
寄付金　個人

　寄付金　個人� 順不同、敬称略

■３万円

晴山　真衣� 菅原　　亘

■２万円

夏井　重利　� 梅田　政清�

■１万円

伊藤　久子� 鐙　　長光� 安田　真人� 小松　靖彦� 鎌田　　誠

中田安通志� 鎌田満里子� 青山　欣作� 清水　滉大� 三浦　悦子

長谷川恵光� 加賀谷　哲� 目黒　幹雄� 鎌田　玄徳� 目黒　精市

粟津　祐紀� 草薙　孝夫� 佐藤　行己� 菅原　次雄� 佐藤　善治

嵯峨　義房� 小坂　　巧� 佐藤　良介� 沢木　繁隆� 千葉　利昭

秋本　文芳� 小玉　啓司� 山平　大介� 下田　佑輔� 千葉　　聡

畠山　廣蔵� 畠山　咲子� 斉藤　英一� 三浦　一弥� 渡部　　徹

原田　　徹� 吉田富美子� 小野寺郁哉� 吉田谷昭仁� 小玉　　享

鈴木　浩彦� 野地　直幸� 丹治　大輔� 古仲正太郎� 石井　玲人

柳澤　桂子� 守屋　充敬� 夏井　和正� 杉本　博子

■１万円未満

戸嶋　良広� 鎌田　紫苑� 佐藤　誠一� 進藤真理子� 佐々木真人�

長岐　強志� 佐藤　恵子� 加藤　敏広� 三浦　百子� 佐々木　歩�

目黒　　優� 高橋　　伸� 伊藤　　章� 佐藤　隼一� 吉田庄三郎�

吉田　恭生� 登藤　正人� 金谷　真一� 中川　和哉� 柏木　久志�

高桑ユカリ� 目黒　正樹� 安田　　豊� 安田　安男� 安田　俊光�

古谷　祐規� 奥山　政樹� 佐藤　辰雄� 渡辺　勝美� 渡辺　真弓�

堀井　重子� 鎌田　恵子� 沢木セイ子� 本川　穂弥� 山田　裕美�

山田　吉子� 伊藤　真弥� 武田　明彦� 大渕　　力� 安田　吉孝�

グロース フットボールクラブ
ご寄付をいただきました方々に厚く御礼申し上げますとともに、感謝の意を込めて、ここにご芳名を
掲載させていただきます。また、公表を希望されない寄付者の方については、掲載しておりません。
ご寄付いただいた方で、万一お名前が漏れているもしくは誤っている場合等、お気づきの点がありま
したら、お手数ですがご連絡をお願いします。



寄付金　個人

武藤麻衣子� 三浦　　大� 大高　尚子� 高橋　郁雄� 小玉　勇幸�

鎌田　俊彦� 三船絵里香� 藤根　良浩� 小野　直美� 古仲　真吾�

和田　和彦� 大渕　昌子� 菅原　辰美� 清水　正寿� 畠山　陽子�

畠山　　樹� 佐藤　基子� 小林　　浩� 船木　一道� 加藤　秀人�

吉田　哲也� 三浦　和志� 浮田　友勝� 鎌田　　豪� 鎌田悠太郎�

伊藤　泰光� 敦賀　　悟� 西村　千晴� 薄田　恵子� 澤木　�

松井　孝之� 淡路奈緒子� 戸嶋知香子� 佐藤美由希� 安田ウタ子�

小野　幸子� 佐藤　香織� 佐藤理恵子� 佐々木陽子� 村山　昇二�

鎌田　　健� 山方初衣子� 越後千恵子� 佐藤　　進� 近野　清作�

安田美希子� 西方　杏奈� 安田　大樹� 佐々木昭広� 斉藤　　勉�

三浦　一夫� 及位　伸一� 三浦新太郎� 三浦　　学� 安田　一彦�

山本　　拓� 戸田　悠介� 進藤　俊英� 三浦　史也� 佐藤　　信�

渡部　幸雄� 吉田　　等� 菅原　重貴� 鎌田真由美� 船木　継雄�

安田　　聡� 加藤　光子� 山岡　美佳� 佐藤かおり� 丸谷　　守�

三浦　芳人� 櫻庭　絹子� 浅野　幸一� 谷　　広秋� 菊地　有樹�

加藤　健一� 三浦　徳子� 秋山　知子� 佐藤ミオコ� 加藤　　勝�

大森　勝義� 杉本　行繁� 石川　久人� 船木　剛志� 佐々木　修�

伊藤　　翔� 山岡　陽平� 鈴木金三郎� 石井　洋子� 菊地　宜子�

山内　　恵� 山内　　学� 山内佑一郎� 菊池　佳子� 佐沢　隆洋�

山内　　忍� 籾山　博美� 川村　佳苗� 岩谷　仁美� 小野　　裕�

石川　　豊� 松本　亜紀� 渡部　聖子� 菊地　輝彦� 古山　碩人�

古山　知子� 大堤　蘭子� 岩出　貴仁� 木元　義博� 伊藤　睦子�

糸井由美子� 千釜美也子� 笹渕　静子� 石川紀美子� 長尾　歌子�

武田　宮子� 山下たまみ� 佐々木かおる� 三浦　愛子� 佐藤久美子�

薄田千奈子� 伊藤　恵子� 山脇　充子� 大渕　咲子� 永田カツ子�

海道由也子� 伊藤　光子� 杉渕　愛子� 水野　真里� 今井　遥子�

秋山　喜則� 白山　大善� 佐々木智子� 船木　玲子� 阿部　真弓�

清水　香織� 門間　康洋� 田村　　匠� 杉本　鮎美� 小玉　早織�

飯野　紀子� 伊藤　俊博� 浅井　和将� 小坂　良子� 泉　千賀子�

船木志穂子� 鎌田　　翼� 鎌田　　栄� 湊　留美子� 田口貴久子�

大渕　玲子� 今津谷宏子� 佐藤　　淳� 菅原　　章� 古仲　光輝�

高橋　　拓� 武藤　力守� 畠山　裕幸� 松橋　美華� 天野　大助�



寄付金　個人

武田　千穂� 佐藤　　平� 髙橋　幸一� 髙橋　由真� 太田　勝也�

船木　一騎� 清水　国裕� 船木　正人� 伊藤　俊博� 児玉　翔太�

平賀　幸太� 北嶋　三世� 小澤田一志� 佐藤寿美子� 吉田　健護�

越後　　誠� 船木　信彰� 吉田　健人� 福岡　慎吾� 佐藤　順子�

大高　尚樹� 小玉　里美� 吉田　広明� 平塚　敦子� 天野　品子�

濱野美紀子� 佐藤真澄美� 小川　　享� 伊藤　　薫� 岩谷　一徳�

畠山　隆之� 三浦　大作� 清水　幸子� 田村真由美� 津川　　亙�

濱野真津子� 板橋　秀樹� 越後　美樹� 大渕　朋美� 加賀谷朱美�

鎌田真由子� 冨岡　基子� 小玉　光代� 山之内雅子� 加藤　謙一�

原田　和子� 笠井由紀子� 吉田　智史� 三浦久美子� 梅田　歩夢�

加藤　　透� 加藤　初子� 三浦里帆子� 海野　琴美� 千葉　純子�

板橋　　宏� 保坂　千鶴� 三浦　進也� 原田　昌子� 富山　悦子�

大森　紅子� 斉藤　智子� 加藤　明美� 西川亜沙美� 清水　有香�

佐藤　恵子� 澤田　涼祐� 目黒　真樹� 畠山　広司� 佐藤　　真�

黒川さやか� 天野　容子� 高橋　優美� 味戸　　寛� 湊　　静香�

千釜由紀子� 古江香名子� 佐々木留美子� 澤木　聡子� 小松　僚子�

小玉　チヨ� 菅原　　歩� 宮崎　洋子� 鈴木　清美� 伊藤　　昇�

佐藤るり子� 小杉タカ子� 菅井　幸子� 鹿角　慶子� 船木　忠子�

嶋宮　アイ� 佐藤　トヨ� 佐沢　政子� 秋山てつ子� 天野ゆみ子�

加藤さつえ� 天野美保子� 吉田セツ子� 籾山　栄子� 薄田　郁子�

高桑　幸子� 鈴木　　薫� 佐藤　陽平� 近藤　成人� 斉藤　金章�

前田　幸次� 鎌田とし子� 加藤　重定� 加賀　諒市� 原田　政子�

沢木　昭夫� 加藤　和雄� 三浦　　猛� 田沼　昭男� 原田正一郎�

米谷　睦子� 糸井　金市� 前田　悦子� 中田　悦男� 中田太志見�

中田　敏子� 佐藤　正則� 七夕　　隆� 中田　清仁� 佐藤　景基�

佐藤　正基� 加藤　清春� 遠藤　康子� 川崎　順子� 山方　健治�

大関　春彦� 三浦　　悟� 米塚　　潤� 庄司　文子� 佐藤　精一�

戸嶋　勝彦� 山田真由美� 藤田　厚子� 目黒　春光� 大渕　優人�

佐藤　秋雄� 菊池　聖子� 泉　絵利子� 菅原　賢吾� 伊藤　　悟�

清水タ貴子� 杉本　信光� 米谷　貴男� 安田　隆幸� 秋山　國春�

中島　征三� 大高　　誠� 橋本　　徹� 中村　　修� 石川　　哲�

船木　亮介� 勝又　克美� 永井　和孝� 加藤　　亮� 石川　兼弘�



寄付金　個人

笹渕　一成� 天野　孝之� 萩原　良幸� 髙橋　恭子� 吉元　　満�

米谷　　俊� 薄田　　強� 瀬川　正光� 谷口　　新� 佐藤　直子�

菅原真喜子� 進藤真由美� 栗森勢津子� 山下　敬子� 佐藤真紀子�

佐藤　　望� 戸祭智恵美� 佐藤百合子� 加藤　倫子� 小野さおり�

石川亜佐美� 杉本　郁恵� 三浦真砂子� 山田　駿介� 薄田　陽子�

伊勢谷　毅� 杉本富貴子� 菅原　　睦� 越前　良太� 板橋　　隆�

板橋　　聡� 渡部多喜男� 清水　政治� 板垣　　宏� 鎌田伊佐子�

仲村　蓉子� 田村　　力� 須藤　拓治� 高桑　　稔� 鎌田さと子�

川原　明子� 佐藤　陽子� 安田美千子� 加藤　隆志� 小松恵智子�

出雲　祐子� 渡辺千賀子� 佐藤武徳・綾花� 池田　民夫� 木村　晃己�

吉田　喜継� 佐藤　流斗� 佐藤　太陽� 近藤　優子� 目黒英樹・琉樹

佐藤　園子� 斉藤久仁子� 浅井　公子� 真壁　米子� 工藤　牧子�

佐藤　正子� 高桑トシ子� 石川　真貴� 西村奈央子� 小林　　寿�

柏谷　　司� 武藤　敬吾� 石垣　雄人� 武内　義行� 佐藤　京子�

尾形　　健� 加藤　瑞穂� 太田　智也� 加藤　亮太� 杉本　貴幸�

寺田麻里子� 畠山　正樹� 中川　百司� 内藤　卓也� 加藤　　或�

三浦　久子� 小熊　貴広� 杉本ヒデ子� 目黒　公介� 納谷千代志�

納谷　　浩� 目黒　平則� 藤田　和宣� 佐藤� 京極ヒロ子�

加藤　　髙� 加藤　　博� 京極　健吾� 京極めぐみ� 齊藤　龍市�

池田栄智雄� 榎　　　清� 池田カヨ子� 小玉　進太� 伊藤　嘉樹�

滝沢　直人� 伊藤　　毅� 菅原　正人� 山本　光明� 船木　　亮�

安田　　亨� 夏井　優成� 武内　宏次� 小玉　孝平� 鈴木　紀彦�

桜田　　智� 目黒　　強� 下間　太一� 鈴木　健哉� 伊藤　基起�

石成　大地� 松下　竜也� 高野　雅文� 保坂　　勝� 菅原　拓也�

渡部　　健� 中田　　孝� 畠山　　繁� 原田　正樹� 石川　博隆�

佐藤　　明� 伊藤　和浩� 保坂　　司� 佐藤　康介� 薄田　幹雄�

小玉　聖也� 鎌田　大介� 本川　秀樹� 三浦　輝之� 佐藤　公平�

保坂　隆一� 佐藤　秀樹� 佐藤　健司� 本田　　斉� 加藤　久夫�

加藤あや子� 木元　彦三� 加賀谷　薫� 小野　正弘� 畠山　　進�

鎌田時之助� 笹渕　　陽� 笹渕　雅子� 石黒　　篤� 菅原　英樹�

渡部　勇貴� 秋山　克也� 天野　　駿� 谷口　　寿� 北條　大紀�

工藤　　智� 関　　金哉� 安田　正人� 加藤　一則� 近藤　重美�



寄付金　個人

原田　正仁� 武田　英俊� 大塚　直道� 沢木　華絵� 石川　浩之�

佐藤　孝悦� 三浦　勇人� 渡辺　茂喜� 佐藤　貴博� 真壁　英男�

金沢　正夫� 佐藤　信哉� 石橋　大輔� 石橋キミエ� 関谷　忠良�

戸嶋　光基� 鎌田　　淳� 今津谷　健� 櫻庭　淳平� 工藤　靖績�

山田　駿介� 大関　　孝� 沢木　智子� 沢木　良樹� 笹渕　一男�

笹渕　節子� 鎌田　伸悦� 横田　智紀� 目黒　徳雄� 佐藤　新悟�

目黒　兼彦� 稲垣　孝志� 武田　善光� 氏家　　司� 秋山　祐幸�

藤川　　純� 籾山　昭雄� 吉田　英樹� 佐々木浩美� 橋本　広美�

畠山　征輝� 鎌田　　守� 鈴木　康晴� 樋口三智也� 大渕　幸樹�

臼井　修二� 中田　憲悦� 夏井　一樹� 山内　直美� 高野　　翔�

石川美由紀� 栗森　智也� 佐藤　健志� 伊藤　　豊� 齊藤　　一�

加藤　拓也� 齊藤　　章� 菊地　智高� 船木美保子� 船木　政子�

渡部　和子� 渡部　健一� 籾山久美子� 浅井　義孝� 原田　光代�

石井　正人� 夏井八洲夫� 保坂　　勝� 石川　珠貴� 渡部　人美�

目黒美和子� 佐藤　　岳� 小坂　富子� 佐藤　慎吾� 近藤　純子�

武田ルミ子� 板橋　悦子� 岩谷　京子� 草薙　千里� 宇佐美　圭�

小坂　　東� 船木　初美� 竹谷　淑美� 小玉　春菜� 小浜　真弓�

近藤　慶子� 澤木美樹子� 村山　洋行� 渡部恵美子� 田牧　朋子�

小玉　貴章� 古仲　明美� 原田　康光� 米沢　ヒデ� 細川　文子�

秋山　　満� 泉　　寿成� 加藤　政子� 鈴木　信子� 加藤美智子�

伊島　秀敏� 伊島　智代� 吉田　教子� 加藤　　直� 西村　孝輔�

石川　源憲� 森　　真人� 大友美佐男� 岸　　陽介� 山下　裕也�

佐藤　正樹� 三浦　　士� 武田　幸緒� 尾形　健一� 矢部　昭浩�

佐野　　亮� 原　　智之� 高瀬　政英� 相馬健太郎� 大澤　　謙�

吹谷千亜記� 三浦真由美� 今野　直美� 三浦　　茜� 佐藤　浩二�

鎌田　政嗣� 高見　節子� 田中　未穂� 久保　友甫� 薄田喜代美�

田畑英一郎� 船木　秀夫� 大滝　良樹� 小林　義人� 生出真由美�

柴田　範子� 藤田　勝男� 木村　　明� 髙橋　紀昭� 松村　博夫�

高橋　広勝� 堀江　　聡� 薄田　駿汰� 薄田　和馬� 秋山　眞悦�

秋山　協子� 高橋　洋之� 三浦　朋胤� 梅田　来夢� 古仲　鋼一�

山王丸広美� 檜山　陽悦� 檜山　麻美� 檜山　愛子� 半田　悠真�

大関　　薫� 谷内遼太郎� 加藤　文子� 佐藤　延明� 夏井　　隆�



寄付金　個人

夏井八洲夫� 伊藤　　悌� 藤沢　　旭� 伊藤　俊博� 安田　智彦�

小坂真由子� 加賀　静男� 佐藤　松平� 小坂　一明� 加藤　雄宏�

沼田　聖一� 浅野　夏子� 小川　　卓� 鎌田　将平� 安田　　寿�

米谷　スキ� 三浦　大吾� 澤田亜希子� 澤田　教斗� 澤田　章斗�

木村　守人� 後藤　秀司� 柴田　甚一� 都留賀津人� 伊藤　睦子�

菅家　久貴� 石川　健志� 後藤　　悠� 三浦　勇人� 佐藤　京子�

船木　吉信� 鈴木　慶美� 渡部　源之� 太田　次男� 鈴木　智里�

鈴木　景唱� 佐藤　　等� 渡部伊保子� 渡部　　智� 船木　安秋�

薄田長一郎� 鈴木　　強� 藤原　勇気� 石垣　　保� 永井　一志�

伊藤東始嗣� 鈴木　　革� 永井與司和� 高橋　浄歓� 佐藤　静香�

齊藤真理子� 夏井　美樹� 貝塚　雅子� 伊藤　明子� 中西絵津子�

畠山　大輝� 安田　良子� 加藤　秋男� 松橋　三則� 菅原　文夫�

平元　誠子� 嶋㟢　　信� 嶋㟢　八重� 櫻庭美奈子� 大野信三郎�

安藤　正敏� 船木　洋介� 船木　勝治� 船木　孝則� 船木　克彦�

三浦　正幸� 児玉　　堅� 小玉　慎也� 菅原　一昭� 田村　雄太�

菅原　拓矢� 小林　康平� 戸祭　　登� 原田　　巌� 青木　　卓�

鈴木　泰昭� 嶋㟢　慶一� 嶋㟢千久佐� 松橋　一美� 白幡　圭子�

工藤　博子� 武田舞夜子� 酒井　幸子� 安田　陶子� 大野　純子�

吉田千賀子� 泉　　文子� 木元　友香� 関谷　アヤ� 佐々木良治�

関谷　　正� 関谷　祐一� 佐々木良雄� 伊藤　　茂� 田中　明美�

斉藤　　弘� 藤井　　淳� 北林　恭輔� 千葉　勇輝� 澤田　　稔�

加賀　智美� 山上　弘康� 小野　武紀� 安藤ゆみこ� 島㟢　徳之�

伊藤　朋美� 戸部　裕隆� 鈴木　　彰� 谷地　　誠� 佐藤　綾翁�

中田由香里� 三浦由美子� 佐藤みどり� 伊藤　　康� 鳥井　政之�

本間　睦子� 武田久美子� 高橋ますみ� 門間　慎一� 鎌田　悠輝�

佐藤　大吾� 奈良　一馬� 上野　俊久� 髙橋　祐太� 伊東　孝人�

安田　新治� 小玉　晋平� 腰山　紀明� 菊地　　悟� 大川　裕輝�

舘岡　駿一� 千田　彬人� 佐藤　樹一� 小野　祐介� 小玉　敏也�

鈴木　伸栄� 武田　明恵� 米澤谷篤子� 佐々木　明� 青山　昌樹�

小松　　博� 籾山　英輝� 沢井昭二郎� 菅原　順市� 門間　　司�

鎌田　　学� 田村　政一� 伊藤　伸子� 泉　　清江� 高桑　朋美�

安藤由美子� 加藤千佳子� 鎌田　優子� 村井　貢子� 渡部　美鈴�



寄付金　個人

登藤美奈子� 米谷　淳子� 守屋周治郎� 佐藤　京子� 北嶋　和治�

木元　良平� 萩原　静香� 高崎　和弘� 佐々木敏美� 佐藤　弘人�

越後　　進� 成田　　勝� 須藤　　収� 越後　秀治� 尾形　光二�

佐藤　浩行� 山本　伸也� 夏井　一好� 目黒　妙子� 小玉　里佳�

藤田　結城� 松渕　友和� 嵯峨　真世� 太田　　侃� 菅原　将樹�

緑川みちこ� 村上　　舞� 鈴木　智之� 加藤　　祥� 石山　貴祥�

安田　庸平� 三浦　　仁� 石川　智和� 石井留利子� 鈴木　媛由�

伊藤　祐子� 佐々木ゆき乃� 吉田　　愛� 松橋　義人� 阿部　　勝�

細川　楓夏� 竹内　　隆� 伊藤　大輔� 小野山和彦� 君ヶ袋圭司�

渡部　純也� 渡辺　博泰� 進藤　雅浩� 黒沢　昭慶� 伊藤　義文�

和田　道春� 佐々木朋美� 斉藤　隆一� 斉藤　明美� 小形　修一�

鎌田　直哉� 嵯峨　辰祝� 松岡　直樹� 髙橋あゆみ� 千田　竜一�

佐藤　崇明� 斎藤　明夫� 伊藤　　和� 小玉　康太� 山平　賢士�

菅原　　匠� 伊藤可奈子� 梅里　祐樹� 大場　絹代� 水戸瀬重孝�

鈴木　　仁� 大垣　鈴子� 大渕　栄悦� 山方　正直� 大渕　孝雄�

渡部　一雄� 安藤　健一� 西方　雄貴� 夏井　正仁� 安藤　宏樹�

伊藤ケイ子� 鈴木　　諭� 山方　耕悦� 青野　正治� 端　　憲二�

髙貝　太代� 角崎すみ子� 板橋田鶴子� 澤田　祐隆� 渡部　静雄�

鈴木　　剛� 谷平左エ門・留美子� 鈴木紀美子� 大渕　　弘� 伊藤　秀一�

谷　スズヱ� 加藤　義春� 谷　松太郎� 吉田　智子� 村上　　聡�

夏井　　龍� 佐藤　龍雄� 佐藤　哲彦� 鈴木　信一� 湊谷　幸二�

中田　和彦� 斉藤　博一� 真壁留美子� 武田　里美� 夏井　真樹�

山方　彩子� 谷　　紀隆� 渡部　和也� 伊藤　武広� 板橋　正雄�

鈴木　峯夫� 鈴木　保憲� 渡部　仁史� 渡部レヱ子� 鈴木浩一郎�

鈴木　金政� 鈴木　　久� 鈴木　由成� 唐津　愛子� 渡部　　毅�

山方真志夫� 鈴木　　悟� 渡部喜代文� 鈴木　広勝� 門間　正武�

小貫　真琴� 進藤早智子� 中村　　薫� 鈴木　　恵� 伊藤ハル子�

成田　裕人� 吉田　　仁� 杉本　里美� 本城真納子� 三浦美奈子�

大渕　　薫� 鈴木　雅彦� 藤原　悠人� 中島　文夫� 小山田和世�

田川　俊和� 佐々木伸一� 小玉　　智� 宇佐美康太� 渡部喜代文�

鈴木　翔遥� 伊藤　潤郎� 嶋宮　　薫� 松橋　明子� 熱海　真一�

中田美保子� 三浦　正哉� 中田　暁裕� 小玉　一徳� 吉田　昭一�



寄付金　個人

中田　　悟� 吉田　市秋� 吉田　幸悦� 吉田　重喜� 中田　　均�

小玉　忠義� 中田　雄市� 小玉　　節� 三浦　治助� 三浦　博之�

三浦まゆ子� 小玉　清英� 夏井　孝夫� 小玉　洋子� 谷　　源泉�

谷　　正彦� 伊藤　正宗� 谷　由香子� 大渕　政春� 谷　　一年�

大渕　宏道� 三浦　秀一� 杉本　正広� 谷　　一郎� 谷　　金春�

小川　千春� 川崎　　浩� 山本理実子� 大渕カネノ� 小玉さおり�

髙橋　麻実� 加藤真樹子� 嵯峨　沙織� 和田　正男� 渡辺　利孝�

加藤　　智� 和田　悦雄� 金田裕美子� 加藤　富尚� 加藤　利光�

石川　敏春� 渡部　秀春� 菊池　　一� 蓬田　久一� 佐藤　笑子�

佐藤　文和� 加藤　輝彦� 渡部　千里� 畠山千架子� 斉藤　鉄雄�

鈴木　光子� 佐藤　　晶� 蓬田　千里� 佐藤　厚志� 秋山　倫子�

三浦　良忠� 加藤　紀子� 滝川　大輔� 小玉　良弘� 山本　忠明�

伊藤　文興� 岩谷　里美� 畠山　陽子� 清水　信裕� 大友　洋文�

平林　大弥� 澤木　栄吉� 鎌田　米久� 夏井　春男� 橋本　　清�

吉宮　栄作� 桜庭　栄子� 三浦　芳信� 加藤　麻里� 越後屋智成�

三浦　陽真� 加藤　亜衣� 米屋　孝明� 小松　　徹� 澤木美穂子�

佐々木美穂子� 菊地いづみ� 笹渕　俊樹� 渡部　　斐� 宮野　　栄�

庄司　佳代� 中鉢　力歩� 三浦富太郎� 大渕　常男� 谷　専太郎�

大渕　健俉� 谷　　和裕� 関　　耕造� 谷　　則男� 三浦　勇助�

三浦　政樹� 谷　　紘輔� 加藤　　修� 大越　一也� 大越　幸一�

中田　道子� 竹田由美子� 中田　晴美� 大越　久雄� 大越　　實�

大越　春夫� 千釜　秀人� 中田　茂男� 石川規美雄� 宮野　洋子�

加藤　善孝� 濱道　輝美� 加藤　久美� 小川　恵次� 畠山　信子�

小川　喜市� 蓬田　久継� 和田　鉄蔵� 蓬田　修嗣� 京谷　明仁�

髙橋　　平� 加藤　和洋� 薄田　政毅� 大坂谷栄樹� 和田富久美�

渡部　和秋� 佐藤　勝則� 佐藤　千春� 渡部ゆかり� 田中　敏勝�

三浦　恭子� 工藤　敏詔� 小笠原ゆり子� 畠山　貴行� 佐藤　貞彦�

蓬田　　司� 和田　繁樹� 杉本　靖子� 加藤　敏文� 鎌田　　貢�

中田　政守� 宮野　栄嗣� 佐藤　兼光� 渡部　広紀� 小林　正人�

菅原まゆみ� 柏崎　潤一� 三浦　大成� 佐藤　明子� 原田　雄輝�

湊　　智志� 小泉　隼人� 狩元　巧陽� 齊藤　千尋� 進藤　麻未�

菅原　優美� 三浦　絋輝� 吉田　真澄� 武田　健一� 田川　和寛�



寄付金　個人

齊藤　良子� 池田　徹也� 船木　道晴� 栗森　　貢� 原田　　尽�

佐藤　貴幸� 進藤　　潤� 秋山　智美� 沢木　和枝� 小野　拓哉�

渡部　美樹� 千葉　暢子� 斎藤寅之介� 保坂　陸翔� 武田　律子�

村山　　一� 竹嶋　良信� 設楽　正子� 成田　夏子� 港　　　陸�

菊地　直人� 清水奈保子� 小野由美子� 伊藤　慎二� 安藤　秋作�

斎藤　祐伍� 五十嵐偉人� 加賀谷善之� 今村　文明� 平川　勝重�

佐藤　範子� 三浦　就子� 加藤　健無� 阿部　　真� 佐藤　琴枝�

田沼　恵子� 藤野　玲子� 船木　文子� 船木　和紀� 貝塚テイ子�

清水　正幸� 二田　　誠� 伊勢谷　満� 武内　一義� 石垣　真志�

猪野　初代� 仲村　敏美� 佐々木昌子� 貝塚　満子� 杉本　善貢�

大野　文雄� 大和田　出� 高田　和也� 猿田　勉三� 佐藤　修身�

髙木　磨人� 佐藤　利廣� 石川　昭好� 佐藤麻由子� 斉藤　一夫�

中川　直隆� 出口　　一� 出口芙美子� 佐藤　槇子� 佐藤　兼光�

佐藤　智雄� 金野マサ子� 藤本　征子� 阿部　和子� 布施タミ子�

伊藤ハル子� 伊藤まさ子� 浜野　幸子� 須田　利美� 佐々木敏則�

成田　信悦� 市井　純子� 熊谷　　忍� 秋山弘一郎� 明石　孝裕�

石井　龍雄� 田牧　敏行� 高橋　三郎� 佐藤　孝治� 目黒　真規�

佐藤　郁夫� 藤田　　明� 石川　卓彦� 目黒　修悦� 内田　純子�

佐藤　東一� 籾山　良雄� 石井　健次� 田仲　和江� 三浦　宅真�

佐藤　　豊� 米田　賢二� 小玉　敏摩� 赤島　正晃� 田中ルミ子�

澤田　正司� 加藤　恵司� 長岡真由子� 長岡　光柊� 畠山　順子�

上野　里恵� 小野崎　翔� 佐々木大樹� 鈴木　拓郎� 原田　裕成�

安保　慶子� 橋場　シマ� 遠藤　佑紀� 田中　勇也� 澤田　　昇�

佐藤　俊輔� 稲垣　　強� 柳館　圭太� 鈴木　　基� 中村　秀紀�

佐藤　晃司� 佐々木洋助� 吉田　　平� 鈴木　金誠� 菅原　　長�

柏木　智子� 吉田留美子� 今野　　光� 岩出　寿子� 船木　晶子�

一ノ関満寿美� 小玉　綾美� 金子　望実� 富樫　朋和� 大友　真美�

鈴木　　健� 天野　秀一� 小山田昂大� 吉田　　新� 石川　洋平�

西村　朋亮� 三浦　幸樹� 伊藤　　徹� 村井千鶴子� 伊藤　　瞳�

加藤　武士� 佐藤　　誠� 加賀　有陽� 齊藤　康平� 竹内　千秋�

村井　　稔� 夏井裕見子� 佐藤　新吾� 鎌田　和裕� 渡辺　敏秀�

菅原　　寿� 佐々木幸子� 加藤　和彦� 鎌田真樹子� 目黒　雪子�



寄付金　個人

佐藤　延明� 船橋　強太� 渡部　桂子� 笹渕　美穂� 秋山真貴子�

鈴木　由梨� 田近　竜士� 佐藤　　豊� 加賀谷正人� 吉武　　舞�

加賀　怜理� 中川　祐司� 小玉　春美� 加藤　精子� 原田　一生�

原田奈保美� 齊藤　正記� 武田　　惇� 下間　政幸� 木元　博央�

下間みどり� 吉澤　幸美� 伊藤　専悦� 橋本　典子� 本川マリ子�

中田　卓也� 加藤　　完� 富樫　直輝� 唐牛由希子� 堀川　義正�

小玉　正英� 川田　勝彦� 本川　昌彦� 千釜　美鶴� 梅田　　剛�

近藤　好美� 大渕　義一� 佐藤　政行� 小野　忠儀� 高桑　和隆�

夏井　清幸� 吉田　直樹� 武田　一幸� 笹村　昌子� 鈴木　博昭�

泉　　昌子� 鈴木　宏香� 安藤　咲子� 菊地　啓子� 渡部　健一�

小林　京子� 安田　善雄� 嵯峨　金作� 安田　一生� 安田　幸栄�

安田　信幸� 安田千世子� 安田　俊之� 安田貞一郎� 安田　豊勝�

谷口　鉄美� 谷口　利彦� 安田　一男� 保坂ますみ� 山谷　繁輝�

尾形　　賢� 中村　純一� 大山　貴之� 三田　真也� 加藤　光平�

杉本　大輔� 安田　健人� 伊藤　加奈� 伊藤　光佑� 武田　　透�

前田　正光� 安田　善八� 濱田　　智� 鈴木　昭浩� 鷲塚　應之�

大滝　久一� 鈴木テル子� 鈴木　　清� 吉田　幸二� 蜷川　堅孝�

斎藤　和敬� 三浦　則子� 山崎　宏幸� 小林　　聡� 杉本　一也�

畠山　誠一� 武田　敏廣� 日沼　和人� 鈴木由紀子� 杉本　修悦�

船木　　猛� 髙桑　　聡� 原田　　仁� 山本　春司� 湊　　正人�

三浦　博美� 加藤辰之助� 加藤　秦洋� 佐藤　瑠菜� 佐々木隼乙�

大髙　正人� 目黒　　透� 夏井　　浩� 荒木地卓思� 橋場　一秀�

高橋　久人� 安田　英悟� 渡部　快星� 中川　　明� 三浦　智輝�

船木　正晃� 杉山　利久� 小玉　秀夫� 栄田　　親� 吉田　政直�

佐藤　陽一� 船木　聖徳� 目黒　一人� 太田　　穣� 八端　隆公�

佐々木凌平� 佐沢由美子� 加藤　明人� 加藤　大介� 三村　広光�

鈴木　　博� 古仲　知裕� 佐藤　浩也� 杉本　　陽� 山下　裕也�

鎌田　　翔� 澤木　　航� 貝塚　直樹� 薄田　修一� 真壁　孝彦�

小野　　肇� 高桑　　康� 杉本　大樹� 鎌田　武志� 佐藤　盛己�

浅野　健哉� 菅原　文夫� 目黒　卓也� 中田　智紀� 吉田　夕子�

吉田　　知� 齊藤　大志� 黒川　喬重� 渡辺　　祟� 高橋　裕喜�

渡辺　　浩� 髙橋　　寛� 三浦　則昭� 古谷　政信� 半田　誠士�



寄付金　個人

熊谷　浩之� 佐藤　和春� 安宅　純子� 高橋　尚和� 柏谷　勝信�

津嶋　勇誠� 佐藤　　潤� 遠田　哲也� 石井　直人� 畠山喜代和�

庄司　敏夫� 渡部　唯人� 籾山美保子� 鈴木　まち� 安藤　忠一�

鎌田　鉄男� 伊藤　　修� 下間　秀春� 菅原　　勝� 佐藤　竜也�

斉藤　智子� 渡部　公成� 天野　翔太� 笹川　有人� 笹川　貞俊�

澤木　愛輝� 佐藤　輝龍� 佐藤　魁翼� 籾山　維吹� 籾山　勇翔�

小坂　一真� 目黒　慈弦� 目黒　琥珀� 加藤　優子� 田村　　力�

渡部　繁基� 畠山　喜美� 川端　　純� 杉本　真希� 佐藤　　透�

武田　　誠� 武田　里美� 三浦　　昇� 濵野　勇幸� 濵野　拓哉�

原田　新樹� 三浦　秋広� 佐藤　　樹� 大渕　和人� 谷　　鉄也�

髙桑　　淳� 三浦　弘美� 加藤　隆一� 鈴木真太郎� 三浦　雅仁�

小川　大恵� 佐藤　絋一� 濵野　浩孝� 船木　博登� 小野　央人�

佐沢　敦也� 原田　　諒� 三浦　一孝� 沼田　弘史� 原田　洋平�

鎌田　重美� 杉本　琢磨� 能登　愛華� 安田　　晃� 小野　雅志�

佐藤　静代� 佐藤　秀樹� 三浦　沙織� 内藤　卓也� 加藤　洋平�

吉田　建雄� 高橋　孝太� 木内　祥浩� 五十嵐祐介� 澤田　　信�

佐々木　俊� 米屋　雅晃� 夏井　大助� 千釜　博幸� 内田　　透�

内田　悠斗� 内田　健斗� 伊藤　修輝� 中川　拓柊� 沢田　昭仁�

武田　誠也� 高野　桂子� 宮腰　真澄� 宮腰　慎一� 倉貫　健吾�

近藤　恵子� 安田　千穂� 加藤　由香� 加藤　一衛� 寺門　啓之�

鎌田　恭輔� 荻原　英孝� 目黒　裕也� 森川　真人� 鈴木　孝志�

齋藤　雄志� 佐藤　秀樹� 水野　淳子� 佐藤　一明� 本間　裕城�

本間　裕子� 本間　正孝� 杉本　大空� 佐々木敬吾� 渡部　昭子�

三浦　久義� トボリヒロシ� イイムラシゲユキ� 天野　秀樹� 沢田　大幸�

伊藤　峻史� 天野　　丈� 安田　直樹� 柏崎　貴嗣� 草皆　諭子�

菅原　星滉� 菅原　優星� 櫻庭　茂樹� 遠藤　慶彦� 加藤　公正�

中島　整子� 森川　隆春� 加藤　玲那� 石川　　肇� 進藤　倖汰�

宮崎　颯太� 江畠　仁陽� 和田　蒼汰� キクチエイタ・リヒト� 渡部　重信�

山本　晴翔� 渡部　　領� 後藤　和美� 住田健・康� 嶋宮　　陸

※氏名がカタカナで銀行振り込みされた方はカタカナで記載しております。



　寄付金　法人・団体� 順不同、敬称略

■10万円

㈱トラスト・トレーディング

■３万円

㈲盛岡消防設備点検センター� (同)リンクス� 男鹿市体育協会

男鹿市役所サッカー部� 男鹿市サッカー協会� Ｆ．Ｆ．Ｆ．Ｃ

男鹿地区消防署サッカー部

■２万１千円

㈱たけや製パン食パン課一同

■２万円

㈲渡政商店� ㈲クイック� 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

■１万８千円

㈱たけや製パン労働組合・執行役員一同� 秋田35ＦＣ

■１万５千円

㈱ＭＮＫ仙台

■１万４千円

新喜建設

■１万円

きりん亭� シミズ建設� ㈲船木自動車

天喜建設株式会社� ㈱石井住宅企画� 株式会社加藤保険サービス

株式会社沢木組� 医療法人たらちね� ㈱清水組

㈱男鹿萬年� よしだ内科クリニック� 藤原塗装

ＲＥＧＡＬＯ� タイヤトレード㈱� ガーディア�

一歩� わかみ歯科クリニック� ㈱男鹿なび�

㈲ゆかりの森� 株式会社シーエスエー� ボディーショップＫクラフト�



寄付金　法人・団体

ＮＰＯ法人ＡＫＩＳＰＯ� 香曽我部医院� ㈱寒風�

㈲天野管工事店� 藤田建設㈱� ㈱アクネス・シモマ�

株式会社板橋組（船越）� 株式会社板橋組（払戸）� ファミリーレストラン園�

㈱クーバーコーチング� 昭和ＳＳＳ� 男鹿ユナイテッドＦＣ�

㈲進藤冷菓� 天王ＪＦＣ� 潟上シニアサッカー40ＦＣ�

二田一区町内会� 仁井田レッドスターズ父母の会� 羽立なまはげ保存会�

ＳＯＬＴＩＣＡジュニアサッカースクール� フガールサッカースクール�

ＦＣスティンガー� 日新サッカースポーツ少年団� ＦＣ追分ウイングス�

㈱ソルコン� 佐藤医院� 伊藤牧場

九炉磨蔵�

■１万円未満

エバーグリーン美容室� ゆみ美容室� ㈱ベストモータース�

お食事処美晴し� まんぷくラーメン� Ｖｅｎｕｓ

居酒屋呑喰� 北燦� 鳥八�

有限会社湖東自動車商会� まるさ商店㈱� プロステージ花壱番�

焼肉�和遊亭� 花の店くろさわ� 伊藤生花店�

鈴木金七商店㈱� 甘楽� ホテル男鹿の屋�

ボンヌ� つりショップ海風� 武田精肉店�

かねがわ畑� ㈲寒風緑化� リラクゼーションルームＢｅｌｉｅｖｅ

グリーンショップかまだ� 貝塚組� ㈲アキラ製作所�

カフェＫＥＮＴＡ� フルーリアオアシス� ダイニングBar�ＺＥＲＯ�

化世沢食堂�� ㈲秋田環境保全� ㈲吉田板金店�

㈲ホーコー地所� もりやま歯科医院� Belgian�Beer�Bar ＺＯＴ�

髙橋産業㈲� 由利時計店� ボディーショップキラリ�

テクニカルショップ来夢� 有限会社グリーンサポート男鹿� 仕出し�おが和�

Ｒｅｆ　Ｂｅａｕｔｙ� アマノストア� ひらつか薬局�

長沼医院� ふなこし薬局� あひる調剤薬局�

恵比寿食堂� アネックス� 谷口商店�

鈴木商店� まきた歯科医院� 藤直物産㈲�

インテリア友� キッチンあかり� 政運丸�

㈲戸田苑� 秋田海雲塾� ㈱八郎めん�



寄付金　法人・団体

㈱加藤商店� 花秀� 三浦醤油店�

鈴木クリーニング� ㈱アクトリー� ㈲秋田機設�

ＴＴＳサービス� 季節料理けんちゃん� ＬＡＮＴＥＲＮ�

㈱システム・インベスト� ㈲渡辺商事� ㈲小林土木�

リリーフ代行� 司法書士三浦達也事務所� ふ和たま店内寄付金箱�

あつまれ大漁や� ㈱スズキ産業� ジェネラル�

ＡＵＴＯＦＩＥＬＤＡＸ `ＬＥ� ＯＹＳＴＥＲ★ＳＴＯＲＹ牡蠣亭� 遺品整理士事務所トモニアイル秋田

居酒屋やわら� お食事処桃� 総合衣料渡邊�

ヘアーサロンさとう� 美酒屋すいれん� ナツイコーポレーション�

有限会社福島肉店� 伊藤時計店� ㈱小坂設備�

㈱さわき写真館� 緑茶園� 花の守屋商店�

近藤家具店� 居酒屋秀� ふっと薬局�

レストランしらやま� ゴーヘアー� 合資会社ホテル諸井�

いとく男鹿店� 株式会社北都銀行男鹿支店� わかみハート薬局�

ピース美容室� ㈱ナカガワ� ㈲タカクサキ�

工藤モータース� 船越タイヤ� 児玉歯科医院�

内子タイヤ� ㈱リーディングアクター��キャンパス男鹿店�

ラグ・カーズ・ササキ� ㈲男鹿ボデー整備工場� エムズ企画�

ワイズコール� 村木設備工業� 碧い月�

アイバーズ(同)� 秋田魁新報船越販売所� ㈱おが（道の駅おが）�

斉藤組� ㈱目黒石油� カーショップ三浦�

オートサービス佐沢� ヘアーサロン杉ちゃん� 有限会社勉強堂�

医療法人青葉会� 花紀行� 二田分館�

船越公民館� なまはげ太鼓　男鹿っ鼓� いづみ幼稚園

潟上市立湖岸保育園（９名）� 天中ソフトテニス部� 北浦サッカークラブ�

ＢＳスポーツクラブＥｓｐｅｌｔ� ＡＦＣユーニアン Jｒ．� 司法書士さいとう事務所

小貫商店� 養老乃瀧船越店� 渡部理容所

かねき工務店� 食堂みなとや� 門間商店

渡部整骨院（船川）� ふるやファミリークリニック� ㈱ボデーショップ伊藤

大龍寺


