
西表財団サポーターの皆様 

（会社名・氏名公表の了解が得られた方のみを掲載しています。） 

 

 

企業（敬称略） 

 

 

石垣空港ターミナル株式会社 株式会社尼崎パイプ製作所 株式会社沖縄土木設計コンサルタント  

株式会社環境計画研究所 株式会社興洋エンジニアリング 株式会社サスチュア 株式会社三矢コンサルタント 株式会社プレック研究所  

株式会社八重山エンジニアリング 株式会社リゾートプラザ 共和産業株式会社  

在沖八重山建設コンサルタント会（㈱三矢コンサルタント、㈱興洋エンジニアリング、㈱沖縄土木設計コンサルタント、㈱翔土木設計、 

(資)泉エンジニアリング、㈱環境技建ウエーブ、㈱渡南エンジニアリング、㈱与那嶺測量設計） 東光電気工事株式会社 南西環境研究所  

日本トランスオーシャン航空株式会社 

 

 

 

個人（敬称略・50 音順） 

 

青野 秀子   青山 知香   秋元 純一   阿部 一成   荒尾 達郎   荒牧 政伸  有川 賢一 

安生 浩太   飯島 松三郎  飯田 公生  五十嵐 愛理  池田 勉    石原 和義  石原 修一 

井出 恵美   出浦 保男   伊東 文彦  犬山 薫    井上 嘉子   入國 浩之  植木 和久 

上地 朝奈   ヴェンドレリ ガリ ラモン  歌丸 秀典   梅澤 淳    及川 浩   大島 佐喜子 

太田 久美   大津 元裕   大貫 かおり 大野 寿一   大前 純一   大山 聖人  岡 泰浩 

小笠原 風季  岡本 雅博   奥山 育子  小田 高大   小田川 正知  越智 正樹  小野寺 久美子 

 

 

海津 ゆりえ  笠作 優一  柏井 智子  勝又 大輔  加藤 秀明   金澤 亮平  金子 啓三 

金田 克己   河内 恵介  菊地 孝夫  菊地 泰之  北沢 祐子   木下 伸子  衣川 和良 

久高 将臣   久芳 靖  久保田 紘実  栗田 幸子  栗田 貴子   黒島 保   河野 剛宏 

古賀 藍    古賀 啓一  小林 恵美  小林 貴史  小原 芙功子  近藤 常教 

 

 

齋藤 建    齊藤 奈保子  財津 元子   榊原 史子    作田 薫   佐々木 香  佐々木 秀章   

佐々木 元徳  佐藤 寿一   佐山 浩    後上里 美音子  篠原 秀直  下川 武   庄山 守   

庄山 良子   塩飽 俊雄   杉山 充    鈴木 晶子    瀬尾 佳美 

 

 

髙田 治   高萩 栄一郎  高橋 智子   高橋 麻衣  高橋 保時  高橋 由美   高村 真   多賀谷 仁   

田口 裕恭  竹内 和美   竹川 美登里  竹下 絵里  武田 照美  竹中 康進   嵩原 悠太  立花 湯香   

田邉 尚人  谷口泰世    田渕 敬一   千葉 謙一郎  常田 智也  鶴岡 靖彦  土井 元太  堂本 圭吾   

徳田 玲奈  冨田 裕一   鳥居 清一 

 

 

羽尾 一樹  羽尾 奈々緒  橋井 愛澄  橋井 司   橋本 聡   橋本 信之  原田 圭祐  東 広之   

東 由実   東前 公幸   樋口 孝一  吹抜 清民  藤井 靖久  藤井 亮介  藤枝 恵理  藤田 亜矢   

藤原 裕司  Henderson Frank   保坂 さゆり   保科 武志  細川 正孝  細田 祐作  堀口 幸子 

 

 

内藤 美緒  内藤 美緒  中川 和美  仲座 たつる  長澤 尚子  長田 信之  中地 雄紀  長妻 篤太   

中野 里美  中原 茂仁  中原 由起  中村 和幸  中村 博志  中村 めぐみ  仲盛 敦  名和田 進   

新川 隆   西園 正志  西田 清紀  西野 岳史  西間木 南葵  西村 大志  野村 和正  野元 歩唯   

野呂 美香子 

 

 

前澤 克之  松永 清美  松原 光弘  松本 育子  三木 俊彦  水谷 たかゆき  光岡 智子  南村 智史   

宮里 昇   宮本 祐菜  宮本 善和  村瀬 孝子  本橋 陽介  森 直樹 

 

 

谷田貝 円  山口 幹  山下 勝久  山田 明日香  葭葉 吟子  和田 悠哉  渡辺 真弓  渡邉 美代子 


