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クラウドファンディング支援者ご芳名（2021 年 9 月） 

2021 年 1 月 20 日から 4 月 16 日まで、涙による乳がん検出に関する臨床研究をご支援いただく

ために、クラウドファンディングに挑戦しました。その結果、44 都道府県から約 900 名の方々

の温かいご支援とコメントを賜り、その総額は 12,262,000 円にも上りました。本当にありがた

く、皆様のご厚情に深く感謝申し上げます。 

 

ここに感謝の意を込めまして、皆様のご芳名を掲載させていただきます。支援いただきました

が、掲載をご希望されなかった方々のご芳名は掲載しておりませんこと申し添えます。また、慎

重にチェックの上掲載しましたが、お名前に間違いがあった場合は、大変恐縮ですが、ご一報い

ただけましたら幸いです。 

【連絡先】takeuchi@gold.kobe-u.ac.jp; 078-803-6158 竹内俊文宛 

【あ】 

藍 様   アイリス-iris-様    (株)アヴェニール様  青木裕史様 青木真美様 青木佳容子様 

青谷里香様       あけぼの兵庫川野紀子様 東 善和様 あちゃこ様 阿部眞一郎様 

荒川綾子様 荒木正健様 あらながこうすけ様      一社)日本益生会 代表 有田ねいれい様 

飯塚莉香様 碇 敏明様 井口真由美様 イクヨ様 池上貴史様 池田麻弥様 

石井純造様 石井久美子様 石井浩子様 石垣玲子様 石黒直彦様 石田知枝様 

石津文乃様 石原 純様 磯村 学様 市川浩行様 いちぱか様 井出 徹様 

伊藤理恵様 伊藤美保子様 伊藤成史様 伊藤洋子様 伊藤竜男様 稲谷 萌様 

井上 浄様 井上真理様 井上聡美様 井上健二様 井上清孝様 井上智代様 

今井真介様 井路端留美子様 岩佐様 岩崎卓也様 インベスター様 宇井 清様 

上村芳子様 潮田資勝様 薄永和士様 内田聡子様 うに山うに子様 悦永佐織様 

榎本友一様 榎本雄士様 蝦名 章様 オウサム(ユ様 多飯裕慧様 大久保幸恵様 

太田圭哉様 大谷千恵様 おおたに様 大辻栄子様 大野玲子様 大野俊介様 

大林明日香様 大原隆司様 大森里美様 大和田里枝様 岡 真理様 岡田佐知子様 



2 

 

岡田尚士様 岡村広美様 岡本蓉子様 岡本 守様 岡本隆平様 隠岐充啓様 

奥田恭三様 奥田実紀様 小倉綾乃様 小河実沙様 小澤誠一様 小田啓二様 

越智真吾様 おっとっと。。。様 小野圭介様 おはりこ様  

【か】 

香川和洋様 笠田純一郎様 片岡美佐子様 加藤多鶴子様 加藤春江様 加藤広基様 

かとちゃん様 金田昌之様 金山俊亮様 金田浩一様 叶 承啓様 カノトモミ様 

鎌田裕子様 カヤノユウイチ様 粥米由近様 カルメン様 河合益実様 河合謙治様 

河口藤朗様 川越貴美子様 川阪宏子様 川嶋美奈子様 川田亮介様 河田将道様 

河西由紀様 川端晴美様 河原田昌世様 河原由佳様 河村健二様 河村千登星様 

川本乃里様 菊地聡子様 岸 あさこ|ブレストキャンサーポートレート様 きたに様 

北川勝彦様 北村公亮様 北村健二様 橘田義弘様 木村考伸様 きゃおさん様 

喬 綾子様 キリ様 久保貴広様 倉島ひかり様 クルミン様 けいこ様 

小出正三様 コーシン様 輿石治樹様 ゴシやん様 小杉悦子様 後藤玲子様 

小林優志様 小林夕起子様 小林美代子様 ごんちゃん様 

【さ】 

斎藤 隆様 斉藤育代様 佐藤愛子様 さいとうけいこ様  坂 真里様 坂元 泉様 

坂井容子様 阪口淑恵様 佐久間文恵様 櫻井節子様 佐々井様 佐々木けい子様 

佐々木富貴子様  佐々木実沙恵様 サッコ様 さとし様 さゆみ様 猿谷 剛様 

さわ様 澤田和章様 さんきゅう様 ジェタ様 山陽 Amnak(株)様 
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識名様      シティライフステーション(株)様 信田庄吾様 篠田由美様 柴谷 元様 

清水裕子様 シミズミヨコ様 松竹一郎様 白石良多様 白木寛之様 シロップ様 

スカイ大作戦様   鈴木美智代様 須藤幸江様 隈元始子様 瀬尾香穂里様  

【た】 

大翔ママ様 高井美菜子様 高江洲靖子様 高崎千恵様 髙崎順子様 高野左千夫様 

高梁朗漫様 高橋正広様 高橋巨樹様 高橋和子様 髙橋義治様 高橋奈穂子様 

高橋 渉様 髙橋久美子様 たかはしひろおき様           瀧本京平様 竹原祥子様 

田嶋弥生様 多田尚未様 立木秀尚様 立花真一様 立山雷鳥ゆきこ様  

田中孝始様 田中聡佑様・桂子様  田中とし様 田中理恵様 谷 正之様 谷 民雄様 

谷 茂登子様 谷口恵司様 田引真理子 旅人＠枚方様 田渕麻起子様 玉屋 登様 

民谷栄一様 田和圭子様 近本瑞希様 ちさ様       ちびかぁやん様 茶園様 

ちょば様 塚畝 翼様 津﨑賢一様 辻井貴之様 辻本暢男様 手塚いづみ様 

でぶねこのしもべ様  寺久保 敏様 寺西悠子様 てるてる様 土井和彦様 ドーマン朋子様 

渡慶次正一様 土肥様         富 美樹様 富田彩香様 友子様 とろり様 

豊田寿夫様・春江様 

【な】 

長井順子様 中川達生様 長澤綾生様 長島正明様 長田様 中野淳也様 

中野真治様 仲野マサ様 中村麻貴様 中村あゆみ様 中村理英様 中村久志様 

長村弘昭様 中元 慶様 ナチュラルブレスト(株)様      なでしこ 58 様 ニーサ森様 



4 

 

西川政代様 西川千春様 西田裕子様 西田広子様 西野道子様 にじは様 

西平みなみ様 西村奈穂様 西村和美様 日本ユニシス松岡亮介様 猫足博士様 

野崎 信様 野馬亜希子様 野村俊之様 のん様      のんたん様  

【は】 

橋浦由記子様 橋本 親様 長谷川市郎様 服部雄策様 林 加奈子様 林 葉子様 

ハル様 パルちゃん様 ヒデミ様 檜田光沙様 平田節子様 平田明男様 

平野鷹子様 廣岡世里香様 ひろこ様 廣安ゆきみ様 深本博美様 福井美和様 

福川美子様 福田竜司様 福田アツム様 福田裕士様 藤井映子様 藤田聡史様 

藤原清人様 藤ノ木紀子様 藤本健造様 藤本みどり様 藤本 晶様 藤本美保子様 

藤原友利絵様 二神美智子様 古川あゆみ様 古田伸二様 古林希世様 古家景美様 

へいさくはち様   べるぽん様 宝水幸代様 干貝洋子様 星野さよ子様 ぽにあん様 

ホリカワエミコ様   堀口玲音様 本荘智子様 本多二三枝様 

【ま】 

前田淳一郎様 まきひろ様 眞倉宏美様 マダムゆか様 松尾千春様 松涛倫子様 

松本絹代様 松本怜子様 松本匡史様 松本小百合様 松本省三様 松本久美子様 

松森かおり様  マムクリエイト(株)様  丸井隆司様   丸井真巳子様 三浦浩史様 三浦篤志様 

水野様 三谷泰輔様 三田村 彰大様 みちこ様 ミッキー様 みつしおなな様

南 秀人様 みぽりん様 宮木様 宮崎康次様 宮里キョウ様 宮原京子様 

務川高志様 武藤美也子様 村上幸久様 村田 龍様 村宮知実様 めぐみ様 
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望月真理様 もとみ様 森 大輔様・直子様・信子様 森 保之様 森 温子様 

森 様 森石麻紗子様 森岡民子様 モリカナコ様 森口万里様 森田和希様 

守屋祐一郎様 (株)モルシス様 

【や】 

八尾敬子様 八上俊樹様 安井知己様 安富 諒様 柳 優美様 山上智大様 

山川昌孝様 山口敏之様 山口貞江様 山口岳裕様 山崎小夜子様 山嵜智哉様 

山下里佳様 山田彩花様 山田耕三様 山中栄治様 山西祐圭様 山根木堅之様 

やまのいあいこ様   ヤマホン様 山村典子様 山本奈保子様 山本良彦様 山本めぐみ様

ゆ様 ゆう様 ゆうじろう様 湯口 裕様 湯田智恵様 横田隆明様 

よし様 吉岡伸行様 婦人服カジャグーグー吉川常子様 吉川和輝様 吉田友美様 

吉田 弦様 吉田ともか様 吉村 學様 よっち♪様 米村美樹子様 米本 拓様 

嫁カッパ様    

【ら】 

理佳様 美容室りっか様 

【頭文字アルファベット順】 

A.IWATA 様 A.MIKAMI 様   Akiko N. Itakura 様 AKO 様    antama project 様 

AO 様 Aoyagi T. 様 arai 様 Arata 様 Atsushi Kuwahara 様 

CHIAKI NAKAMOTO 様 chiho44 様 Chouchou 様 Chuki 様 

CityService 様 dai 様 egao44 様 eri 様 gf8dsti 様 
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heavy 様 hirarin 様 Hiroko 様 hzk_xxx 様 I＆T 様  

K. Bryan 様 KAORU NABUCHI 様   katuya 様 Kazumi Imai 様  Kitagami 様 

kmichiko 様 Koayu 様 komo さん様 kosugi machiko 様 

kurikoma 様 K 濱田様 masaki 様 Masato Matsumoto 様   

maya 様 miho 様        Minako Onitsuka 様 misako7700 様 Mito 様 

Miwako Nishimura 様 miya 様 Mizuhata 様 Moe.I 様 

Munakata 様 mushi 様 Naomi.K 様 niko 様 Nora Arimoto 様 

OKANO 様 R. Hata 様 rakuchin 様 redstar 様 redwood21 様 

Reiko Nukihara 様   Sahoko 様 SAKIKO 様 Sakko.mk 様 seichan 様 

shinobu zenki 様    SISU 様 SW 技研様 T. Arai 様 T.K 様 

t.t 様       Takahiro KAWAI 様 Takako T 様 takanobook 様 Takigawa 様 

Tamaki Nara 様 tanzen cona 様 TERADA 様 Tony 様 Y.N 様 

Y.Nobukawa 様 yayoi 様 yg 様 ymdtk 様 yukiko 様 

yuko 様 Yuko.I 様 yukorin 様 yukusyukus 様 

 

 


