
22年度寄付者一覧 合計金額 198,352            

番号 氏　　　名 自宅都道府県名 市町村
1 北澤 一利 北海道 釧路市
2 小海 康夫 北海道 札幌市中央区
3 堀川 直子 北海道 本別町
4 瀬野 佳代 東京都 府中市
5 尚和 里子 北海道 札幌市手稲区
6 三浦 淑子 北海道 札幌市北区
7 青木 みどり 東京都 練馬区
8 渡辺 正機 北海道 旭川市
9 永山 隆繁 北海道 石狩市
10 周佐 君男 北海道 札幌市白石区
11 青木 貴宏 北海道 札幌市東区
12 宮岸 和子 北海道 札幌市手稲区
13 伊藤 美枝子 北海道 上士幌町
14 秦 美智子 北海道 札幌市手稲区
15 仁井 峰子 北海道 帯広市
16 栗原 永祐 静岡県 沼津市
17 宮出 久生 北海道 札幌市東区
18 中村 利秋 北海道 釧路町
19 笠羽 洋一 北海道 深川市
20 中島 裕子 北海道 札幌市北区
21 石坂 廣子 北海道 札幌市北区
22 渡部 ツギヨ 神奈川県 三鷹市
23 野村 順子 東京都 府中市
24 立道 輝久 北海道 札幌市西区
25 成田 昭雄 東京都 三鷹市
26 浜田 美喜子 北海道 札幌市手稲区
27 中澤 克子 埼玉県 所沢市
28 小林 香 北海道 幕別町
29 稲澤 悦子 北海道 釧路市
30 金子 祐子 北海道 白糠町
31 児玉 留美子 北海道 旭川市
32 齋藤 陽平 北海道 弟子屈町
33 崎地 勝 北海道 釧路市
34 嶋山 亮二 北海道 芽室町
35 菅原 英子 北海道 札幌市西区
36 若狭 泰子 北海道 札幌市西区
37 髙橋 いみ子 宮城県 名取市
38 石田 寿之 北海道 札幌市中央区
39 山谷 幸以 北海道 帯広市
40 三橋 丈二 北海道 札幌市清田区
41 相田 仁子 北海道 札幌市東区
42 新浜 綾子 北海道 別海町
43 岡本 裕美 北海道 別海町
44 森 稚子 北海道 帯広市
45 松村 蔚子 神奈川県 川崎市
46 小田 一仁 東京都 三鷹市
47 南雲 常夫 東京都 三鷹市
48 永島 いつ子 東京都 三鷹市
49 上野 千鶴子 東京都 杉並区
50 赤坂 悦子 北海道 石狩市
51 工藤 敬生 北海道 函館市
52 山田 和枝 北海道 留萌市
53 本間 郁子 北海道 釧路市
54 野村 幸子 北海道 札幌市北区
55 鎌田 八重子 北海道 日高町



56 小島 スゲ子 北海道 札幌市西区
57 藤村 里美 北海道 帯広市
58 佐藤 朱美子 北海道 音更町
59 牛島 操子 北海道 美幌町
60 矢萩 ミサ子 北海道 遠軽町
61 福田 幸子 北海道 遠軽町
62 潮見 シゲ子 北海道 釧路市
63 工藤 セイ子 北海道 函館市
64 蔦 秀子 北海道 函館市
65 増田 章子 北海道 音更町
66 泉澤 ケイ子 北海道 羅臼町
67 西田 美知子 北海道 旭川市
68 藤本 やよい 兵庫県 尼崎市
69 松本 秀樹 北海道 和寒町
70 関 美枝子 北海道 北広島市
71 東 幸子 北海道 釧路市
72 谷地 一子 北海道 釧路市
73 相原 忍 東京都 三鷹市
74 芦澤 悦子 神奈川県 藤沢市
75 矢萩 順子 北海道 北見市
76 安藤 仁 北海道 網走市
77 中村 久子 北海道 音更町
78 丸山 ノリ子 北海道 浦幌町
79 岩村 きよえ 北海道 日高町
80 土井 純子 北海道 札幌市中央区


