 田中　希宇人 大石　貴章 川田　陽子 長岡　拓也

亀山　美邦 山崎　大介 林　潤曦 柾　祐太 田中　良太 権田　友美 倉岡　晴子

金森　渉 篠原　亮 佐々木　信滋 阿部　美樹生 三上　真吾 本戸　晴菜 林　健二

鈴木　康行 鈴木　徹 木戸　一成 光谷　尚 小原　美帆 村田　秀俊 山梶　真貴

寺澤　雅人 原下　博之 松尾　裕次 クンパリー　スワントーン 田中　章弘 船積　雅史 久保　明日香

関口　麻依子 柴田　昌宏 松居　靖浩 石関　幸子 板垣　勝彦 神農　陽一 井口　和明

関川　沙紀 大河　仁 篠塚　泰明 内田　奈津美 清水　悠花 中山　雅博 小日向　弘好

田澤　英稔 吉田　章治 橋本　健一郎 武藤　逸平 青山　顕 西櫻　量 谷川　直弥

清水　大雅 朝子　道男 北川　竜也 本田　顕康 高橋　悠太 チョウ　カシ 米田　芳弘

竹本　由佳 太田　博之 小原　璃奈 津波古　暉斗 山口　敏 吉元　裕美 山田　昌城

地中　政貴 芳賀　拓弥 高橋　健二郎 譲原　靖之 車田　宏章 高木　裕治 大野　浩重

西岡　恭平 笹村　慶史 清水　正雄 河口　健二 鈴木　浩二 山名　秀樹 大池　茂樹

松岡　順 金田　武大 杉山　高明 石本　勝彦 一瀬　康史 小寺　宏修 小野　浩昌

生野　勇貴 古川　麻希 高野　正樹 鐘江　美親 原　佑一 上村　祐介 宇和　惠美子

上中　忍 山本　勝巳 杉坂　順子 山尾　恵子 伊藤　拓也 竹田　完二 植木　進也

尾方　里菜 秋山　葵 斎藤　みづき 趙　沐 柴田　直樹 蛭田　亜紀 福田　裕司

松本　美奈子 中村　浩大 森田　美津子 井上　順二 古川　加奈子 行方　淳 江藤　和博

萬來　雄一 浜崎　芳光 森本　貴志 武藤　修平 伊藤　政昭 中村　直寿 大坂　英大

宇都　洋一郎 細川　周秀 鶴山　喜之 元山　豊 滝沢　夏生 長尾　真穂 鄭　万嘉

原田　稔泰 鈴木　勇 鈴木　沙織 大西　猛 横田　智 熊田　健一郎 山口　一典

横山　和也 貫戸　幸星 犬塚　郷子 谷本　真奈美 園本　秀樹 奥田　憲明 熊川　嘉文

保井　良太 大谷　清文 木村　重成 三木　貫士 後藤　千晴 片岡　知佐子 建山　雄司

河野　晃子 小川　純治 加藤　元久 藤田　恭平 中山　弘 小原　悠丘 濱中　竜也

佐藤　誠高 山取　大希 三浦　史意 名倉　毅 穂坂　英嗣 小松　令奈 熊崎　聡

藤田　浩貴 堂免　悦子 佐通　基 島田　未宙 内田　亮輔 佐藤　良祐 釘宮　愛美

和田　祥典 浅井　公美子 川島　利信 安部　博行 室井　嵐 平山　将 芳賀　信康

枝廣　浩一 清野　修 高木　剛介 奥　萌々伽 山田　祐輔 日下　裕恵 島田　愛衣夢

柴山　由雄 杉山　友樹 山本　裕 川辺　悦子 松崎　政継 吉田　桃子 片山　知昭

尾方　はるか 桑田　成康 月岡　俊輔 松田　優樹 福本　來未 杉本　遼太 片山　美幸

竹下　素晴 勝田　行彦 山田　譲士 阿部　良太 飯草　正実 成瀬　充宏 静　知子

川森　晃一 上田　浩貴 小原　明季 佐々木　雄司 小縣　和久 小坂　奏平 奥村　誠

岩田　真歩 濱田　実哉子 松尾　浩亮 伊藤　美帆 畠山　尚弥 正道　高士 後藤　夏津樹

倉田　勝昭 芝田　智生 松枝　里穂 井上　琢麻 山中　陽子 柳沢　知孝 林　秀樹

国広　航樹 植本　剛司 八木　一也 三輪　寛子 田中　祐希 森川　達也 俵畑　穣

徳田　義盛 森下　隼人 竹内　美保 渡邊　真弥子 中村　真紀 竹内　智子 田中　真幸

中村　浩之 森本　弘美 引地　幸子 尾崎　由紀夫 神下　豊夢 金子　泰敏 黒沼　出

小田　亮治 遠山　節子 加藤　敏生 堀田　洋平 福岡　友和 灰本　亜矢子 岩隈　千香

兵頭　直子 上田　善継 大谷　和良 山岡　俊太 蟻塚　美奈 上杉　征輝 篠塚　理菜

岡野　光恭 藤村　龍典 冨田　裕之 林　隆樹 松田　佳大 大澤　典寛 新野　一枝

高橋　京子 横内　ゆうか 塚本　菜奈 阿部　孝史 川原　建一 岡田　喜四郎 西田　貴

（敬称略・公表希望者のみ）
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令和３年度　寄附者

大平　健斗 塗本　友美奈 岩田　広子 奈良　泰輔 中西　由美子 井口　佳美 竹原　誠

佐藤　圭太 山中　靖 杉浦　早紀 松本　真 浜本　肇 神田　圭一 村松　友美

高橋　邦治 小野寺　法世 久保　絵利奈 和田　尚己 田中　光昭 馬渕　成博 大倉　正人

阿部　洋 高橋　綾 平　美奈子 佐々木　育恵 市川　啓介 小山　知香 伊川　喜美

小澤　誠一 廣川　裕亮 牧野　弘 根本　繁 田中　優花 川口　行雄 藤岡　紗耶

花城　康喜 時川　忠 南　野々華 滝藤　保 辻本　仁美 和久田　教文 天野　秀隆

才木　利夫 西村　伸久 佐藤　慎一郎 横田　順一 佐藤　博臣 筈井　悠太 前田　勇作

大田　まゆみ 濱西　宏修 伊藤　美有 高橋　亮史 門脇　奈津子 安富　一郎 杉山　智亮

中澤　竜馬 阿久根　志帆 石原　三紗子 加藤　智久 濱田　記美代 穂坂　祥子 安原　敦

小野　菜摘 上田　千鶴 西岡　和政 新藤　緋香里 松本　克美 ソウ　知聡 赤堀　剛也

村上　千秋 小原　達二 岸谷　豪 槇谷　拓生 石　惺 加藤　敏洋 小川　明子

滿汐　ゆかり 田中　星来 小坂　義人 飯塚　赳 野々村　眞次 森　麻美 安藤　健次

村岡　浩康 今井　政仁 荻田　祐一 Kaidatzis　Lionel 越路　泰地 JEONG　WON CHUL 郷原　啓資

天野　信幸 伊藤　直樹 梶　琢朗 古谷　毅 廿楽　圭子 木村　修悟 中原　良太郎

光中　渉 岡田　宏一 井上　浩孝 檜原　達也 水谷　圭太 池田　悠 森　喜彦

磯田　しのぶ 杉岡　祐子 池原　暢寿 清水　克宣 佐野　良行 安田　聡美 松下　さなえ

宮脇　丈治 田村　良子 三橋　達郎 山本　香奈子 菊田　久美子 清水　未来 金附　彩未

川上　志帆 平尾　礼美 西村　圭司 根上　幸恵 原田　朋子 藤田　義之 須貝　直哉

本田　愛里 玉田　洋平 梅山　貴充 金田　安寿加 上原　康博 大石　泰樹 瀧根　正則

宮原　雅樹 岡島　真一 櫻又　慎太朗 米山　知紗子 外山　優太 坂本　芳庸 東海林　妙子

笹本　卓嗣 榊　健次 田村　衣梨 奥村　啓子 結城　亮太 小山田　和央 村井　諭

國好　興藏 佐藤　裕也 佐藤　一樹 石田　昌子 矢野　ひとみ 長谷川　裕樹 寳積　克仁

小林　哲也 佐藤　香 桑野　美穂 品田　陽子 島　悠希 堀之内　豊 大塚　賢人

芦崎　暢 酒井　謙吾 阿部　光平 水流添　剛 奥田　実広 倉田　成美 佐々木　怜

早田　美穂子 竹中　延之 北村　剛 中森　清 栗谷　圭一 市東　正光 小澤　俊仁

奥山　信行 楠家　健太郎 小嶋　由喜男 山田　順一郎 柴田　雄也 内藤　一徳 山本　直久

原　照男 広川　喬也 YAN　XIAOYI 田中　良士 渡辺　月子 村上　誠 佐々木　康猛

島崎　翔太 青木　香 山本　英明 千葉　学 佐藤　俊大 村田　直紀 三宅　幸彦

大谷　萌英 井上　知子 塚田　宣之 原　豊 加藤　諒 山岸　治夫 井上　雅弘

曽我　周平 松浦　稔 松本　あゆ美 川崎　宏美 竹山　道人 小野　雅彦 高橋　和希

濱澤　裕子 竹田　友紀 岡本　一真 吉田　知加 福長　由紀 田中　敦 飴谷　朱夏

石田　勝巳 谷　章子 青木　徹 飛鷹　秀幸 駒井　寛則 藤原　健太 中本　祥二郎

水戸　潤也 小林　紀之 高橋　奈津子 上野山　眞梨 芦田　吉弘 田井地　佳美 高橋　達

三浦　光信 井上　敦子 高杉　沙歩 興梠　望 門東　真史 中西　洋介 平野　誠也

村井　寿文 中神　奈桜 島　崇 大森　裕樹 寺嶋　舞 井田　華綾 小野　優貴

川口　勇一郎 沓掛　直人 小坂井　謙二 渡辺　美生 山本　真也 山川　秀平 前田　めぐみ

越智　健二郎 正木　由香 久保　強 平崎　理子 住田　紗慧 中林　友美子 石川　賢司

森藤　幹二 寺尾　和久 石橋　翔也 由野　和隆 長尾　広樹 大澤　将広 作原　達巳

安田　恵 濱田　歩美 増田　大輔 樫山　理浦子 有本　武史 樋口　史一 多田　敏男

古城　博隆 平田　優宇 坂本　篤実 長谷川　育子 田中　宏一 山田　尊則 南出　豊

竹内　彩奈 大山　美佐緒 天白　由美子 杉本　誠一 山崎　秀俊 井上　美和子 天池　優美

船川　壱幸 田中　嘉幸 山下　誠斗 山本　誠也 山田　英明 渋谷　祐介 首藤　純

浅田　祥吾 名塚　拓哉 福井　良治 若井　香織 本山　智博 市川　敏樹 茂木　慎吾

茂谷　吉晃 井口　大輝 妹尾　高志 藤井　泰宏 水谷　吉男 小野田　直基 山下　沙也花

遠藤　鮎美 菅原　恭平 矢田　哲也 田中　友紀子 宗実　俊樹 土井　裕之 佐藤　美紗子

笹山　健吾 廣川　亮 富永　国友 曹　芳 徳永　惇 丸山　浩行 中平　勉

須藤　総一郎 岡田　健佑 松岡　健二 伊藤　保源 小川　閲子 阿部　則子 向井　克行

田中　美由紀 藤本　聡 鈴木　脩平 北畠　昭二 川嶋　徹 宮谷　雅治 田中　紗矢香

直野　誠至 大北　恭平 那須　栄一郎 野中　信子 岡内　健亮 三宅　克弥 小暮　祐嗣

小野　俊輔 吉田　剛 曽田　周杜 野中　文博 田辺　嘉子 堤　美稀 柴田　裕美子

（敬称略・公表希望者のみ）



東かがわ市ふるさと納税

令和３年度　寄附者

木村　愛里 土渕　高茂 石森　尚美 財部　るり 松尾　利佳子 朝倉　亮 飯村　佳菜子

高山　友里 熊谷　紀香 佐藤　春美 太田　正志 東　優衣 村上　健 五十嵐　俊彦

田代　裕基 西本　匡志 正木　泰輔 押久保　佑太 宇根川　新 草野　英樹 山下　泰利

重里　政信 前野　祐一郎 馬渕　秀基 斎藤　謙一 内村　友香理 荒木　健芳 埴岡　美希

武田　公伸 上田　朱子 若林　浩司 山田　雅子 鈴木　智博 竹内　哲哉 大槻　陽介

片山　理紗 祖父江　理 宮崎　忠利 横井　マリ 阿久津　知幸 福地　剛 永野　晋

岩田　季志 佐藤　博史 志田　洋子 中村　光希 田中　貴 文野　秀紀 宇都宮　大作

佐藤　豊 田中　佳光 山端　美和 西村　知也 小巻　仁 西井　司 Kastner　Paul

田中　彩香 上岡　由喜江 竹田　龍生 藤根　淳 門田　晃典 遠藤　奨 古市　卓

白崎　麻未 宮本　章弘 矢吹　健太朗 山中　達雄 内山　俊宏 福田　大悟 畠山　佳奈

岡田　敏裕 馬場　浩輔 寺田　史 畑野　幸治 濱田　正恵 稲葉　薫 新井　和幸

野村　賢司 片岡　優紀 紀　澄 井上　悟 塚田　優子 川崎　信志 山口　智美

西谷　巧太 笠川　貴志 高田　茉利 嶋田　一郎 加藤　こずえ 石田　和也 生天目　陸

木村　洸介 猪谷　豪志 崎地　真理 野田　真一郎 森田　拓也 田中　宏和 近藤　博信

池田　朋央 宮丸　美悠紀 塩谷　和樹 内田　希芳 柳本　哲志 嶋田　涼汰 佐藤　啓太郎

野地　咲美 阿部　悠佳 森永　和枝 戸井田　泰明 原　辰徳 中森　正裕 池木　博信

岡田　千加 余語　由美子 中野　博之 平山　佳奈 川村　志保 下津　幸平 井上　朗

間瀬　奈津子 緒畑　和也 山崎　貴雄 中島　秀彦 中須　啓介 剱持　元 澤田　眞知

浪川　真治 清水　優美 谷口　幸美 鷹野原　和哉 毛利　明彦 平井　文彦 宇野　由貴子

石津　肇 庖刀　正明 冨岡　志織 すずき　もえ 山口　徹 神部　敏 小林　聡

田中　智久 大澤　邦俊 井原　正樹 原田　真一 三宅　明美 瀬能　一平 中田　博之

澤木　明美 中武　真悟 伊東　知恵 中田　和宏 藤本　信夫 中田　真寛 榎並　美和

金氏　友 西田　哲也 藤村　翔太 飯田　祐三 太田　あかね 加藤　愛美 Ramadhona　Saville

渡邉　優美 藤田　伸正 荒谷　一光 高尾　峻介 松元　郁佑 佐々木　雄介 辻本　健雄

後藤　崇由 渋谷　勇次 荒木　真一 内藤　彰二 山村　祐輔 末重　貴浩 浦野　紘明

末永　和寛 鈴木　貴 草間　祥子 内村　真基 乾　有子 佐々木　達也 伊藤　宏

渋谷　雄大 細川　卓 中山　麻衣子 塚本　亮 野村　知子 清水　佳恵 関川　猛

細谷　英里 佐伯　唯 大村　美和 齊藤　通利 橋本　秀多 宮川　壮進 住吉　亨之

黒木　正樹 東山　茂樹 中新　洋平 中村　大志 神戸　巧 朱　元祥 宮本　雄弘

中西　貴大 西岡　宏一 張　博文 加藤　登紀江 亀山　修 要　武志 村下　昌司

中西　草平 高橋　昇平 篠田　繁博 小林　久人 宗片　正成 平野　優麻 滝　博之

吉谷　淳 梅田　拓也 伊藤　重男 木村　太一 高松　美和 川路　敦志 辻川　晴加

石崎　舞 岡田　明宏 藤田　悌孝 井上　吉光 三上　茜 島津　あかり 楠下　祥広

澤田　紫乃 山田　尚人 西牧　大輔 山本　雄太 西村　一之 中村　友貴 朴　太樹

荒木　辰徳 廣内　総一郎 森本　庄一 山崎　耕太 長保　雄一 酒井　文華 大寺　哲司

安原　康平 松原　五朗 中村　智幸 立花　佑一 知野見　章文 YE　MENG 飯塚　孝文

浦部　功 小澤　迪喜 新川　麻衣 原田　将充 広瀬　瞳 前田　浩一 大西　純司

志水　抄太 山田　和憲 國津　智彬 小川　諒 村岡　紀子 戸倉　隆太 佐藤　豊弘

丸崎　英樹 土合　恭平 桑原　佑哉 内海　智裕 茂木　亜希子 山本　真由美 芥川　雅之

赤間　裕之 長岡　麻人 ryuu　rei 島田　雅代 岡田　喜明 兼近　大樹 山本　涼太

飯島　直樹 吉井　一将 横山　謙二郎 岡本　英晃 今水　誠 坂田　直子 山本　勝也

松崎　玄 加来　健太 古川　貴之 犬石　みゆき 高田　泰昭 土田　正樹 矢島　知子

浜崎　剛 松田　宗隆 小島　光成 梅原　尚 松尾　昌宣 大竹　嘉英 小高　恵実子

仲田　理栄子 古矢　秀一 田部　理菜 松本　奈那子 磯部　公佑 程　麗テイ 水野　洋子

藤村　亜季 作田　美紀子 杉村　圭介 田中　友紀 山田　直記 山下　利明 兒山　雅彦

小坂井　崇 横山　美香 板垣　貴聡 竹内　貴裕 鈴木　佳代 湊　尚貴 須藤　泰宏

鈴木　良平 阪本　誠 恩田　一輝 東川　俊寛 杉本　朱理 藤枝　克臣 長野　覚

山崎　厚司 高橋　隆一 Arioja　FernandMadrid 鳴海　穂香 藤田　栄人 上瀧　登志夫 弓永　忠

山岡　優哉 守口　隆太郎 金沢　寛 長坂　鋳哉 小栗　万葉 植木　那都子 堀地　聡太朗

小野寺　義明 大和　進一郎 東　善博 多伊良　彰文 若林　慎治 加藤　泰和 片田　法子

（敬称略・公表希望者のみ）
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小川　伸一 河村　定人 前島　正行 金井　進 増田　伸也 荒井　麻希 雨谷　康孝

藤原　真奈美 渡邊　大造 角田　昌治 田中　元博 高橋　正義 面来　哲雄 安藤　衣利

関川　公栄 高橋　舞衣 北村　美加 矢作　恵理子 竹田　陽介 吉田　洋一 上原　夏輝

山下　優 宮崎　聡 榎本　圭介 大野　誠 森　美代子 岩島　章太 村田　博

楢本　恒夫 伊藤　宏賢 長治　勲 青木　敦 山田　有吾 伊藤　雄一 吉山　貴裕

江藤　大二朗 古舘　ユリ江 井元　俊雄 畑中　美香 青山　誠公 土屋　勇一 野呂　祥

下川　聡 辰巳　圭太 澤田　智絵 浮谷　善軌 殿村　れい子 大澤　幸夫 一橋　信之

松尾　環樹 佐々木　大吾 高橋　功也 福永　実 杉山　雅恵 伊藤　甚哉 岸本　明日香

新井　奈穂子 佐藤　慶啓 福田　慎之介 服部　浄児 小倉　文翔 香月　照子 前谷　忠仁

安里　善幸 八木　健夫 安田　秀彦 桑田　知 田渕　英男 大塚　勝太 新開　英介

江里　明子 立田　昌伍 藤尾　令 永井　洋 島野　勝広 本川　一善 舩坂　昭文

篠原　正洋 酒井　税 武田　俊美 渡邉　俊紀 劉　倩 岡田　実継 小川　良雄

松本　仁 橋本　華奈 佐伯　幸介 平井　和子 保泉　宏江 谷口　浩一 濱田　茂

高須　俊樹 河田　亮 奥田　英伸 古井　和貴 小川　純 林元　光広 西畑　昌昭

辻本　雅一 安藤　紗生 渡辺　雅俊 久保　秀彰 森　恵子 戸田　薫 綾部　陽一郎

吉田　慎一 立尾　浩美 吉原　章悟 石田　洋輔 藤田　欣哉 金井　雅史 藤井　学

堂丈　毅 古屋　大輝 安藤　善隆 小川　茂夫 光永　真紀 堀田　誠 麻生　貴裕

橋本　大輔 石　磊 上野　晃宏 田邉　市郎 和田　あかる 松村　由李佳 溝渕　用三

池谷　和樹 井上　貴史 高木　和花菜 吉田　真美 有澤　和也 井伊　美奈子 坂本　耕亮

大須賀　敦子 脇田　房恵 三輪　美緑 清水　一彦 山口　理佳子 坂本　章 篠原　祥太

下門　亮悟 浅井　正則 小林　啓祐 橋本　侑樹 広瀬　威士 鈴木　章太郎 佐々木　一真

千田　裕晃 藤田　雄平 小山　由紀 坂田　健輔 三浦　えみこ 鈴木　健一 林　繁治

田中　未来 重信　勇太 金　昌賢 舩木　真由美 富永　明 山本　真一郎 香川　昌宏

伊藤　友二 横山　雄大 百井　亨 太田　隆幸 大徳　翔馬 中嶋　貴史 阿久澤　優佳

藤坂　大輔 酒井　剛 田畑　美保 佐藤　雅宣 吉田　奈穂子 大矢　凌雅 兼山　礼一郎

石塚　誠之 仲村　宏 黄　子夏 田中　祥太郎 木村　秀作 小川　功 佐野　香苗

村井　優紀 宇野　幸広 千房　里実 宮武　愛子 加藤　優花 板垣　生 伊藤　誠吾

大村　真美 山田　尊裕 浅野　友宏 田治　直崇 松井　博美 山本　雄作 寺田　成孝

今井　愛 中森　利一 小西　大地 不破　敦 佐野　千誉 大橋　久代 井上　慶三

高橋　孝則 西田　慎太郎 谷　智輝 金井　隼人 松尾　美樹 澤畑　訓 山中　恵里加

栗谷　裕子 三木　均 荒井　亮一 岡野　良祐 田中　恵美 明田　梢子 石本　将太郎

君垣　隆義 増田　麻子 武内　広之 渡邊　浩吉 森下　夏希 磯貝　政輝 荒須　誠

土濃塚　洋m 松村　一輝 古藤　悠希 謝　建親 山本　一樹 小西　宏明 松浦　巧

野間　一哲 奥野　新 青木　俊和 高畑　恵 下古立　忠久 田中　荘 川畑　弓子

団原　久美子 宮崎　隆行 福田　義宏 村上　大悟 安藤　秀樹 和田　爽良 北村　政義

杉本　英城 安藤　豊典 三宅　大輝 尾花　龍一 玉井　恵子 長曽我部　秀樹 岡田　敏宏

遠藤　浩児 池田　真己 宮本　凌竹 前田　隼人 前田　大輔 堤　庸輔 福井　智哉

片山　由美 益岡　毅治 田中　正也 西上　洋志 田頭　直樹 長嶺　路子 大澤　麻貴

古明地　廣規 齋藤　芽吹 李沢　雄人 伊藤　正剛 藤本　暢之 三沢　大宇 井藤　健嗣

蕨野　崇作 松山　佳子 遠藤　恵理子 井手下　洋輔 竹田　直弥 小森　俊幸 杉山　雄紀

青木　早苗 今田　泰彰 栗谷　圭 山本　大地 大塚　修治 照井　直樹 中野　宏

神原　哲也 坂本　実沙季 古田　尚也 吉村　龍馬 坪井　慶太郎 荻原　隆司 石部　隆男

塩谷　友貴 田村　康亮 古川　秀正 股野　廣 松本　美智子 澤　敏之 笹野　真矢

高牟礼　紀久 浪江　萌香 中島　雅彦 原田　郁大 サンマルタン　アルノ 佐藤　匠真 小阪　佳津子

松本　幸大 豊島　靖 柴田　龍一 谷脇　理 守田　香織 笠原　洋 津村　昌弘

久村　尚 越智　大介 田中　裕人 片倉　真道 外山　真弓夏 一花　英行 望月　拓馬

森田　麗子 遠藤　泰永 池田　朋三 高橋　琢磨 北山　貴之 本橋　拓也 小林　大悟

樋浦　修臣 増渕　直季 城石　充 浅野　智幸 池田　善紀 中條　亮 藤原　俊介

尾崎　省一 山本　兼弘 外山　宙 林　将太 梅津　新矢 上條　正裕 金子　晋一

下地　五月 伴　雄太 近藤　健輔 安本　卓史 宇井　和朗 佐久間　寛之 田坂　翔平

（敬称略・公表希望者のみ）



東かがわ市ふるさと納税

令和３年度　寄附者

小川　純平 嶋崎　賢 片山　光二 平井　彩 竹内　雅則 浜田　貴弘 市倉　庸宏

玉田高行　高行 安井　雅子 河合　孝一郎 冨依　栄太朗 遠藤　恵 石田　克樹 井上　雅巳

岡田　唯輔 小倉　啓 長谷川　淳也 前田　香理 渡邉　誠大 中村　成伸 竹本　誠

篠田　健司 松本　福志 Fontana　Daniele 中村　隼人 壷井　政行 鍋山　麻衣子 井平　勝

小田原　敢 宮脇　訓晴 小林　欣也 山田　将司 上村　淳 古市　功 大澤　修三

長澤　大助 長山　孝徳 芝原　千恵子 濱脇　麻紀子 野口　幸久 藤本　能範 浦岡　正裕

香取　正 幾世　隆 高尾　康伸 池末　晋介 佐藤　紫織 篠田　正道 山本　孝司

松田　高明 横山　大輔 杉崎　誉 内山　恵正 大橋　龍一 小林　隆之 阿部　展久

稲田　美智子 寺澤　征洋 岡橋　正明 沖田　博文 佐藤　昭彦 池田　裕一 石橋　正道

妹尾　篤志 丹内　典昌 兒玉　朱美 田中　祥博 阿部　敦 江戸　裕一郎 千田　大輔

伊庭　公也 荒川　綾子 大松　美帆 谷　和憲 阪下　智之 高崎　智由 杉山　晃平

青木　一郎 若狭　誠 関　博之 法木　恵子 飯田　啓太 福島　久美子 赤石　知里

新野　章生 穂苅　彩香 中谷　慎一朗 金子　功 道本　千尋 福田　憲次郎 中村　友紀

宮下　靖弘 有川　健 日野　哲也 橘川　愛美 相原　光治 白井　玖実 黒川　健太

大山　耕志 森元　章博 理崎　智英 北原　美優 北川　由希 白井　正貴 米谷　望

塩見　典大 片川　秀晃 吉川　正弘 清水　祐亮 中田　岐弘 曽原　未華 祖父江　誠

荻田　純子 有馬　憲治 古屋　　健太 松山　正義 二宮　里実 大上　直人 矢部　有花

今野　直哉 北野　美和 佐々木　敏子 上勢　満由子 市倉　悠気 西嶋　浩行 大城　将宏

横山　博之 水永　真博 栗原　浩史 森永　大志 小寺　優那 LIU　HANYI 小川　健介

深田　雅人 重田　直樹 可知　洋二 山本　晃司 綾田　直人 辻　泰成 鈴木　将也

諏訪　真悠 於保　真由美 川上　耕一郎 山口　雅子 草木　浩介 山田　国央 藤田　大志

伊藤　武史 山岸　直樹 山本　倫子 梅本　洋平 川嵜　啓伍 淺原　詩穂 伊藤　佳子

中里　まさ子 安田　有希 若林　義規 塩田　達朗 大角　哲也 小橋　紀之 林　一二

山田　まき 井上　翔太 安藤　紗綺 永峰　大軌 松嶋　裕子 山本　円 有馬　優子

山野　浩 兼坂　宏 丹羽　悠二 桑島　功 仲井　常雄 猿渡　脩平 小濱　康明

奥村　武 池田　達哉 中村　真也 小路　淳一 前田　健二郎 深見　和代 三上　貴規

兵藤　朱音 松岡　美奈 守安　亜紀 大竹　利幸 江口　進 森田　曜光 鹿子木　進

小木　由理子 谷口　寛朗 井上　裕喜 臼井　健司 野口　健治 小西　恒 三輪　悦之

酒井　恒星 北原　拓也 日高　祐一 花村　雄高 戸軽　伸明 堤　慶貴 片岡　寿雄

土井　光 田中　紀子 三井　勇洋 板東　晴美 野田　尚吾 井上　普 村上　賢

柳澤　英明 佐野　裕子 桂　崇之 佐高　一光 司城　伸次 豊田　由紀美 大津　敏彦

川畠　裕子 飯島　真矢 栗田　英雄 茂木　雅行 今枝　伸保 河合　美紀子 塚本　彩

三上　達也 南部　竜太郎 大谷　峰生 加藤　史典 大沼　洋一 林　仁幸子 澤田　憲作

東田　正平 川原　英樹 大山　葉子 米村　美紗 島田　純二 木村　徹 間瀬　恵太

七津角　慎吾 森川　美樹 是澤　秀嗣 大崎　功一 宮家　佑輔 井上　英章 刄田　悠平

田畑　秀和 北原　宣子 伊藤　久美子 有泉　陸 片岡　浩 山形　忠永 佐藤　俊輔

関森　ゆかり 大本　華恵 杉谷　有加 You　LeeShuen 橋本　真一 鍋本　芳美 上田　重春

武田　慶哉 宮田　学 石澤　凌平 有村　智也 河合　友里 池田　尚弘 本田　みゆき

秋間　賢司 菊池　淳 小山　敏一 宮本　里美 徳丸　操一 高野　和子 小池　康尚

坪内　あかり 高島　靖男 星野　沙輝 堀内　慶子 望月　麻子 瀧　友紀 中野　聡

大山　路子 西澤　ローリ 久米　彩恵子 佐藤　正崇 野瀬　史憲 芦野　雄平 小林　文彦

柴崎　柾武 西村　陽一 中野　臣悟 中上　晴奈 田中　佳美 小笠原　聡子 川崎　聖弥

増田　真季子 前川　浩志 加野　朗洋 西澤　実和子 佐藤　雅俊 小泉　滋樹 北條　真由美

星　克也 朝井　悠太 高尾　智美 冨方　克哉 津田　恭平 西山　悠介 榎木　正

大友　瑛子 神崎　とも子 長谷川　信光 北山　飛鳥 倉岡　七恵 吉鷹　秀範 井口　朋美

田口　一輝 舟橋　悠紀 藤原　常烈 能重　美穂 進藤　誠 田邊　明彦 佐藤　景子

中井　淳夫 佐々木　誠 手嶋　真智子 青木　研吾 渡邉　伸悟 米田　俊介 生方　文

宮澤　進 阿部　美紀子 佃　正美 関田　将人 池田　誠司 児玉　泰弘 丸山　真弓

立木　進一 杉浦　良幸 平田　進 澤　俊徳 楮　明希人 市川　毅人 山谷　亮

大手　崇善 栗盛　昭博 蔵原　寛史 小川　修司 内田　恵実 藤倉　聡史 山本　和生

（敬称略・公表希望者のみ）



東かがわ市ふるさと納税

令和３年度　寄附者

富川　昌之 三原　裕二 若松　拓馬

鈴木　幸子 荒井　翔 丹野　智

淡路　晃宏 廣本　修 牧野　耕和

廣沢　俊一郎 小林　征一 渡辺　桂造

五十嵐　秀子 小林　慎一郎 金　星華

山崎　章生 小林　和行 高木　祐夏

白銀　洋 後藤　奈美 吉野　広紀

小林　美佐 田村　博 原田　健司

清原　昌章 奥村　治 森脇　一也

進藤　晴彦 中村　恵太 松田　卓也

水野　智仁 宮澤　晴美 加藤　佐代子

横山　賢吾 柳　喜久子 山口　達也

石田　哲平 島田　晃良 高井　隆寛

阿部　悟 草薙　まり 梅本　光

青木　名緒美 吉川　幸一 堺田　幸志

加藤　真也 瀬野　由香里 斎藤　睦

三村　優 黒倉　文男 石坂　卓也

野村　隆弘 辻　潔 石川　晃一

山岡　彩花 辻川　創平 佐々木　勇歩

藤井　サチエ 曽和　修一 原田　裕幸

栗山　幸大 Fogle　DanielRay 村上　雅一

橋本　龍一 大島　遼平 田口　暁彦

柴野　雅資 齋藤　直葵 八木　俊輔

中島　徹 昇　太朗 深沢　博臣

新田　義輝 伊福　達成 宮内　裕二

藤原　嵩晃 蓮井　宏樹 中村　勇介

堀口　順詳 若林　利秋 松本　裕典

大畑　洋二 吉川　雄貴 上前　琢郎

楢戸　恭子 小野寺　剛 坪井　由明

延山　貴啓 寺岡　祥子 森田　武一

横山　理 佐川　朋之

久保田　秀和 河野　博史

川上　信一 奥村　英伸

榎本　忠行 菊池　薫

重永　広大 榎本　三枝子

石原　弘敏 三宅　立也

三田　江美 内藤　智治

MIHORI　MASASHI 市谷　健祥

鈴村　龍也 梅田　和憲

小林　徹 稲本　隆平

佐光　祐介 河本　いづみ

中根　功多朗 加藤　久仁明

鹿野　雄久 平泉　翔

久岡　征司 小林　武蔵

橋本　安弘 鳥居　和之

倉戸　賢一 吉田　知生

尾崎　梨恵子 鈴木　雅彦

菊地　加奈子 カップ　ロッシェル

吉田　知弘 井上　陽子

清野　俊也 鈴木　敏之

（敬称略・公表希望者のみ）


