
2022年（令和４年）４月 （敬称略）

株式会社　ＹＯＳＨＩＭＩ 太田　行信

田中　そうま 田畠　勉

北星建設株式会社　代表取締役　門馬　二郎 双豊電気株式会社　代表取締役　尾池　優一

松澤　文夫 株式会社コアック　代表取締役　東山　健治

鹿島舗道工業株式会社　代表取締役　鹿島　健二郎 公財）さっぽろ青少年女性活動協会

黒川　敬之 門脇　真一

根岸　新一 戸田　直人

田戸　俊也 来栖　直敏

野崎　雅史 来栖　直敏

十文字　達也 平岡　一恵

西　透 五十嵐　新

山角　豊 佐藤　俊樹

加藤　善峰 小田原　一史

尾形　元 西村　章朗

五藤　浩二 山本　英二

松本　ゆりか 大石　俊家

岩井　真奈美 森本　貢

速水　真吾 馬場　詠子

奥田　知之 小林　徹

宇都　光伸 村田　洋一

松井　暁 北原　信夫

宇津木　聡 竹内　博子

村井　裕輔 表野　宏和

大石　憲司 表野　宏和

狩野　博之 尾崎　幹

籠島　知宏 前田　路子

西川　芳昭 吉田　泰一

志場　幸子 竹内　甫

お名前の公表についてご了解いただきました寄付者の皆さま



木村　亮介 新井　研人

水本　大士 小池　倫平

天内　奈央 森田　祥且

橘　智靖 杉原　逸美

川越　あゆみ 西脇　則行

松浦　弘行 松浦　一貴

影山　弘幸 井上　明雄

鈴木　英訓 石橋　和裕

平野　一成 出羽澤　靖

東　隼人 荒川　悟

明山　昌利 高丸　翔太

加福　雄次 高丸　翔太

山本　治男 権藤　もにか

うめき　ひであき 廣田　真理

安島　新吾 浅川　百世

古田　直也 枡澤　秀幸

古保里　博人 野口　浩平

後藤　千鶴 臼井　広哉

佐藤　和馬 渡辺　圭介

菅野　秀幸

2022年（令和４年）５月 （敬称略）

ひまわり工務店株式会社　代表取締役　武川　誠
株式会社　ニュートレーディングブリッジ
代表取締役　須藤　昌章

北海産業株式会社 本田　精一

アース税理士法人 本田　精一

株式会社竹原鉄工所 田畠　勉

北土建設株式会社 北海道アイスクリーム協会　理事長　山本　寿浩

札幌大通ワクチンクリニック東急会場接種者一同 庄子　秀嗣

JBDF北海道連盟プロフェッショナル選手会　選手会 株式会社真鍋庭園緑化　代表　眞鍋　憲太朗

高根　正敏 西脇　則行

建見　誠 中田　岳史



服部　真明 浅井　裕充

永塚　保夫 青木　英也

茂田　徹 古内　三恵

小川　貴博 吉田　力

出田　俊輔 表野　宏和

清水　一幸 高済　宏明

福山　和広 堤　英雄

菅原　友宏 李　政龍

前畑　直子 梅原　秀晃

勝又　誠 古内　三恵

平　克俊 上田　正和

佐藤　元信 蟇目　有佳

末永　将志 長野　敏朗

小宮山　博朗 戸塚　剛彰

工藤　宏平 舟橋　洋平

樋口　恵一 東　蕗

樋口　恵一 立花　隆司

吉田　拓美 吉田　裕志

中迫　修二 織田　裕行

石田　光伸 山本　初美

岩井　敏直 山崎　頼子

斎藤　真一 味吉　裕子

川崎　篤 大石　一行

松井　千恵 橋本　薫

富永　裕崇 宮澤　政雄

西田　孝一 佐久間　直也

河本　大輔 高頭　明紀夫

鶴田　真美 田原　俊哉

原田　亮 赤壁　奈津子

平松　主 来栖　直敏



内田　静枝 石村　葉子

白井　克美 岡島　将貴

橋本　亮 石毛　秀明

加藤　賢一 武井　一浩

神山　芳美 来栖　直敏

藤井　秀毅 山本　健一

渥美　雅之 小林　正人

廣田　邦也 下小薗　怜美

酒匂　美奈子 下小薗　怜美

荒井　恭平 田村　隆

植田　貴子 鳥越　浩嗣

太田　隆之 額田　繁

柴田　朋哉

2022年（令和４年）６月 （敬称略）

稲葉　美羽音 原創建　株式会社

田畠　勉 昭和マルシェ　小谷　明広

ライラック興業株式会社代表取締役社長　三浦　伸一 札幌大通ワクチンクリニック東急会場接種者一同

パインツリー株式会社　はりきゅう・きのえ 北星学園女子中学高等学校高校ライラック会

勇建設株式会社 株式会社サッポロ・エンジニヤーズ

株式会社札幌ドーム代表取締役社長　山川　広行 嘉村　正人

武ダホールディングス株式会社 PGA北海道プロゴルフ会

道路建設株式会社 鈴木　桐花

株式会社　愛木工業代表　北嶋充 有限会社　金ス菅井商店　代表取締役　菅井　直俊

新太平洋建設株式会社代表取締役社長　井出雅人
東陽上村アドバンス株式会社 代表取締役社長　澤田
満

周　正喜 河合　正嗣

安原　史明 山田　裕子

松澤　伸光 柴田　鉄也

戸塚　雅巳 田中　智子

金澤　俊司 松井　芳史

日高　茜 小紙　達也



古内　三恵 内山　美也子

古川　和弘 高田　宜昌

坂井　寛信 古内　三恵

壁井　和也 岩橋　道代

瀧岡　大倫 荒木　章宏

速水　真吾 椎根　美紀

大内　亨介 宮下　哲志

澤田　宗久 木下　真志

松下　晃二 坂井　愛美

小山田　真生啓 白戸　伸尭

樋口　卓矢 青柳　裕之

谷口　剛士 加藤　祐司

鈴木　悠 金子　洋

山口　敦子 織田　裕行

黒川　猛 長鎌　裕子

小林　美智也 山口　敦史

松崎　拓也 老月　恵

松成　浩二 大山　秀平

鈴木　昭輝 吉川　浩司

中山　裕二 宇津木　聡

本多　將之 青戸　雅之

合田　慶介 山本　朗

小林　薫 空　朋子

小花　清史 椎根　美紀

栗原　靖貴 椎根　美紀

来栖　直敏 板垣　孝雄

来栖　直敏 川上　貴大

来栖　直敏 齋藤　麗

宮川　文子 小林　圭輔

山本　治男 永田　健



堀口　良子 三浦　裕一

菅原　崚汰 松崎　優

金井　真貴子 堤　友子

有田　亜矢 玉手　宏太郎

春田　大介 酒匂　美奈子

森　綾乃 脇坂　祐太郎

重光　翔太 工藤　健一郎

諸　香里 佐柳　進

篠原　すみえ 石田　晋

前田　英人 川下　雄太

友田　寛人 表野　宏和

齊藤　一平 高橋　健人

細川　裕也 武田　啓介

笠原　宏祐 村上　真生

佐々木　健 高橋　晃

村岡　旭 児玉　正宏

奥村　文彦 高橋　功

奥田　力子 友西　正美

廣瀬　芳雄 竹内　甫

小野　泰男 肥塚　見春

長野　敏朗 山本　遼太

福井　義尚 椎根　美紀

岡田　慎一 来栖　直敏

小野寺　毅 来栖　直敏

2022年（令和４年）７月 （敬称略）

全建総連札幌建設労働組合　執行委員長　工藤　政志
郎

株式会社北海道新聞社　代表取締役　宮口　宏夫

田畠　勉 札幌駅総合開発株式会社　常務取締役　長縄誠司

札幌大通ワクチンクリニック東急会場接種者一同 平和不動産株式会社

李　文峰 榎本　友一

武井　綾子 上田　功



橋爪　英城 井上　裕文

福井　ありさ 古内　三恵

土村　悠 鶴田　孝

小金澤　徹記 後藤　華代

末永　将志 八木　隆

堀内　靖 竹田　孝雄

堺　圭一 奥原　浩

柴田　鉄也 平野　達郎

板木　京悦 菊田　彰

矢田　利雄 菊田　晋祐

清水　栄 福田　薫

倉田　昌彦 池口　めぐみ

小川　貴博 谷田　哲章

瀬崎　和平 鈴木　欽二

岩間　正直 篠田　健

大平　眞義 岡本　勝治

政田　明 山本　隆二

北　由美 中田　盛夫

太田　千恵 藤田　昌平

酒匂　美奈子 荻野　美樹

佐藤　元章 新田　茂

八ッ橋　哲也 田村　隆

山崎　絵美 立山　大就

阿比留　豊正 木下　真志

三宅　光男 片山　裕之

森山　悟士 増田　真由子

吉富　幸子 川井　淳矢

中井　紗貴 川井　淳矢

芳賀　守 佐柳　進

中根　博 崎野　浩二



依本　信矢 吉田　加代子

山片　夏希 池田　望

前田　遼 前野　信幸

福井　抄子 蘭　穎

鵜野　紀彦 森雪　栄起

梶山　尚紀 白井　隆志

脇坂　祐太郎 栗原　啓泰

住野　順一 岡島　寛季

狩野　まどか 宇野　慧

船田　武彦 古屋　友美

松田　光敏 西川　芳昭

勝又　誠 安藤　史博

森　健史 塩津　浩美

藤田　晃嗣 矢吹　浩亮

大竹　康裕 永菅　征史

櫻田　亜矢子 中原　桂司

住吉　貴文 中安　眞理子

島田　健一 中安　眞理子

小川　和幸 中安　眞理子

木村　さゆり 辻　紀士

合田　慶介 堤　慎太郎

鈴木　英訓 天羽　大介

佐藤　亜由美 土居原　作也

近藤　祐子 上硲　敦文

角田　純一

2022年（令和４年）８月 （敬称略）

アサヒビール労働組合　北海道支部 髙橋　良江

株式会社札幌夜間動物病院 田畠　勉

札幌大同印刷株式会社
ボランティア団体あおぞらプロジェクト　代表　佐藤　広
大

株式会社アップス　代表取締役　石井　博之 國本農園



三村　友美 小野農園

西山　則子 種池　成介

平井　秀幸 石川　良光

宮本　誠也 守　良子

豊田　豪 鳥越　寛史

金井　奈尾子 大森　正寛

木村　茂 荻田　貴次

中島　信幸 関　雅代

佐藤　三男 野村　晋也

坂田　万里 茂木　努

中川　博視 宇津木　聡

高村　美宏 岩橋　道代

真野　陽一 小金澤　徹記

磯部　祐輔 中村　裕一

前田　賢二 伊東　正二

高嶋　亮太 木村　友香梨

土門　和裕 樋下田　雅之

太田　慎吾 渡辺　三千代

佐藤　祥子 福川　和希

森野　綾 遊佐　美由紀

山田　祥弘 岡本　敦

林　俊輔 冨樫　由佳

石川　昭夫 清宮　庸一郎

古内　三恵 加藤　優子

長坂　　正仁 藤本　信雄

薮　伸児 山崎　正生

顔　世淳 五藤　浩二

新妻　正幸 新妻　正幸

洞口　亮介 石井　宏

富田　雅樹 菊池　拓哉



町田　啓 小野川　武士

山本　治男 小島　裕司

平松　正大 本多　將之

中里　美奈子 亀山　哲也

垂石　雅行 近藤　達也

仲尾　清正 金井　淳

甲斐　ちひろ 古田　智彦

西田　雄亮 辰己　亜紀子

白須　宣彦 野々村　悠一

湊　勝晶 金澤　正範

菅野　裕里 高山　勉

立間　千恵 円道　正仁

綿貫　省三 柏木　健

小川　貴博 高橋　さゆり

小幡　隆詩 小柴　秀治

佐竹　俊哉 本間　修

奥本　清孝 伊藤　圭吾

後藤　啓二 吉岡　里紗

神田　高良 咲間　修平

地濃　愛 森田　友経

地濃　愛 藤野　尚隆

来栖　直敏 芳賀　盛

来栖　直敏 成田　修

2022年（令和４年）９月 （敬称略）

田畠　勉 湯川　靖司

水越　貴俊 CAPO大谷地

髙島　尚之 浜　重樹

椎根　美紀 和田　治

佐藤　義光 板垣　孝雄

星野　知彦 葭田　正司



牧野　章吾 小澤　進一郎

小杉　忠史 田代　光輝

古野　公一 齊藤　究

大岡　浩 髙橋　治輝

前田　和邦 竹原　慰佐子

川上　洋平 大野　修

青木　英也 大東　藤男

西川　翔真 井上　克之

成田　優子 長迫　貴

田島　章 武田　あゆみ

内田　達哉 吉川　浩司

増田　多美 矢野　哲也

堀口　昌利 石川　正益

加藤　和也 小坂　肇

山本　崇 林　秀敏

畑　昌宏 鈴木　岳志

水谷　啓 林　遼太郎

服部　光典 平松　主

森田　哲朗 野口　将

日野　岳史 山本　佳代

遠藤　圭次郎 山本　佳代

落合　直樹 住永　裕司

阿部　章 前野　信幸

田中　裕真 本田　荘一朗

神永　拓郎 南　俊郎

山本　訓子 古賀　裕也

古田　直也 木村　浩次

山本　泰男 織田　裕行

山野　泰久 堀川　美和子

浅井　健児 蛭川　ゆきえ



高田　沙織 宍戸　雄介

福田　大輔 向井　大生

菊地　祐介 牧　紀宏

須田　洋平 山岡　直記

寺前　知子 榎本　秀美

松田　稔 秋山　理恵

鈴木　俊夫 木立　直道

白須　宣彦 加藤　修司

溝口　英行 金光　蓮夏

溝口　英行 先崎　重理

新井　泰弘 青柳　真由

安藤　元伸 岩澤　敏男

横山　雅一 小池　彰博

鳥養　栄治 大浦　静夫

工藤　智大 山田　賢吾

加藤　武治 山本　真理

溝口　博幸 小泉　彩芳

丹羽　祥臣 那須　信崇

柏　美穂 江谷　朋宏

平山　智彬 藤崎　竜一

串田　実 藪内　亮介

大内　要 田中　良之

溝垣　智規 南島　広治

堤　愛香 原田　彩加

佐藤　総一郎 佐藤　範幸

高木　陽介 白須　宣彦

三鴨　敏彦 高木　憲治

下平　伸次 石岡　英明

富松　俊貴 星　洋介

畔柳　喜三雄 植野　孝郎



山田　英司 中島　信幸

竹内　甫 板垣　悟

池上　典昭 佐竹　由美子

久保田　聡 尾形　元

内山　悟 坂井　寛信

栗田　卓弥 光安　國晴

大久保　恵 萩原　照久

中條　敬人 奥平　将旭

松下　真也 五十嵐　一也

田村　隆 赤堀　真之

西浦　嵩弥 飯盛　勝

矢野　芳知 森　日出夫

吉田　紀子 宮川　慎吾

小倉　英隆 梅田　徹

来栖　直敏 安東　由美子

村上　博幸 長澤　和哉

岩堀　智美 金子　賢司

鈴木　貴大 中瀬　寛之

宮川　礼 稲葉　充彦

中村　聡士 笹尾　耕一郎

小原　弘人 河北　重光

溝辺　覚


