
【法人等】

石見銀山建設 株式会社

株式会社 京都総合経済研究所
京都中央信用金庫
京工大機織会（マコーン会）

教職員共済生活協同組合

衣笠 禄栄会

経友会
弘和理化

株式会社 魁半導体

色染４０会

人繊会

Ｓｋｙ 株式会社

株式会社 総合資格

株式会社 タマディック

株式会社 徳岡設計

株式会社ナルックス

凸版印刷 株式会社

株式会社 三笑堂

株式会社 ジェイ・エス・ビー

株式会社 大興設備開発

武石特許事務所

株式会社 タンゴ技研

株式会社 徳岡昌克建築設計事務所 

京都工大会

衣笠同窓会熊本県支部

株式会社 呉竹

コスモ・バイオ 株式会社

有限会社 嵯峨野技研工業　

佐藤化成工業 株式会社

株式会社　エネゲート

荻野精工 株式会社

オムロン 株式会社

環境衛生薬品 株式会社

京都工芸繊維大学同窓会

京都工芸繊維大学 衣笠同窓会

京都工芸繊維大学基金へのご寄附者（ＫＩＴクラブ会員）名簿

令和3年8月31日現在

（50音順に記載。敬称略）

アケボノ特機 株式会社
アムテック 株式会社

財団法人 稲盛財団



株式会社 日進製作所

野村会同窓会

株式会社 山本製作所

【個人】

あ 相川　　浩 青木五十鈴 青木　壽治 青木　高一 青木　康造 青木　　潤

青山　広晴 青山　弘樹 青山　　宏 赤井　智江 赤木　伸弘 縣　　　修

明上　洋一 赤澤　　功 赤澤　博之 赤羽　浩一 東江　廣允 秋田　宗平

秋田　徳子 秋富　克哉 秋場　泰博 秋元　武夫 秋山　正博 秋山　隆一

朝倉　俊行 淺倉　美敦 朝妻　幹雄 浅田　　聡 浅田　　剛 浅野　　勇

浅野　公允 浅野　秀隆 浅野　幹雄 淺野　節信 朝比奈　正 浅村　　宗

朝守　啓太 浅山　　明 芦澤　　徹 芦田　　孝 芦田　　隆 足立　篤彦

安達　重忠 足立　末広 足立　忠男 足立　富夫 安達　　宏 安達みち代

安土　行博 阿部　重信 安部　健夫 安部　　剛 阿部　兼隆 安部田貞治

天野　城二 天野　光雄 天羽　迪規 雨田　　正 荒尾　茂就 荒尾　哲司

新垣　行正 荒川　篤哉 荒川　太一 荒川　卓郎 荒木　和則 荒木　克巳

荒木　　隆 荒木　長男 荒木　利之 荒木　廣之 荒木　美治 荒元　忠彦

有澤　　誠 有田　貴弘 有本　睦子 安達　謙蔵 安藤  　幸 安藤　　繁

安東志津子 安藤　忠雄 安藤　博教 安東　擴光 安東　保明 飯島　賢一

飯田　靜子 飯田奈津恵 飯塚　志保 飯塚　高志 飯塚　泰雄 飯原　芳之

井岡　哲二 五十嵐　一 井口　　毅 生谷　吉男 伊倉　宏司 池内　　清　

池尻　祐希 池添　康光 池田　晴充 池田　正和 池田　　守 池田　裕子

池田　有隣 池田　律雄 池西　一夫 池村　昭司 池本  博行 池森　章郎

井阪　　章 井沢　真吾 石井　　昭 石井　一治 石井　一史 石井　忠則

石川　茂彬 石川　善一 石川　智一 石川　信夫 石川　　甫 石川　　均

石川　雄治 石川　幸雄 石川　　豊 石川　洋一 石川羊次郎 石川　嘉隆

石上紳一郎 石倉　　満 石沢加津子 石澤　　隆 石田　和人 石田　修三

石田潤一郎 石田　信伍 石田　　眞 石橋　　孝 石橋　尚之 石橋　道明

石橋　幹史 石原　和実 石原　定典 石原　　孝 井嶋　清幸 石丸　和敏

石山　智則 石若　光男 板倉　克芳 板倉　安正 板谷　　明 板谷　勝仁

板谷　憲一 市川　孝宏 市来　裕文 一見　輝彦 市野　要助 一瀬　壽一

市村　信二 一色　孝次 市川　　弘 一色　俊之 井筒　伸二 居椿　雅之

射矢　忠義 井手口　隆 伊藤　一雄 伊藤　滋延 伊藤　静香 伊藤　泰輔

松ヶ崎色染会

株式会社 マハタギ電気商会

村田機械 株式会社

株式会社 元廣　

ユニオン写真企画　

株式会社 吉原工務店

株式会社 ニッソーサービス

日本織マーク 株式会社

日本コンピューターサイエンス 株式会社

有限会社 ファイン

北斗特許事務所 



伊藤　勅久 伊藤　俊男 伊藤　信昭 伊藤　弘樹 伊藤　正明 伊藤　雅信

伊藤　雄二 伊藤友樹生 伊奈　茂樹 稲垣　誠夫 稲垣　雅夫 稲垣　実希

稲野　光正 稲葉　英彦 井波　利治 稲実　知好 乾　　玲子 犬飼　康裕

犬島　敏和 井野　晴洋 井上　昭生 井上　　彰 井上 　 薫 井上喜美子

井上　清人 井上　清博 井上　公二 井上　　茂 井上　健夫 井上　　貞

井上　智貴 井上　直三 井上　治彦 井上　　滉 井上　裕之 井上　藤美

井上　勝裕 井上　　勝 井上　光弘 井上　芳久 井上　喜郎 井上　良一

伊吹　　徹 伊部　京子 今井　茂治 今井　孝吉 今井　忠夫 今泉　智広

今川　幸英 今谷　克男 今谷　秀和 今中　　豊 今西　修三 今村　　巌

今村成一郎 今村　　浩 今村　泰明 入井　健之 入江　英雄 岩井　江美

岩佐　啓一 岩佐　久男 岩崎　克巳 岩崎　勝也 岩崎　皓二 岩崎　　仁

岩下　直司 岩田　　益 岩田　容子 岩橋　貞雄 岩松　隆則 岩見　達也

岩本　克也 岩本　　崇 岩本　　宏 岩本　正治 岩本　道夫 岩本　陽介

上嶋　敏之 上田　　敦 植田　勝裕 植田　恭司 上田　昭二 上田　真也

上田　哲也 上田　智弘 植田　秀昭 上田　正勝 上田　　衛 上田　恭嗣

上谷　昌生 植月　倫夫 植月　　徹 上中真由美 上野　秀樹 上原　康司

上林　正和 上東　　淳 上南　正人 上村　俊介 上山　省三 鵜飼　達二

鵜飼　哲雄 鵜飼　康東 右近　敬浩 宇佐美　舞 臼井　博一 宇多　昭子

宇田　裕介 卯滝　秀樹 宇谷　正一 宇谷　匡貴 打集　和美 内海  直志

内田  秋義 内田　武男 内田　武利 内田　敏一 内堀　悦治 内村　和彦

内村　　潔 宇都宮　誠 宇野　三郎 宇野　佳秀 馬詰  勝治 宇水　　勉

梅上　竜志 梅河内修二 梅田　康平 梅原　万嗣 梅原　健三 梅原　　勉

梅原　大祐 梅村定右衞門 梅本　益雄 宇山　芳男 裏　　升吾 浦野　義弘

榎川　　諭 江口　正治 江口　光弘 江島　義道 榎本　一巳 榎本　吉伸

海老　武彦 蛭子　正啓 遠光　留昭 遠光　悠祐 遠城　弘昌 遠藤　信一

遠藤　　偵 遠藤　久満 遠藤　栄憲 遠藤　　宏 遠藤　泰久 遠藤　善一

王　　　毅 尾江　邦重 大内　康司 大形　修平 大上　康恵 大木　賀惠

大蜘蛛美貴 大藏　邦明 大倉　弘之 大倉美和子 大柴小枝子 大島　俊哉

大嶋　知之 大島　宏幸 大嶋　文隆 大須賀　誠 大住　　晃 大角　英造

大墨　　正 大角　正幸 大隅　良輔 大瀬　長門 大關　義則 太田　朱美

太田　昴志 太田　哲郎 太田　久雄 太田　　稔 太田　優子 大田　陸夫

大谷　昭義 大谷　　栄 大谷　孝司 大谷　博俊 大谷　芳夫 大塚　武久

大塚　雅彦 大槻　翔太 大槻　智宏 大槻　廣行 大床　敦史 大西　　隆

大西　盛夫 大沼　正次 大野　高嗣 大野　傳雄 大野　耀也 大野　　博

大橋　和雅 大橋　知史 大橋　良介 大畑　雅美 大林　昭浩 大林　裕明

大林　仁保 大林　雅之 大東　　隆 大淵　隆一 大前　立太 大村健太郎

大村　孝雄 大矢　強馬 大谷　顕三 大八木孝司 大柳　健二 大薮　基雄

大柚　　智 岡　　敏弘 岡　　秀紀 岡内　慶文 岡垣　　福 岡崎　高志

岡崎　　宏 岡崎　吉春 岡嶋　幸宏 岡田　　功 岡田　栄造　 岡田宏一郎

岡田　志穂 岡田　總治 岡田　達雄 岡田　稔弘 岡田　初三 岡田　宏久

岡田　博之 岡田　宗樹 岡田　行彦 岡田　由子 緒方　康二 尾形　充彦

尾形　理一 岡根　幸男 岡藤　　彰 岡部　　眞 岡部　孝夫 岡村　栄子

岡村　直樹 岡本　　忠 岡本　達幸 岡本　　亨 岡本　史子 岡本　政實

岡本　泰則 小川　和夫 小川　耕造 小川　昌平 小川登貴代 小川　恵弘

沖　　貞幸 沖　　祐治 荻野　直彦 奥　　　彬 奥田　　進 奥田　誠三

奥平  恭之 奥谷　良夫 奥野健太郎 奥野　有加 奥畑　潤一 奥林　里子

奥藤　圭造 奥村　滋夫 奥村　眞也 奥村　雄介 奥山　正夫 小掠　静夫



尾崎　俊弥 尾崎　広明 尾﨑　良樹 小田宮　寛 越智　勝昭 越智　　健

越智　　裕 落合　温之 落合　正直 落合　泰明 小野　桂市 小野　修市

小野　正見 小野寺喜昭 小原　照夫 小原　俊秀 小原　　護 小尾留美名

か 貝長　佳代 貝長　成起 加賀　勝也 加賀江　宏 　 香川　泰宏 垣田　時雄

角田　隆弘 角谷　　裕 掛橋　英典 蔭山　　薫 加古　　武 笠原　一人

笠原　正雄 樫田　弘一 鹿島　良昭 鹿嶋　好秋 柏木　邦夫 柏原　　彩

梶原　正一 賀須井長兵衛 片岡　孝夫　 片岡日出男 片上　順子 片山　　茂

葛西　伸介 勝西泰三朗 桂　　博康 桂田千佳資 加藤　　明 加藤　郁夫

加藤　啓三 加藤　達次 加藤　信晴 加藤　靖夫 加藤　久雄 加藤　英男

加藤　英雄 加藤　正晴 加藤　優子 加藤　　亘 角野　建作 金井　浩志

金尾　伊織 金森　　修 金森寿美子 金川　直樹 金子　滋夫 金子　節三

金子　正一 金子　正七 兼田　良一 狩野　秀樹 加納みどり 壁内　節雄

鎌形　一夫 鎌田雄一郎 鎌谷　幸子 加美　正紀 上堂地　勇 神内千惠子

上坂　利明 紙谷　哲男 神谷　哲史 神谷　牧男 神吉　正樹 亀井加恵子

亀井　稠男 亀井　　進 亀井　紀明 龜谷　　清 鴨井　省司 鴨井　舞衣

加舎　若樹 萓野　岳史 柄谷　　肇 軽野　義行 川井　明良 川合　利和

川合　智明 河合富佐子 川井　康正 川上　修平 川上　尊史 川上　  孝

河北　　穆 川口  　光 川崎　節蔵 川崎　　隆 川﨑　大慈 川﨑　　登

川﨑　正博 川島　彰義 川嶋　浩司 河島　　博 川尻　一義 川角　典弘

川瀬　徳三 川瀬　正幸 河添　正雄 川添　正道 河田　義孝 川面　　澄

河藤　誠一 川波　敏行 河西永治郎 川端　一彌 川端　誠次 川端　成彬

川端　廣己 川端　宗成 河原　　隆 河原　政博 川原　康則 河原　　豊

河部　賢司 河邉　　聰 川又　人四 川道麟太郎 川向　　誠 川村　周三

川村  武久 河村　文彦 川本　昇司 川本　　邵 川本　雅行 菊地　敏之

岸　　和郎 岸本　　健 岸本　通雅 木瀬　　洋 木曽　　裕 喜多　祥友

木田　隼也 来田　宣幸 北井　秀憲 北井　康之 北浦　滋夫 北尾　聡子

北方　弘人 北川　　昇 北川日出次 北口　宏二 北口　　正 北澤圭一朗

北澤　正敏 北島佐紀人 北野　文隆 北野　善行 北村　京子 北村　幸治

北村　眞一 北村　　晋 北村　大典 北村　年史 北村　雅紀 北村  勇耕

北室　清一 鬼頭　戎治 木戸　和夫 木戸　　健 紀ノ定保臣 木下清太郎

木下　典子 木下　郁也 木下　　眞 木下　善博 木下　竜馬 木畑　普一

木原佐代子 木原　壯林 木村　脩七 木村　　武 木村　　剛 木村　照夫

木村　直人 木村　憲行 木村　  浩 木村　裕之 木村　允紀 木村　吉成

木村　良晴 木元　　正 帰山　正明 給田　律子 清造　　剛 桐石　　晃

桐畑　俊紀 草野　　堯 櫛　　勝彦 櫛山　　隆 楠　　正世 国川　忠徳

國松　廉可 功刀　　滋 久保　　脩 久保　金一 久保　雅義 久保井　茂

窪田  詳三 窪田　常夫 久保田敏弘 久保田美千代 久保田祐弘 窪田　隆一

久保西淳夫 熊尾　章宏 熊谷　駿夫 熊谷　　隆 熊谷　法昭 熊倉　重博

粂　　和夫 久山　貞迪 倉岡　省吾 倉田　　武 鞍田　　享 鞍田　直子

倉本　　到 栗木登美男 栗原　信雄 栗本　正吾 栗山　保隆 黒江　康明

黒川　隆夫 黒崎　諒三 黒澤　純子 黒島　　健 黒田　清伸 黒田　裕久

黒羽満智子 黒籔　　茂 桑田　憲次 桑原　厚司 桑原　勝吉 桑原　　進

桑原　武次 桑原　正樹 グェン　ドァン　ツァン 玄島　洋造 劔持　　勲 呉　　慧玲

小池　泰弘 黄　　松治 香西　博明 上妻喜久男 幸田　晴夫 幸田　泰好

甲田　正久 河内山宏司 河野　昭雄 河野　浩二 河野　　孝 河野　　實

河野雄二郎 河野祐八郎 幸本　和恵 古賀　明美 古賀　高志 小垣内　学



國領　正博 小迫　幹夫 小柴　雅昭 小島　佳代 児島　敏夫 小梢　雅野

小杉　弘一 小菅　眞樹 小角　　亨 小谷　英治 小谷　一美 小谷　晃久

小谷　俊行 小辻　行雄 小寺　正洋 小藤　寛士 後藤　永一 後藤　和男

後藤　幸平 後藤康子(義男) 後藤　佳美 小西　匡子 小西　誠二 小西　朝之

小原　健吾 小原　照夫 小林　純一 小林　純子 小林　大将 小林　　隆

小林　孝光 小林　孝好 小林　照男 小林　宣夫 小林　治樹 小林　秀雄

小林　秀雄 小林　大樹 小林　正人 小林　勝利 小林　康夫 小林　義弘

小堀　哲生 小牧　昭夫 小牧　光市 小牧　靖昌 小松　和夫 小松　　清

米谷　斎之 小森　頼一 小山　　勇 小山　恵美 小山　和雄 小山　清司

小山　高澄 小鑓　卓朗 近藤あずさ 近藤　和禮 近藤　正昭 今野　　勉

さ 三枝　賢一 七種　敏彦 齋藤　篤史 斉藤　邦秀 齊藤　　健 齋藤　憲司

齊藤　元気 斉藤　　進 齋藤　德彦 齊藤　　準 齋藤美智代 齊藤　美和

齋藤　嘉夫 西明　芳隆 佐伯　純子 佐伯　　誠 阪井　　敦 酒井　幸子

酒井　展弘 酒井　　紘 酒井　美穂 坂井洋一郎 坂井　　亙 榊原　敏之

榊原　保正 阪口　文雄 坂口　正利 坂口　義美 坂下　義明 坂田　自然

阪田　正和 阪田　安丸 坂田　佳明 相模　泰造 坂本　　厚 坂元　克彦

坂元　清志 阪本　弘克 坂本　安夫 佐川雄次郎 﨑田　裕一 崎村　耕二

崎本　泰敏 佐久真正弘 櫻井　清隆 櫻井仙三郎 桜井　　洸 桜井　建郎

櫻井　康雄 櫻谷　　昇 櫻屋　利美 峪　　量子 佐古田智哉 佐々江敏幸

佐々木厚司 佐々木　功 佐々木慎一郎 佐々木忠夫 佐々木民雄 佐々木敏英

佐々木敏之 佐々木尚孝 佐々木従久 佐津川　護 佐藤　越子 佐藤　悦子

佐藤　　潔 佐藤　昭司 佐藤　　孝 佐藤　哲也 佐藤　敏夫 佐藤　文雄

佐藤　雅一 佐藤　正勝 佐藤　　豊 佐藤　洋一 里見　　優 真田喜美子

真田　秀典 實本　博充 佐野　元彦 更家　淳司 猿山　靖夫 沢  　芳夫

沢井　　朗 澤井　信治 澤田栄之丞 澤田　敏行 澤田美恵子 澤田　佳展

三瓶明希夫 椎原　　毅 椎原　　浩 塩尻　　求 塩野　剛司 塩見　哲也

塩屋　葉子 塩山　忠義 志賀　　均 志賀　嘉重 四方昭四郎 四方　　勉

四方　利和 四方　秀夫 四方　正義 軸原　伸治 品川　孝夫 品川　雅彦

品川　正慶 自念　榮一 篠崎　　徹 篠田　幹雄 柴田　慶三 柴田　信夫

柴田　　仁 柴田　道子 柴田　良稔 芝原　寛泰 芝山　　昭 柴山　　潔

渋谷　　明 澁谷　　雄 島　　龍夫 嶋　　敏惠 島﨑　和夫 島崎　仁司

島添美葉子 島田　　滋 嶋田　佳典 島袋　順二 島村　建喜 清水　綾子

清水　孝一 清水　　聰 清水　哲史 清水　三郎 清水　達久 清水　久夫

清水満寿重 清水　元治 下田　三鈴 下間　和拓 下前京四郎 下村  隆康

下村藤史郎 下村　裕明 下村　康夫 珠数　　滋 庄司　政之 城内　孝之

城尾　元浩 城垣圭一郎 城塚千都子 城野　敬二 白井　健吾 白井　慎治

白井　伸明 白石　建成 白石　直延 白市　幸茂 白川　　健 白川　雄三

城間　　勤 新海　孝孚 新家　正敏 新宅　崇義 進藤　拓音 新谷　誠三

菅原　孝夫 菅原　秀雄 菅原　啓髙 鋤柄佐千子 杉長　敬治 杉村　健治

杉本　五郎 杉本　忠之 杉本　　昇 杉本　英隆 杉本　寧治 杉本　　寛

椙本　洋一 杉山　八郎 杉山　政秀 杉山　吉隆 須佐見昭徳 鈴江　　登

鈴鹿　通治 鈴木久美子 鈴木　孝征 鈴木　龍雄 鈴木　俊光 鈴木　伸行

鈴木　洋行 鈴木　裕之 鈴木　百千 鈴木　康孝 鈴木　嘉武 鈴木　龍二

鈴木　良介 首藤　和久 須藤　修一 須藤　　寛 須藤　喜彦 砂田　真也　

砂原　　惠 須磨　靖徳 角田　久夫 角野　剛史 角野　良平 住吉　政則

瀬　十記夫 瀬川　照幸 関　　友也 関　　眞明 関　　雅夫 関　　　稔



関野　武一 瀬口　光基 勢造　正春 妹尾　優馬 妹尾　涼馬 善家　文雄

仙波　俊男 仙波　　洋 仙坊  光男 宗圓　壽一 宗川　吉汪 宗野鐵之助

相馬　孝臣 祖川　雅彦 曽根　　彰 曽根　千尋

た 田井　基温 大門　敏彦 田浦　秀幸 多賀　俊介 高井　茂樹 髙井　重昌

髙井　禎之 高木　隆司 高木　正男 髙木　真人 髙木　裕一 髙木　雄二

髙岸　恒久 髙桑　和弘 高崎　　勲 髙嶋　　猛 髙須　敦子 髙須　壽一

高瀬　　明 髙田　一正 髙田　順介 高田　　勉 高田　敏雄 髙田　秀雄

髙田　善春 田金　修一 高野　一郎 髙野　季夫 高橋　　章 髙橋　重三

高橋　成雲 高橋　成子 髙橋　忠敏 髙橋　雅興 髙橋　幹男 髙橋　美次

髙橋　裕介 高橋　由治 高橋　亮一 高畑　　哲 髙濱　吉德 髙原　孝郎

高廣　克己 髙村　　康 多賀谷美伸 髙谷　惠三 田川　　敬 田川　敬治

多川　四郎 瀧口　和司 瀧花　五郎 田伐　信彦 田口あずさ 田口　典幸

田窪　宏貴 竹内　英二 武内　民男 武内　哲夫 竹内　信行 武内　秀夫

竹迫　雄司 竹下　耕一 竹下　豊雄 竹末　俊昭 竹園　典子 竹田　慈明

武田　俊一 竹田　　力 武田　　実 竹田ヤスキ 竹田　瑠偉 竹谷　　茂

竹中　　功 竹中理英子 竹永　睦生 武野正三(正子) 竹葉　　剛 武部　豊樹

竹松 　 昭 竹松　　茂 竹村　裕之 竹村　元一 竹本　俊平 竹本眞三郎

竹森　弘泰 田篭　祥子 田崎　　央 田路　　悟 但馬　　明 田尻　勝弥

田尻　芳朗 立入　勝美 立野　和子 巽　　友正 巽　　宏次 建井　　務

立松　弘行 田中　明宏 田中　　章 田中　悦夫 田中　一雄 田中　一如

田中　一義 田中　克史 田中　勝久 田中　京子 田中顕一郎 田中　　毅

田中　昭彦 田中　俊夫 田中　利治 田中　利久 田中　利幸 田中　豊光

田中　尚弘 田中　信男 田中　秀一 田中　弘志 田中　　博 田中　弘成

田中　裕之 田中　雅章 田中　正文 田中　正己 田中　　満 田中　　実

田中　泰宏 田中　佑介 田中　芳末 田邉　新市 田辺　芳隆 谷垣　弘明

谷垣えつ子 谷勝　博昭 谷川　福夫 谷口　　淳 谷口　　州 谷口　弘樹

谷口　　宏 谷口　順房 谷津健一郎 谷渕　敏弘 種子田博史 田畑　　健

田伏　啓蔵 田渕　正純 玉井　綾野 田村　和重 田村貞次郎 田村　安正

田門  　肇 多屋　賢三 多山拓一郎 檀野　啓一 千秋　　裕 崔　　童殷

近本　直之 筑紫恵美子 千野　政和 茶木伝一郎 茶谷佳代子 長　　健次

長曽我部亮 塚口　信彦 塚根みどり 塚原　安久 塚本　幸子 塚本　俊介

塚本　千秋 築山　文俊 築山　文俊 辻　　順子 辻　　直人 辻　奈津子

辻　　秀雄 辻　　秀樹 辻　　博明 辻　美智子 辻井　　進 辻井　正雄

辻川　　毅 辻川　　弘 辻野　嘉宏 辻本　　徹 津田　和男 津田　和久

津田　尚一 土谷　　修 土屋　八郎 土屋　正美 筒井　義和 堤　喜代司

堤　　直人 堤　　　誠 常岡　秀行 恒成　　恒 常深　慶一 恒松　雄二

常持　　敦 坪井　弘光 壷井　芳明 露口　晴太 出川　光治 出口　隆之

出口　友一 手塚　敏夫 手塚　広継 手塚　幸雄 出野　吉信 寺井　昭平

寺岡　智子 寺坂　傳夫 寺田　慶次 寺田　昌平 寺田　昭和 寺田　堂彦

寺西　　博 寺野　明弘 寺本　正明 寺本　　達 戸井　浩一 土井　健司

土井　達也 東川　隆英 東郷　六郎 東上　　剛 遠山　建樹 土器屋宏之

土久岡和男 徳岡　浩二 徳岡　昌克 徳岡　正行 德田　莞司 徳田　茂春

德堂　裕康 徳永　　宏 戸島　靖英 戸城　皓次 戸田　稔子 戸塚　計浩

戸次　　夫 戸床　忠一 冨岡　慶信 冨田　純一 冨永　忠志 富村　道雄

友広　圭之 豊木　啓喜 豊田　優子 鳥居　良扶



な 内貴　俊夫 内貴　博之 内藤　良平 仲井　　章 永井　賢次 永井　沙都

永井　隆則 永井　　達 永井　善大 長井　義則 中浦　俊昭 中尾　昌史

中尾　　裕 長尾　悠樹 中岡　　明 中川　建次 中川　晴雄 中川　英人

中川　博夫 中河　寛行 中川二三男 中川　雅博 中川　益男 中川　泰雄

中川由太郎 中桐　　保 中口　真妃 長坂　　大 長﨑　髙章 中澤　義明

中澤　義介 中島　　崇 中島　敏博 中島　　望 中島　広一 中島　將雄

長瀬　博一 中田　香澄 中田　直行 仲田　信男 中田　寛志 中田　侑甫

永田　　章 永田　壽稲 永田　雅一 長瀧　潤之 長竹　善伸 仲谷　孝之

永谷　二郎 中西　啓二 中西　久三 中西　秀明 中西　良司 仲野　　旦

中野　彩乃 中野　清憲 中野　啓吾 中野　浩一 中野　秀男 中野　真弘

永野　真吾 中林　種広 永橋　　肇 長原　成博 長原　哲也 永原　　博

永廣　桂次 長渕　啓子 永見　泰二 中村　亜希 中村　　彰 中村　篤史

中村　閑策 中村　　清 中村　恵治 中村　成臣 中村　　淳 仲村　治朗

中村　征二 中村　泰延 中村　　武 中村　智雄 中村　　完 中村　博司

中村富士雄 中村　基彦 中村　守正 中村　保幸 中村裕一郎 中村　惠宣

中村　良光 中村　礼子 中森　　修 中森　孝文 中森　伸行 中山　景太

中山　　茂 中山　純一 中山　隆夫 中山　敏男 中山　敏弘 永山かをり

奈佐季臣子 奈須　政広 夏原　　進 並川　重美 並川　　均 並木　誠士

奈良　鍈一 奈良　定吉 成田　　宏 成宮　敏之 名和　二郎 南部　光延

新井　　弘 新居　雅行 新美　康永 仁木　祥文 西　　孝浩 西井　英雄

西江　秀三 西尾　弘司 西尾　千秋 西尾　　弘 西尾　文徳 西尾　充之

西尾　吉貴 西岡　　保 西川　章生 西川　栄良 西川　三郎 西川　史臣

西川　俊男 西川　正博 西川　禮一 西澤　悦男 西嶋　温友 西田　　薫

西田　幸司 西田太加志 西田　俊彦 西田　　衛 西鳥羽　剛 西野　岩夫

西野　茂弘 西濵　浩次 西林喜代四 西村　　章 西村　圭一 西村　　進

西村　　武 西村　忠司 西村 　 保 西村　太良 西村　俊雄 西村　秀勝

西村　雅信 西村　益一 西村　幸男 西本　照文 西脇　一雄 西脇　達二

二宮　清延 二宮　正幸 丹羽　　彰 額田　正三 布垣　俊武 布目　　淳

根本ちえ子 根岸　真理 野　　修一 能口　政士 能宗　良幸 野口　企由

野崎　駿吉 能勢　和夫 野田　晃弘 野田　修司 野田　重良 野田　　隆

野田三智子 野村　敦子 野村　春治 野村　　徹 野村　政直 野村　　充

野村　元昭 野村　佳照 則末　智久 野呂　隆一

は 拝師　暢彦 萩原　惇允 萩原　琢也 萩原　　勝 萩原　良道 萩原　理一

箸　　宗和 橋國　光義 橋塚　　渉 橋村　　勇 橋村　裕行 橋本　　済

橋本　利夫 橋本　雅人 橋本　元伸 長谷　清隆 長谷川和夫 長谷川淳一

長谷川博史 長谷川孝雄 長谷田　弘 長谷部　巧 畑　　和宏 畑　　幸樹

畑　　　重 畑　　　光 畑中　成雄 畑野　陽一 八田　靖弘 服部　和俊

服部　　保 花村　淳一 馬場　修一 濱崎　　實 濱田　泰以 濵田　雄策

濱名　　昭 濵村　卓也 濵村　　保 濱本　泰秀 早石  和雅 早貸　正幸

早川　潤一 林　　彰則 林　　　修 林　　一義 林　　勝廣 林　真一郎

林　　孝昭 林　千恵子 林　　伝雄 林　　　徹 林　　智孝 林　　哲介

林　　映克 林　　正和 林　　康明 林　　幸之 林田真一郎 林屋慶三(ひろ子)

原　　　栄 原　　幸代 原　　博資 原　　将樹 原口　和典 原田　孝三

原田　俊二 原田　建夫 原田　繁春 原田　俊郎 原田　政明 原田　美鈴

原田　　豊 原野喬一郎 孕石　　晃 播磨　　弘 坂東　久平 坂東　義雄

日笠　重喜 日笠　茂穂 東　　道信 東浦　俊種 東山　隆司 樋口　亜子



樋口　了慈 久川　尚光 久留　英也 久野　　高 菱谷　政種 日髙　公雄

日高　照子 人見　博和 人見　文弥 日並　　明 日比野　敬 比村　治彦

兵働　　潜 比良八郎右衛門 平井　幸子 平井　祐一 平井　亮輔 平尾　幸一

平尾　良範 平瀬進(美知子) 平田清一郎 平田　博章 平田　泰正 平戸  春美

平野　　進 平野　秀治 平野　康生 平野　康幸 平野　義博 平松　博史

平松　良夫 平見　拓也 平元　健史 平山　　鋭 廣江　利幸 廣兼　　亮

廣木　　彰 廣瀬　健士 広瀬　二郎 廣瀬　雅庸 広田　今男 廣畑　和弘

広部　晴美 広部　雅久 深田　藤雄 富加見徳治 深見　吉宏 深谷　幸男

福井　　清 福井　史郎 福井　忠勝 福井　　勉 福井　則夫 福井　英民

福井　陽一 福江　澄夫 福岡登久治 福岡　　寛 福岡久美子 福澤　啓一

福澤　理行 福嶌　　修 福嶋　隆昭 福島　孝弘 福島　達基 福嶋由美子

福田佳代子 福戸　修三 福西　興至 福原　康夫 福村　直樹 福本　一彦

福本　萬生 福本　　博 福森　　淳 福安　政博 福山　隆夫 袋田　保夫

苻坂　喜淳 藤井　和雄 藤井　佳穂 藤井　信治 藤井　忠夫 藤井　直樹

藤井　雅彦 藤井　芳次 藤井　亮輔 藤江　正人 藤岡　照三 藤岡　　透

藤岡　信彦 藤岡　義昭 藤川　康平 藤崎　伸太 藤沢　寿郎 藤澤　幹雄

藤田　　勲 藤田  和弘 藤田　眞作 藤田　　隆 藤田　髙徳 藤田百合子

藤田　善敬 藤戸　幹雄 藤浪　正季 藤野　定男 藤野　稔寛 藤村　賢二

藤本　和久 藤本　修一 藤本　　武 藤本　昌則 藤本　康雄 藤本  美孝

藤吉　　隆 藤原佐一郎 富士原　守 藤原　美輪 渕田　　満 舩越　修治

船越　暉由 舩原　幹夫 古都　秀次 古川　俊雄 古川　英樹 古川　敏一

古澤　壽治 古田　　篤 古田　　毅 古道　　進 古山　正雄 瓶子　明弘

別所　義雄 戸来　優一 寶珍　輝尚 宝輪　克也 保澤　志行 星野　弘子

星野　義昭 細川　勇夫 細川　高志 細田　秀穂 細野　眞一 細見　研太

堀田　庄三 堀田　久志 堀田　英志 堀  　真規 堀　　正弘 堀井　　茂

堀江　勝之 堀江　　尚 堀川瑠美子 堀部　幸泰 本城　博一 本田　茂樹

本田　良一

ま 米谷　文男 前川　輝彦 前川　汎正 前久保邦昭 前田圭一郎 前田　耕治

前田大一郎 前田　貴史 前野　正博 牧戸　伸禎 牧野　健士 増尾　貞弘

益岡了(尚子) 増田　　新 増田　　隆 増田　良次 増山　和夫 俣野　　正

町田　誠之 松井　久隆 松居弥三郎 松井　義明 松浦　和久 松江　　努

松尾　達樹 松岡　義人 松隈　　洋 松倉　紀行 松庫　義弘 松澤　幸男

松田　朱美 松田　　薫 松田　和士 松平  正文 松永　　明 松永　茂己

松浪　　博 松野　謙一 松原　富夫 松原　藤丸 松原　藤好 松宮　保夫

松村　英一 松村　恵造 松村　定則 松本喜代一 松本　伸次 松本　孝博

松本　直久 松本　修明 松本　秀和 松本　政雄 的場　一博 間野　郁夫

丸山　本見 三浦　明彦 三浦　和弘 三浦　啓巳 三上　　隆 三上　光郎

三木　定雄 三木　順子 三木　美幸 三澤　　正 水口　忠彦 水島　　鼎

水谷　幸雄 水富  　侃 水野　勘市 水野　理志 水野　雅裕 水野　義道

水脇　與門 溝口　朝男 溝口　隆英 三谷　享子 三津田有一 南　　重昭

南　　孝明 南　　敏夫 南　　陽子 南田　慶治 皆本　宗史 源　　　徹

箕田　雅彦 御法川紘一 三原恵二郎 三原　興二 宮石　忠雄 宮内　　潔

宮内　秀雄 宮川　盛夫 三宅　興二 三宅　英孝 三宅　由子 宮崎　　眞

宮下　豊勝 宮田　貴章 宮本　一郎 宮本　孝一 宮本　忠博 宮本　真敏

宮脇　  勝 三好　　明 三好　広之 三輪　　恵 美和　武志 三渡隆志(利江)

向井　淳彦 向井　一志 向井　俊博 向井　英夫 向井　陸雄 六人部慶夫



村井　弘司 村井  　博 村尾　俊輔 村尾　岳洋 村岡　正治 村上　　章

村上　栄一 村上　　進 村上　　俊 村上　修長 村上　英紀 村上　允彦

村上　義昭 村岸　恭治 村田　　修 村田　　滋 村田　隆紀 村田　　有

村田　眞弘 村田　紀子 村田　幹生 村松　君雄 村山　秀郎 室園　敏博

室溪　　浩 毛利　　平 毛利　　剛 望月　正嗣 本岡　一隆 元木　一郎

本角　　章 元廣　　理 本柳　　仁 本好　英彌 百北　悦雄 森　　一夫

森　　寛城 森　　幸治 森　修一郎 森　　剛史 森　　武宏 森　　利男

森　　　肇 森　　雅彦 森井　忠弘 森井　隆一 森川　明子 森川　憲一

森川　元嗣 森川　　亮 森口　明彦 森口　雅文 森迫　清貴 森實　弘司

森澤　道明 森重　忠俊 森下　章司 森下　昭三 森下　直也　 森下　禄郎

森田　清治 守田　　毅 森田　松司 森田　孝夫 森田　正明 森田　正直

森田　正博 森田　康之 森竹　智子 森谷　一男 森永　雅世 森西　晃嗣

森橋　俊文 森村　直樹 森本　一成 森本　　隆 森本　尚武 森本安之助

森山　文雄 諸岡修一郎

や 矢ヶ崎善太郎 矢ヶ崎達彦 八木　　哲 八木　輝子 八木　秀敏 薬丸　久男

安井　寛二 安田　　功 安田　泰次 安田  　堯 安田　卓二 安田　寿夫

安田　善行 安田　吉郎 安永　秀計 安原　清巳 安平 　 宏 安松　　豊

安本　泰三 安本　義仁 矢谷　延一 柳川　邦幸 柳田　　希 矢野　英子

矢野  竹男 矢野　忠明 矢部　達也 矢部　仁見 山内　清一 山内　　光

山内　博昭 山雄　健史 山岡　　正 山岡　哲二 山岡　英紀 山岡　亮平

山家　　弘 山縣　義弘　 山角　　盟 山口　　治 山口　克彦 山口　勝美

山口　聡士 山口　重之 山口　潤己 山口　真五 山口　貴広 山口　直也

山口　陽加 山口　昌宏 山口　政光 山崎　文幹 山﨑　克己 山﨑　晃一

山﨑　恒輝 山崎　繁行 山崎　真吾 山崎　真治 山崎　泰正 山崎　孝史

山﨑　　隆 山﨑　隆通　 山崎　達夫 山﨑　　浩 山崎　雅敏 山﨑　実継

山﨑　三和 山下　興亜 山下　晃司 山下　晋三 山下　隆男 山下　　孝

山下　輝雄 山下　吉司 山副　勝行 山田　英二 山田　　悦 山田  一雄

山田　一夫 山田　和志 山田かすみ 山田　浩志 山田　　茂 山田　　徹

山田　八郎 山田　雄祐 山田　　豊 山田　芳之 大和　芳宏 大和谷祐貴

山名　貞夫 山中　寛城 山中　俊一 山根　　勇 山野　敏郎 山村　　聡

山村　雅則 山本　明良 山本　和毅 山元　一正 山本建太郎 山本　策二

山本　貞生 山本佐登美 山本　　隆 山本　拓実 山本知世子 山本　知美

山本　　博 山本　政司 山本　雅敏 山本　幹雄 山本　倫憲 山本　幸夫

山本　芳彦 山本　良光 山本　芳郎 友膳　幸典 行弘　文子 弓削　　治

弓削　克哉 湯佐　國夫 豊　　正剛 弓場　芳治 由利　正充 横江善嗣次

横須賀和男 横瀬　憲治 横山　敦士 横山　武司 吉井　　勉 吉岡　隆夫

吉岡　信治 吉川　　毅 吉川　　徹 吉田　明彦 吉田　育弘 吉田　　修

吉田　健介 吉田　咲子 吉田　成一 芳田　哲也 吉田德之助 吉田直次郎

吉田　進弘 吉田　裕美 吉田　　実 吉田　　基 吉田　靖夫 吉田　陽三

吉仲　　崇 吉野　祐太 吉松　康夫 吉村　輝夫 吉村美津子 吉村　　唯

吉本　昌広 肆矢　健二 米井　大二 米田　　明

ら 梁　　文度 六角　一男

わ 若杉耕一郎 若杉　　隆 若林　信義 若松　玲子 脇田登美司 脇山　　悟

和久　義夫 和田　明紘 和田伸二郎 和田　冨成 和田　　弘 渡辺　厚志



渡邉　恭子 渡邉　盛一 渡辺　敏夫 渡辺　七生 渡辺　　肇 渡邊　英雄

渡邉　秀揮 渡辺　  優 綿貫　正人

匿名希望者　75名

（注）本名簿には、大学基金にご寄附を頂戴しました寄附者の皆様全員のご芳名を掲載してお
りますので、お亡くなりになられた寄附者の方につきましても、ご厚意に対する謝意を表

し掲載させて頂いております。なお、掲載を希望されなかった寄附者の方々につきまして
は、「匿名希望者」として人数を表示しております。


