
平成 24 年度 寄付を頂いた方々（順不同、敬称略） 
 
桜友会（桜丘高校ＰＴＡ常任 OB 会） 小柴 邦幸 藤山 達 
桜丘高校野球部 OB 会 石井 亮一 大川 富美子 
大河原 稔 石橋 和明 平川 一彦 清山 美音 
冨沢 浩 鈴木 駿哉 勘角 康之 山口 恭史 
相馬 一等 梅原 博之 丸山 貴巳 江副 優 
高橋 恭子 藤井 果奈 錦戸 裕子 木戸 雅子 
黒崎 麦子 鎌田 義行 吉岡 司 鳥海 祐一 
根本 智子 宮川 和之 江藤 美幸 加勢 由起子 
小田 隆雄 深澤 裕子 大島 泰子 小田桐小百合 
武井 千代江 夏山 つぐみ 成石 孝子 矢永 健太郎・友恵 
柳原 静香 小杉 真人 花房 裕都 降矢 孔明・恵利子 
谷田貝 慶一 石原 美光 南保 健治 岩崎 輝男 
高橋 尚美 白井 茜 福澤 留実 渡辺 啓三・綾子 
島野 洋子 三松 あゆみ 湯浅 千恵 鈴木 まなみ 
菊地 勝憲 石井 昌代 野田 広幸 山口 千代子 
房野 克哉 内藤 和見 工藤 忍 石川 えか 
尾形 春香 定縄 麻子 水上 紀美代 横浜 美佐緒 
阿部 芳憲 小嶋 立夏 小林 輝美 日野原 彩椰 
土屋 舞耶 高木 正信 高木 麻衣 岸 トモ 
高野 裕子 吉川 美香 土屋 和子 丸茂 千恵美 
平野 三千代 高久 美哉子 川村 明美 松本 英好 
木村 真由美 片岡 琢美 佐藤 佳枝 渡辺 尚之 
八木 悠 荒井 京子 田中 治 尾松 
山下 貴子 佐藤 城人 伊東 美代子 忽滑谷 美希子 
玉越 幸田 泰弘 中川 弘枝 土肥 祥和 
鳥海 勇太 伊藤 雅美 間瀬 順子 古川 なぎさ 
赤羽 真理 田中 美重子 平田 茂 河村 亜希子 
海老沼 美佳子 竹内 聡美 山田 明美 波田野 いぶ季 
左近 芳子 小林 美貴 相馬 奈美子 山本 麻美（旧姓 葛西） 
廣瀬 友子 大木 順子 小峯 順子 藤井 真夢 
早川 美佐子 菅原 久忠 菅原 美紀 早川 武志 
名取 優子 赤松 直博 出口 晋也 宝泉 美代子 
福間 めぐみ 中村 紀子 小林 大祐 中島 豊 
古賀 康子 斎藤 正美 和田 美穂 尾崎 はるみ 
堀村 もえ 五味 幸子 澤出 美樹 笹谷 和子 
古賀 健一 新井 貴子 藤野 康子 林 留美子 
折笠 昭一 栗田 勉 青木 京子 川澄 由美子 
大村 真理 大村 真実 本橋 真未 井上 孝子 
杉浦 千鶴 加藤 陽子 阿部 一毅 中川 賢一 
元井 順子 石橋 佳奈子 長冨 千絵 佐藤 孝代 



丸山 朝幸 小林 いづみ 柴田 千寿 カール・キング  
嶋本 美子 末永 美千代 江下 佳子 田中 陽菜 
田中 寛也 香川 靖将 色川 一郎 今井 広子 
高橋 ルミ 志茂 一徳 松崎 幸治 新海 由愛 
松村 映子 内山 英雄 葛西 麻美 池田 知之・敬子 
鈴木 輝世 佐藤 綾香 新庄 幸子 荒屋鋪浩二・良美・美玖 
萩原 武 亀山 雅代 本多 裕美 本田 範子 
藤田 恵美子 松倉 恵子 前田 雅代 笹谷 俊太 
塚本 美幸 竹居 英明 菊池 美香子 松本 祐紀 
堀 和明 川元 里栄子 鈴木 晴江 菊地 俊公  
野口 郁江 神尾 幸乃 堀 陽子 末永 圭子  
太田 直子 うしの会（平成 18 年度広報委員有志） 


