
平成27年度の名張市ふるさと納税（名張市ふるさと応援基金）に対し、多くの方々からご寄附をいただき、誠にありが
とうございました。今後も引き続き、「頑張るふるさと名張」への応援をよろしくお願いします。

平成27年度　寄附実績
2,621件　　66,588,852円

氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県

古谷　真一 北海道 内田　智之 群馬県 石川　亨子 東京都

種畑　昌明 北海道 遠山　みつ子 埼玉県 宮坂　彩 東京都

谷　晴之 北海道 三浦　守 埼玉県 縣　清志 東京都

林　達也 北海道 松本　吏弘 埼玉県 三宅　修 東京都

神出　学 北海道 釘宮　典孝 埼玉県 竹中　洋史 東京都

前田　尚一 北海道 徳永　倫一 埼玉県 石塚　泰男 東京都

富川　聡 北海道 中森　宏祐 埼玉県 倉田　泰輝 東京都

児玉　翔子 北海道 関口　雅裕 埼玉県 辻井　修二 東京都

依田　毅 北海道 斉藤　正樹 埼玉県 西田　登志子 東京都

齊藤　研一郎 青森県 五味　路子 埼玉県 生駒　憲治 東京都

菅野　淳一 宮城県 中村　靖史 埼玉県 安田　欣司 東京都

上西　博 宮城県 加苅　政猛 埼玉県 加藤　成樹 東京都

大橋　健二 福島県 小越　毅章 埼玉県 鈴木　貴幸 東京都

田島　幹大 千葉県 坪倉　真一 埼玉県 橋本　昇平 東京都

田村　春菜 千葉県 小池　正喜 埼玉県 藤本　圭子 東京都

秋葉　賢一 千葉県 岩崎　修 埼玉県 代田　真司 東京都

中島　弘治 千葉県 大内　統 埼玉県 保田　栄人 東京都

森谷　康志 千葉県 長谷川　敏久 埼玉県 木村　泰一郎 東京都

青木　順 千葉県 森本　晃司 栃木県 大川　修司 東京都

長　正治 千葉県 福島　篤次郎 東京都 菅谷　隆之 東京都

手島　達也 千葉県 山崎　夏維 東京都 大内　中 東京都

松村　宗太郎 千葉県 木下　一郎 東京都 大利　得公 東京都

鈴木　なるみ 千葉県 縣　清志 東京都 岡山　博智 東京都

矢野　康彦 千葉県 高　英美 東京都 石川　賢治 東京都

森　哲也 千葉県 桐山　学 東京都 甲村　太輔 東京都

榎本　和正 千葉県 矢島　恵理 東京都 中澤　宏介 東京都

松田　和英 千葉県 青木　洋武 東京都 清水　真紀 東京都

横田　久哉 千葉県 日比野　暢 東京都 押谷　誠治 東京都

矢部　芳雄 千葉県 高嶋　利之 東京都 西岡　秀起 東京都

勝矢　好美 千葉県 吉田　茂生 東京都 青木　洋武 東京都

岸田　剛 千葉県 宮本　三千夫 東京都 田畑　満康 東京都

山本　浩 千葉県 井辻　正 東京都 金井　信雄 東京都

菅　哲弥 千葉県 宮坂　彩 東京都 秋田　瑞穂 東京都

金子　春樹 千葉県 冨森　昭夫 東京都 松岡　美帆 東京都

高橋　誠 千葉県 山本　荘太郎 東京都 荒川　英雄 東京都

関　正計 茨城県 関根　達也 東京都 岡田　浩 東京都

湯本　泰弘 茨城県 神林　健二 東京都 高橋　宰 東京都

林　孝儒 茨城県 川鍋　努 東京都 宇野　政雄 東京都

谷　広司 茨城県 伊沢　豊 東京都 那波　智彦 東京都

打越　勇治 茨城県 今中　秀郎 東京都 菊澤　良郷 東京都

乾　智一 茨城県 金枝　健三 東京都 堀　心一 東京都

藤田　政道 茨城県 田村　太一 東京都 冨山　友博 東京都

岩間　朗子 群馬県 小西　真 東京都 岡本　忠義 東京都

平成27年度　名張市ふるさと納税　寄附者名の公表について

（敬称略、順不同）



氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県

宮田　貴仁 東京都 笹田　祥三 神奈川県 磯輪　保之 愛知県

林　真一 東京都 田村　昭裕 神奈川県 松島　知幸 愛知県

牧野　弘佳 東京都 中戸川　芳士 神奈川県 井上　雅樹 愛知県

堀内　浩 東京都 大﨑　良秀 神奈川県 小川　清隆 愛知県

北森　芳徳 東京都 山田　一元 神奈川県 高口　洋一 愛知県

上角　勇樹 東京都 神田　昌樹 神奈川県 増田　道太朗 愛知県

武田　圭司 東京都 石川　薫 神奈川県 岡崎　幹弘 愛知県

中山　美鈴 東京都 村越　一夫 神奈川県 松雄　秀治 愛知県

中村　俊康 東京都 熊谷　茂 神奈川県 松原　資典 愛知県

的場　夏美 東京都 秋元　慧佑 神奈川県 青木　泰三 愛知県

永井　立夫 東京都 生沼　哲 神奈川県 溝上　多賀男 愛知県

佐久間　毅 東京都 中本　浩 長野県 中尾　巨治 愛知県

多田　美希 東京都 清水　一征 長野県 浅井　達也 愛知県

岡野　功道 東京都 小池　順 山梨県 長谷川　均 愛知県

新田　隆範 東京都 小寺　瞬 山梨県 深谷　裕寿 愛知県

長山　昌平 東京都 平出　傳 山梨県 安田　盛 愛知県

相馬　信吾 東京都 高松　宗一郎 石川県 越川　智章 愛知県

奥村　崇 東京都 長　美子 福井県 北見　弘美 愛知県

竹之内　與志和 東京都 岡山　義美 静岡県 河野　暁 愛知県

橋本　剛 神奈川県 上村　琢也 静岡県 山田　寿和 愛知県

細見　宙史 神奈川県 松永　博実 静岡県 森本　高章 愛知県

岩崎　博文 神奈川県 塚本　真奈美 静岡県 天野　銑祐 愛知県

金澤　友和 神奈川県 簔　威頼 静岡県 中村　雅信 愛知県

藤田　英之 神奈川県 平井　秀明 静岡県 梅村　勝重 愛知県

岩崎　剛 神奈川県 藤井　真 静岡県 平石　克己 愛知県

小濱　一師 神奈川県 鈴木　一成 静岡県 小村　道昭 愛知県

鵜飼　俊行 神奈川県 加藤　文敏 静岡県 本多　純一 愛知県

細谷　和也 神奈川県 近藤　一成 静岡県 稲吉　孝介 愛知県

岩崎　博文 神奈川県 大橋　美希 岐阜県 吉岡　久則 愛知県

横山　元 神奈川県 高橋　英二 岐阜県 山下　知彦 三重県

本郷　裕明 神奈川県 高橋　美和 岐阜県 吉川　和也 三重県

谷川　冬美 神奈川県 北村　光弘 岐阜県 長坂　亜矢子 三重県

朝妻　則子 神奈川県 大西　祐太 愛知県 土方　良明 三重県

猪野　良一郎 神奈川県 奥　哲司 愛知県 須川　尚郎 三重県

戸田　健一郎 神奈川県 上田　賀子 愛知県 小川　陸眞 三重県

吉川　智洋 神奈川県 高橋　篤史 愛知県 新保　秀人 三重県

倉阪　直武 神奈川県 辰己　佳史 愛知県 武田　浩 三重県

林　竜人 神奈川県 冨谷　弘幸 愛知県 北森　洋司 三重県

中井　輝明 神奈川県 芳野　茂男 愛知県 菊山　賢二 三重県

大矢　知子 神奈川県 中村　義孝 愛知県 近藤　聡 三重県

三成　哲司 神奈川県 福田　幸正 愛知県 田畑　佑輔 三重県

池田　英幸 神奈川県 杉浦　敬子 愛知県 草合　要平 三重県

加茂井　薫 神奈川県 原瀬　昌泰 愛知県 永尾　幸雄 三重県

都築　哲平 神奈川県 若林　英樹 愛知県 杉本　佳彦 三重県

（敬称略、順不同）



氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県

手石方　康宏 三重県 米丸　忠良 大阪府 南木　孝夫 和歌山県

中谷　泰典 三重県 灘波　善則 大阪府 村上　明生 兵庫県

中西　隆之 三重県 西本　有美子 大阪府 辻本　幸夫 兵庫県

西浦　正人 三重県 松井　健 大阪府 藤川　卓也 兵庫県

小野　裕子 三重県 谷川　寛 大阪府 平野　幸世 兵庫県

大薮　泰昭 三重県 中嶋　平太郎 大阪府 檜垣　卓也 兵庫県

秋元　隆志 三重県 野中　和夫 大阪府 小山　恵生 兵庫県

森川　建志 三重県 日昔　秀岳 大阪府 高橋　英剛 兵庫県

森川　寛子 三重県 甲斐　達也 大阪府 今井　惠介 兵庫県

西森　隆司 三重県 釜瀬　佐代 大阪府 谷川　文男 兵庫県

竹島　靖人 三重県 井上　喜文 大阪府 武内　正恵 兵庫県

松田　肇 三重県 村山　元基 大阪府 堀　佳代 兵庫県

佐々木　洋吉 三重県 邑本　道江 大阪府 木元　健治 兵庫県

中森　芳光 三重県 杉江　弘 大阪府 糸数　恵 兵庫県

松本　寿次 三重県 本多　利行 大阪府 糸数　頼子 兵庫県

松原　孝夫 三重県 岡本　佳之 大阪府 山﨑　邦英 兵庫県

竹内　禎高 三重県 今川　保 大阪府 遠藤　豊 兵庫県

奥家　理史 三重県 中辻　三喜男 大阪府 清田　章之 岡山県

中島　弘道 三重県 竹上　雄人 大阪府 太田　亘 岡山県

長尾　嘉彦 三重県 川口　真紀 大阪府 三隅　秀樹 島根県

山﨑　祥生 三重県 田伏　平 大阪府 大場　一生 山口県

深田　弘幸 三重県 幸内　洋之 大阪府 百中　宏 山口県

福田　賢一 京都府 山口　美鈴 大阪府 高橋　健二 山口県

森　優 京都府 田邊　直子 大阪府 大木　彰人 香川県

須藤　慎介 京都府 藤川　義人 大阪府 山本　暢宏 福岡県

嵓　晃雄 京都府 飯田　恒治 大阪府 金沢　正幸 福岡県

三上　宜子 京都府 前田　知哉 大阪府 小笹　成紀 福岡県

高田　聡 京都府 原　守男 大阪府 斎藤　貴之 佐賀県

鍬田　陽男 京都府 玉本　雅則 大阪府 古澤　光浩 熊本県

樋口　智行 京都府 武田　照代 大阪府 小北　正秀 熊本県

辻　俊宏 京都府 高良　輝久 大阪府 仲川　亮拓 熊本県

桑原　恵 京都府 川端　一永 大阪府 福崎　泰史 鹿児島県

高垣　さい子 奈良県 西村　智明 大阪府 鳥巣　素史 沖縄県

山本　実 奈良県 能見　啓司 大阪府 秋山　和敏 沖縄県

中田　雄一郎 奈良県 堀　良成 大阪府 阿波根　小百合 沖縄県

古川　清英 奈良県 大平　武 大阪府 知念　義秀 沖縄県

小林　光雄 奈良県 草野　賢 大阪府 林　弘子 沖縄県

宮部　潤 奈良県 生杉　浩一 大阪府 外間　浩 沖縄県

早川　純平 奈良県 杉岡　美花 大阪府

橋本　啓一 奈良県 山川　浩 大阪府

石崎　昭 奈良県 生杉　浩一 大阪府

二宮　幹央 奈良県 京極　理 大阪府

松田　浩典 奈良県 三好　得司 大阪府

仲野　伸司 大阪府 玉田　育子 大阪府

森田　崇 大阪府 長谷川　陽一 大阪府

※寄附者名については、ご本人の了承を
得た方のみ公表しています。

（敬称略、順不同）

以上の皆様の他、合計2,621件のご寄附
をいただきました。
皆様の応援ありがとうございました。


