
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

相川　哲夫　様 愛甲　孝　様 愛甲　秀樹　様

愛甲　隆一　様 相澤　広記　様 相澤　茂　様

相澤　伸広　様 合島　怜央奈　様 相薗　泰生　様

間　厚子　様 相野　憲一　様 相原　恵子　様

相部　仁　様 合六　雅亮　様 阿尾　安泰　様

粟生　修司　様 青木　和子　様 青木　謙二　様

青木　佐知子　様 青木　重仁　様 青木　正二　様

青木　晋　様 青木　孝夫　様 青木　隆宜　様

青木　忠春　様 青木　智佐　様 青木　俊憲　様

青木　知信　様 青木　直之　様 青木　博史　様

青木　正範　様 青木　寧子　様 青木　理恵　様

青木　蓮　様 青島　温子　様 青野　一哉　様

青見　健志　様 青柳　成美　様 青栁　東彦　様

青柳　秀和　様 青栁　未央　様 青柳　泰教　様

青山　三郎　様 赤井　仁志　様 赤池　成昭　様

赤池　義昭　様 赤尾　矢八郎　様 赤木　恵津子　様

赤熊　伸彦　様 赤坂　泰輝　様 赤坂　利幸　様

明石　和夫　様 赤司　浩一　様 明石　信子　様

赤瀬　清　様 縣　和一　様 赤塚　翼　様

赤星　朋比古　様 赤間　陽一　様 赤松　健　様

赤松　秀岳　様 赤松　中　様 赤峰　昭文　様

赤峯　悦生　様 赤峰　和幸　様 赤嶺　勝哉　様

赤嶺　佳子　様 赤嶺　佳美　様 秋貞　勝彦　様

秋重　邦和　様 秋田　直繁　様 秋武　昌平　様

秋武　宏　様 秋月　仁　様 秋月　愼一　様

秋根　江充子　様 秋野　隆仁　様 秋穂　裕唯　様

秋山　和俊　様 秋山　伸一　様 秋山　誠司　様

秋山　陽一　様 秋吉　浩三郎　様 秋吉　千鶴子　様

秋吉　毅　様 秋吉　博之　様 秋吉　廣行　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

明吉　豊　様 芥　一男　様 芥　信公　様

芥川　真也　様 芥川　隆　様 上森　大暉　様

赤穂　達実　様 吾郷　哲朗　様 吾郷　晋浩　様

浅井　武　様 浅井　享　様 浅尾　秀一郎　様

朝木　綾　様 朝隈　真一郎　様 浅田　典明，近藤　卓雄　様

浅田　信乃　様 浅田　彰一　様 浅田　典明　様

朝田　弘子　様 浅田　文子　様 浅野　健治　様

淺野　喬　様 浅野　種正　様 浅野　直人　様

朝野　聖園　様 朝野　泰成　様 浅海　浩　様

浅原　一夫　様 旭　宏史　様 旭　正一　様

朝日　幸光　様 朝廣　和夫　様 浅山　良吉　様

阿志賀　公一　様 芦刈　郁夫　様 芦刈　茂樹　様

芦澤　幸二　様 味志　敏弘　様 芦塚　日出美　様

東　貞良　様 東　トモ子　様 東　富士男　様

麻生　郁子　様 麻生　邦一　様 麻生　賢一　様

麻生　真司　様 麻生　政昭　様 麻生　美希　様

麻生　陽一　様 麻生　龍磨　様 足達　九　様

安達　千波矢　様 足立　尚美　様 足立　飛雄馬　様

安達　正昭　様 足立　宗久　様 足立　義彦　様

ATTRI PANKAJ　様 熱田　生　様 穴井　秀明　様

穴井　元昭　様 穴井　リツ子　様 阿南　洋一　様

穴山　健　様 穴山　彊　様 阿南　敬生　様

阿南　茂啓　様 阿南　静佳　様 阿南　共樹　様

阿南　壽　様 阿南　光政　様 阿比留　久徳　様

安倍　徹　様 阿部　功　様 安部　修武　様

阿部　和哲　様 安部　一紀　様 阿部　和彦　様

阿部　和久　様 安部　くる実　様 阿部　小百合　様

安部　伸治　様 安部　賛　様 阿部　大蔵　様

安部　妙子　様 阿部　立郎　様 阿部　亨　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

阿部　俊大　様 安部　直子　様 安部　昇　様

阿部　英子　様 阿部　博司　様 安倍　博宣　様

安部　マサ子　様 安部　雅弘　様 阿部　雅光　様

阿部　美咲　様 阿部　通夫　様 安部　八洲男　様

安部　康信　様 安部　幸則　様 阿部　弓樹　様

安部　洋一　様 天尾　カオル　様 天ケ瀬　洋正　様

天ケ瀬　慶彦　様 天児　和暢　様 天児　都　様

天﨑　一樹　様 天野　瑛文　様 天野　悦雄　様

天野　聡　様 天野　功　様 天野　裕介　様

天野　律子　様 網田　正治　様 雨宮　直子　様

鮎川　透　様 鮎川　成美　様 鮎川　保則，三恵　様

新井　悦郎　様 新井　伸作　様 荒井　大輔　様

新井　つむぎ　様 新井　治絆　様 新井　杜人　様

新川　和夫　様 荒川　規矩男　様 荒川　健次　様

荒川　将司　様 荒木　一彦　様 荒木　一文　様

荒木　けい子　様 荒木　四男美　様 荒木　勉　様

荒木　利弘　様 荒木　斉　様 荒木　正弘　様

荒木関　由佳　様 荒田　匡訓　様 荒谷　俊治　様

荒殿　誠　様 荒牧　清史　様 荒巻　禎一　様

荒牧　亨　様 荒巻　俊之　様 荒牧　智之　様

荒巻　正宣　様 荒牧　祐司　様 荒屋　亮　様

有浦　泰常　様 有川　節夫　様 有川　哲夫　様

有田　治　様 有田　和也　様 有田　敏　様

有田　眞　様 有田　好之　様 有地　榮一郎　様

有地　淑子　様 有留　照周　様 有永　真也　様

有廣　英明　様 有馬　和彦　様 有馬　誠治　様

有馬　透　様 有馬　政春　様 蟻正　慎介　様

有村　勝彦　様 有村　秀一郎　様 有村　博行　様

有村　優　様 有村　由紀　様 有吉　朝美　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

有吉　孝　様 有吉　忠雄　様 有吉　久子　様

粟田　里織　様 安住　允孝　様 安藤　幸滋　様

安藤　佐知子　様 安藤　眞一　様 安藤　貴文　様

安藤　千恵子　様 安藤　洋志　様 安藤　文英　様

安東　正喜　様 安野　広三　様 阿武　雅子　様

阿武　義人　様 案浦　兼敏　様 案浦　信子　様

井　絵理子　様 李　相穆　様 李　振泰　様

李　明鐘　様 井　隆蔵　様 李　南勳　　様

李　柱　様 飯岡　俊雄　様 飯島　忠彦　様

飯島　昭喜　様 飯田　一生　様 飯田　耕造　様

飯田　真治　様 飯田　規寛　様 飯田　宏　様

飯田　弘　様 飯田　正嘉　様 飯田　三雄　様

飯塚　信智　様 飯野　由里江　様 井浦　清二　様

家入　里志　様 井生　賢一郎　様 井生　佑太郎　様

筏津　豊秋　様 五十嵐　妙子　様 五十嵐　久二　様

井川　宏幸　様 壱岐　宏　様 伊岐　和男　様

五十君　麻里子　様 生田　宏　様 生田　義知　様

井口　健史　様 井口　千春　様 幾度　恭典　様

生野　浩正　様 生野　茅子　様 井倉　則之　様

池内　丈人　様 池上　一平　様 池上　隆　様

池上　徹　様 池上　敏弘　様 池上　智美　様

池上　尚子　様 池上　典昭　様 池上　龍一　様

池上　龍太郎　様 池下　研一郎　様 池田　泉　様

池田　一朝　様 池田　和宏　様 池田　和正　様

池田　勝宏　様 池田　恭二　様 池田　繁隆　様

池田　順一　様 池田　純規　様 池田　靖洋　様

池田　傑　様 池田　隆實　様 池田　肇子　様

池田　東吾　様 池田　徹　様 池田　敏明　様

池田　敏也　様 池田　憲義　様 池田　壽雄　様
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池田　博榮　様 池田　弘　様 池田　弘　様

池田　浩之　様 池田　文雄　様 池田　冨美子　様

池田　史代　様 池田　正春　様 池田　雅行　様

池田　みき　様 池田　美奈子　様 池田　元輝　様

池田　幹久　様 池田　康彦　様 池田　雄祐　様

池田　洋市　様 池田　陽一　様 池田　稜子　様

池谷　勉　様 池永　有希　様 池野　友徳　様

池上　孝雄　様 池上　浩　様 池畑　信義　様

池原　征夫　様 池辺　裕昭　様 池部　正彦　様

池辺　優　様 池末　純一　様 池松　隆敏　様

池松　秀之　様 池見　隆男　様 池見　堯　様

生駒　明　様 生駒　達雄　様 諌山　久義　様

伊澤　敏　様 井澤　元博　様 石井　昭夫　様

石井　明　様 石井　英七　様 石井　潔　様

石井　啓太郎　様 石井　宏治　様 石井　大輔　様

石井　哲朗　様 石井　輝道　様 石井　徹　様

石井　淑郎　様 石井　春栄　様 石井　寛　様

石井　浩之　様 石井　正徳　様 石井　将　様

石井　靖男　様 石井　洋一　様 石岡　久和　様

石神　康生　様 石神　俊徳　様 石川　仁士　様

石河　勲　様 石川　巌　様 石川　和彦　様

石川　勝美　様 石川　邦夫　様 石川　敬一　様

石川　慶悟　様 石川　隼也　様 石川　俊男　様

石川　利一　様 石川　朝海　様 石川　尚承　様

石川　浩資　様 石川　真由美　様 石川　麿利子　様

石坂　伊左郎　様 石﨑　文彬　様 石崎　惠治　様

石崎　知樹　様 石澤　博子　様 石田　明子　様

石田　明彦　様 石田　航太郎　様 石田　凖一　様

石田　泰蔵　様 石田　健　様 石田　照佳　様
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石田　寿典　様 石田　朋子　様 石田　知行　様

石田　光　様 石田　真也　様 石田　三千世　様

石田　嘉彦　様 石津　和弥　様 石津　汪　様

石堂　隆憲　様 石中　富雄　様 石灘　淳子　様

石野　園子　様 石野　良純　様 石橋　啓介　様

石橋　彰　様 石橋　公　様 石橋　一美　様

石橋　清根　様 石橋　照三　様 石橋　愼一郎　様

石橋　俊雄　様 石橋　浩　様 石橋　大海　様

石橋　正樹　様 石橋　勝　様 石橋　美恵子　様

石橋　康弘　様 石橋　裕一　様 石橋　由紀子　様

石橋　由美子　様 石橋　洋平　様 石橋　慶孝　様

石橋　善博　様 石橋　和三　様 石橋　渡　様

石畠　英昭　様 石原　あゆみ　様 石原　文也　様

石原　昌清　様 石原　基一　様 石松　眞司　様

石松　博史　様 石丸　千秋　様 石丸　稔基　様

石丸　尚之　様 石丸　美沙　様 石村　桜子　様

石村　徳彦　様 石村　満紀子　様 石村　匡崇　様

石山　忠幸　様 石山　菜穂　様 伊集院　統　様

伊豆　進　様 泉谷　洋子　様 出野　守　様

泉　薫　様 泉　潤一　様 泉　信道　様

泉　正憲　様 泉　泰則　様 伊瀬知　滋義　様

五十川　潔　様 磯田　和生　様 磯谷　嘉宏　様

五十部　誠一郎　　様 磯部　敏幸　様 磯部　紀子　様

礒辺　博　様 磯部　弘志　様 磯辺　量子　様

磯村　富也　様 磯谷　俊文　様 礒脇　洋介　様

井田　守　様 板垣　奈穂　様 板崎　光成　様

板澤　靖男　様 板野　光純　様 板橋　義三　様

板村　寛司　様 板谷　禎男　様 市川　節造　様

市川　博美　様 市川　雄一　様 市川　喜男　様
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一木　和人　様 一木　光太郎　様 市来　嗣朗　様

市來　俊弘　様 一木　正男　様 市來　雅伸　様

一木　正彦　様 一木　義治　様 市口　博義　様

市瀬　洋子　様 一冨　光生　様 一瀬　歩　様

一ノ瀬　秋久　様 一瀬　博文　様 一ノ瀬　穂積　様

一法師　本治　様 市丸　英二　様 市丸　喜一郎　様

一宮　仁　様 市山　郁生　様 市吉　登美一　様

井手　英嗣　様 井手　一敏　様 井手　拳臣　様

井手　丞　様 井手　貴史　様 井手　靖雄　様

井手口　忠光　様 出口　喜也　様 出田　収　様

出光　一哉　様 怡土　信一　様 糸井　龍一　様

伊藤　生暁　様 伊藤　彬　様 伊藤　薫　様

伊藤　亀太郎　様 伊藤　寛　様 伊藤　京子　様

伊藤　潔　様 伊藤　健一　様 伊藤　健一　様

伊東　健治　様 伊東　浩平　様 伊藤　早苗　様

伊藤　早苗　様 伊藤　早苗　様 伊東　茂壽　様

伊藤　純子　様 伊藤　昌司　様 伊藤　昭六　様

伊藤　慎一郎　様 伊藤　晋　様 伊藤　純江　様

伊藤　整一　様 伊東　孝通　様 伊藤　肇躬　様

伊藤　務　様 伊東　照洋　様 伊藤　敏男　様

伊藤　俊光　様 伊藤　暢裕　様 伊藤　光　様

伊藤　久　様 伊藤　博夫　様 伊藤　普　様

伊藤　浩史　様 伊東　裕幸　様 伊東　信　様

伊藤　雅人　様 伊藤　正敏　様 伊東　正博　様

伊藤　正己　様 伊藤　美千代　様 伊藤　元業　様

伊東　靖夫　様 伊東　祐之　様 伊藤　洋二　様

伊藤　芳雄　様 伊藤　美子　様 伊藤　喜之　様

井戸川　輝喜　様 井戸川　倫子　様 糸瀬　永　様

糸満　盛憲　様 糸山　彰子　様 稲石　鍈之　様
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稲員　恒子　様 稲田　明美　様 稲田　憲治　様

稲田　修一　様 稲田　潤　様 稲津　孝子　様

稲津　孝彦　様 稲永　純二　様 稲葉　誠治　様

稲葉　拓巳　様 伊波　恒雄　様 稲光　毅　様

稲光　哲明　様 稲光　まゆみ　様 稲村　孝紀　様

稲森　美香子　様 稲吉　泰弘　様 乾　由紀彦　様

犬尾　貞文　様 犬尾　博治　様 稲生　哲治　様

井上　英二　様 井上　薫　様 井上　和憲　様

井上　和秀　様 井上　勝裕　様 井上　清　様

井上　元　様 井上　賢一　様 井上　健一　様

井上　健一　様 井上　謙次郎　様 井上　賢太郎　様

井上　研太郎　様 井上　光平　様 井上　智美　様

井上　茂之　様 井上　繁　様 井上　修平　様

井上　修平　様 井之上　凖　様 井上　俊二　様

井上　慎太郎　様 井上　宜裕　様 井上　高光　様

井上　健　様 井上　強　様 井上　鉄哉　様

井上　透　様 井上　俊和　様 井上　俊弘　様

井ﾉ上　俊哉　様 井上　俊幸　様 井上　敏郎　様

井上　朝雄　様 井上　憲一　様 井上　紀子　様

井上　寿子　様 井上　宏夫　様 井上　博　様

井上　仁人　様 井上　裕文　様 井上　博雅　様

井上　紘之　様 井上　雅裕　様 井上　眞理　様

井上　三樹子　様 井上　孔男　様 井上　光世　様

井上　弥生　様 井上　洋子　様 井上　嘉・　様

井上　善則　様 井上　善仁　様 井上　隆司　様

猪口　篤志　様 井口　潔　様 猪口　哲夫　様

井口　知之　様 井ノ坂　泰生　様 井ノ坂　陽子　様

猪島　一朗　様 猪股　晶子　様 猪俣　孟　様

猪俣　靖子　様 井原　公輔　様 井原　惠子　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

井原　健二　様 井原　高志　様 伊原　久裕　様

伊原　浩子　様 指宿　安広　様 今井　亮　様

今井　忠俊　様 今井　文紀　様 今井　眞澄　様

今泉　勝己　様 今泉　俊佑　様 今浦　昭　様

今川　英二　様 今木　裕幸　様 今木　隆滋　様

今坂　智子　様 今里　悟之　様 今澤　良精　様

今園　髙徳　様 今田　信男　様 今田　信良　様

今津　秀紀　様 今津　幸雄　様 今冨　宏祐　様

今冨　悠　様 今永　一成　様 今長谷　潔　様

今丸　碩志　様 今村　純忠　様 今村　兼治　様

今村　史朗　様 今村　太紀　様 今村　隆　様

今村　英夫　様 今村　文雄　様 今村　正明　様

今村　雄吉　様 今若　亨　様 今脇　資郎　様

井村　久史　様 井本　泰治　様 井本　剛司　様

井本　浩之　様 井山　寿博　様 猪山　英徳　様

猪山　淑子　様 伊與田　清美　様 弥永　邦夫　様

苛原　真也　様 入江　巖　様 いりえ　ちよ　様

入江　敏弘　様 入江　秀晃　様 入江　正洋　様

入江　善文　様 入江　亮一　様 入口　勇　様

入口　美恵　様 入田　和男　様 入部　智誠　様

入部　英明　様 伊礼　亮　様 岩井　信次　様

岩井　成利　様 岩井　久　様 岩泉　智子　様

岩男　徹治　様 岩尾　祐喜子　様 巌　隆吉　様

岩城　哲雄　様 岩城　徹　様 岩城　理恵　様

岩切　劭　様 岩切　真砂子　様 巌佐　庸　様

岩﨑　龍矢　様 岩崎　成敏　様 岩崎　宏　様

岩崎　正平　様 岩﨑　めい子　様 岩崎　淑子　様

岩﨑　良弘　様 岩下　五夫　様 岩下　賢一　様

岩下　武智　様 岩下　透　様 岩下　久子　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

岩下　宏　様 岩下　未咲　様 岩下　祐子　様

岩下　洋一　様 岩代　彦勝　様 岩瀬　篤子　様

岩田　阿佐美　様 岩田　和也　様 岩田　健治　様

岩田　康　様 岩谷　良則　様 岩垂　正宏　様

岩附　由加里　様 岩坪　暎二　様 岩永　宏平　様

岩永　知秋　様 岩永　亮子　様 岩成　正義　様

岩町　功　様 岩見　貴弘　様 岩水　寿教　様

岩宮　眞一郎　様 岩村　和彦　様 岩本　桂　様

岩本　公一　様 岩本　純子　様 岩本　忠光　様

岩本　英樹　様 岩元　英隆　様 岩本　昌子　様

岩本　光治　様 岩元　睦夫　様 岩本　幸英　様

岩本　和香子　様 岩森　巨樹　様 岩森　秀樹　様

岩谷　友子　様 岩山　ひとみ　様 因　信吾　様

因　健夫　様 印具　毅雄　様 故　隠田　壽　様

印藤　亜純　様 犬童　淳一郎　様 鵜池　直邦　様

上岡　省二　様 上岡　陽亮　様 上岡　玲子　様

植木　慈　様 植木　慎悟　様 植木　雅俊　様

植木　幸子　様 上﨑　典雄　様 上里　彩笑　様

植下　周治　様 上杉　志朗　様 上杉　みさ　様

上園　慶子　様 上薗　慎一　様 上園　次生　様

上田　章　様 上田　一雄　様 上田　國廣　様

上田　慶太　様 植田　浩司　様 上田　純二　様

Rtn Junya Ueda　様 植田　信廣　様 上田　はるみ　様

上田　真樹　様 上田　将嗣　様 上田　勝　様

上田　満　様 上田　三菜帆　様 上田　幸弘　様

上田　隆一　様 植月　俊光　様 植月　典久　様

上中　和生　様 上野　亜弥乃　様 上野　恵美子　様

上野　修　様 上野　公俊　様 上野　仁敬　様

上野　賢二　様 上野　照剛　様 上野　照剛，温子　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

上野　慎一　様 上野　丘恵　様 上野　高敏　様

上野　隆義　様 上野　俊幸　様 上野　温子　様

上野　秀之　様 上野　仁　様 上野　雅正　様

上野　道雄　様 上野　至大　様 上野　嘉隆　様

上野　龍一　様 上野　玲子　様 上畑　智美　様

上原　啓志　様 上原　範久　様 上間　直樹　様

植松　一男　様 植松　祐輝　様 上村　卓司　様

上村　卓也　様 上村　忠史　様 上山　あゆみ　様

植山　耕二　様 上山　佳彦　様 翁　林　様

宇加治　清信　様 宇草　太一　様 宇佐見　正剛　様

牛草　健　様 牛島　和夫　様 牛島　賢一　様

牛島　定信　様 牛島　大助　様 牛島　正美　様

牛島　幸雄　様 牛房　良嗣　様 後　信　様

後濱　信昭　様 臼井　昭則　様 臼井　真　様

内空閑　三郎　様 内田　利広　様 内田　栄二　様

内田　一徳　様 内田　欣吾　様 内田　諭　様

内田　詩乃　様 内田　宗志　様 内田　孝紀　様

内田　達也　様 内田　奉典　様 内田　直子　様

内田　浩充　様 内田　愃于　様 内田　泰　様

内田（服部）　百合子　様 内田　百合子　様 内野　徹　様

内野　文弘　様 内丸　琢也　様 打道　美和　様

内村　英幸　様 内村　優太　様 内村　好美　様

内本　光亮　様 内屋　安隆　様 内山　明彦　様

内山　章　様 内山　誠　様 内山　幸彦　様

宇都宮　かおり　様 宇都宮　浩司　様 内海　泰弘　様

宇津宮　孝一　様 宇土　行正　様 有働　幸弘　様

畦森　雅子　様 鵜野　伊津志　様 鵜木　元香　様

鵜木　陽子　様 梅井　利彦　様 梅木　岩雄　様

梅木　勢司　様 梅木　孝範　様 梅崎　明子　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

梅嵜　貴史　様 梅崎　敬夫　様 梅末　正芳　様

梅田　はるみ　様 梅田　裕介　様 梅田　和子　様

梅田　慎治　様 梅田　則之　様 梅田　文夫　様

梅田　瑞恵　様 梅津　威雄　様 梅津　由理　様

梅野　一男　様 梅野　和俊　様 梅野　克哉　様

梅野　茂　様 梅野　淳嗣　様 梅野　美一　様

梅村　創　様 浦　耕司　様 浦川　貴司　様

浦川　忠繁　様 浦田　恵子　様 浦田　啓司郎　様

浦田　健二　様 浦田　耕作　様 浦田　照　様

浦野　良明　様 浦野　隆太郎　様 占部　宏美　様

占部　正義　様 卜部　優希　様 占部　美子　様

浦部　由利　様 瓜生　恵美子　様 宇和川　正人　様

上床　義人　様 上部　証司　様 江頭　明典　様

江頭　和彦　様 江頭　省吾　様 江頭　康雄　様

江頭　有三　様 江頭　芳樹　様 江上　華代　様

江上　史郎　様 江上　雄作　様 江川　寛　様

江川　弘之　様 江川　力平　様 江木　保伸　様

江口　和也　様 江口　一弥　様 江口　正司　様

江口　大彦　様 江口　哲也　様 江口　徹　様

江口　登美雄　様 江口　直文　様 江口　伸幸　様

江口　美和　様 江崎　一子　様 江﨑　大輔　様

江﨑　泰斗　様 江﨑　典宏　様 江﨑　浩夫　様

江崎　恵美　様 江島　淳子　様 江島　和男　様

江島　香代子　様 江島　紀代子　様 江島　輝彦　様

江島　將高　様 江嶋　宥依子　様 衛藤　英一　様

衛藤　英二　様 衞藤　和彦　様 江藤　和実　様

江藤　順　様 衞藤　蒸二　様 江藤　壮志　様

衛藤　威臣　様 江藤　猛　様 江藤　ただ子　様

江藤　胤尚　様 衛藤　徹也　様 江藤　正俊　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

衛藤　政浩　様 江藤　正義　様 榎木　勉　様

榎下　喜人　様 榎本　雅夫　様 江原　理郎　様

江原　亨　様 海老井　悦子　様 蛯谷　文一　様

胡　光　様 江森　節子　様 繪柳　玲子　様

江山　龍冴　様 惠良　宏　様 ELJAMAL OSAMA　様

遠城寺　宗近　様 遠藤　和也　様 遠藤　旭　様

遠藤　歩　様 遠藤　有人　様 遠藤　出　様

及川　晶弘　様 尾池　康暢　様 王　志剛　様

王　昭鴻　様 王　胖胖　様 王　文寿　様

逢坂　充　様 王寺　常雄　様 黄田　國義　様

王丸　鴻一　様 大井　尚行　様 大石　浩三　様

大石　剛毅　様 大石　武　様 大石　年秀　様

大石　弘之　様 大石　眞　様 大石　正道　様

大石　真理子　様 大石　雄三　様 大岩　俊夫　様

大内　伸夫　様 大内田　知英　様 大内田　理一　様

大江　浩　様 大江　正和　様 大栄　正俊　様

大江　泰代　様 大岡　隆　様 大岡　稔和　様

大賀　正一　様 大賀　誠治　様 大賀　丈史　様

大神　智春　様 大賀　利雄　様 大賀　信之　様

大兼　剛　様 大金　浩　様 大神　正一郎　様

大神　愼一郎　様 大神　哲明　様 大神　正俊　様

大神　昌憲　様 大神　美代子　様 大川　達輝　様

大川　浩史　様 大川内　秀幸　様 大川内　明子　様

大川畑　勝也　様 大木　和宏　様 大木　研一　様

大城　晃一　様 大木　俊光　様 大喜　雅文　様

大城　欣彦　様 大城戸　政行　様 大草　孝介　様

大串　和紀　様 大串　圭規　様 大楠　雅弘　様

大久保　明　様 大久保　健一　様 大久保　丞　様

大久保　亨　様 大久保　英雄　様 大久保　等　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ あ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

大久保　博　様 大熊　崇文　様 大隈　俊明　様

大隈　まり　様 大熊　幹章　様 大郷　恭三　様

大河内　豊　様 大坂　祐里佳　様 大﨑　光彦　様

大下　賢龍　様 大島　彰　様 大嶌　栄三　様

大島　一夫　様 大島　一寛　様 大嶋　一元　様

大嶋　孝志　様 大島　忠郁　様 大島　久雄　様

大嶋　允　様 大島　道雄　様 大島　康史　様

大島　侑記　様 大嶋　雄治　様 大島　順子　様

大城　恵子　様 大城　武　様 大城　武久　様

大薄　悟　様 大杉　正樹　様 大杉　真聖　様

大関　悟　様 大薗　巖　様 大田　明登　様

大田　朗　様 大田　修司　様 太田　進　様

太田　孝彦　様 太田　武人　様 太田　辰夫　様

太田　俊樹　様 太田　敏郎　様 太田　英明　様

大田　雅巳　様 太田　正之　様 太田　茉莉子　様

太田　道雄　様 太田　光義　様 大田　宗保　様

太田　康治　様 太田　純明　様 太田　良紀　様

太田　良實　様 太田　善郎　様 大田　隆司　様

大高　裕子　様 大滝　徹　様 大瀧　倫卓　様

大宅　号帥　様 大田黒　光　様 大谷　次郎　様

大谷　恒雄　様 大谷　知子　様 大谷　速人　様

大谷　弘行　様 大多和　泰憲　様 大津　勝也　様

大津　隆　様 大塚　一基　様 大塚　一史　様

大塚　喜八郎　様 大塚　研治　様 大塚　毅　様

大塚　哲平　様 大塚　輝久　様 大塚　俊裕　様

大塚　久子　様 大塚　秀勇　様 大塚　正秋　様

大槻　恭一　様 大槻　浩二　様 大槻　由美子　様

大坪　昭裕　様 大坪　孝二　様 大坪　久子　様

大坪　政美　様 大坪　嘉文　様 大津山　泰　様
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大音　智惠　様 大土井　政臣　様 大友　信也　様

大中　佳三　様 大西　駿祐　様 大西　徳幸　様

大西　正枝　様 大西　義昭　様 大西　克和　様

大西　克成　様 大貫　秀男　様 大野　絵梨　様

大野　綾香　様 大野　郁治　様 大野　薫子　様

大野　智子　様 大野　真司　様 大野　素徳　様

大野　康秀　様 大野　裕　様 大野　吉輝　様

大野　亮三　様 大庭　幸子　様 大羽　武　様

大庭　紀文　様 大庭　半次　様 大庭　英範，裕佳　様

大橋　和彦　様 大橋　武史　様 大橋　弘範　様

大原　規行　様 大原　寛信　様 大部　一成　様

大部　大明　様 大淵　達郎　様 大穂　明　様

大星　博明　様 大町　浩二　様 大町　徹　様

巨海　玄道　様 大溝　法孝　様 大道　武生　様

大村　第一郎　様 大村　勝郎　様 大村　啓一　様

大村　桂子　様 大村　重男　様 大村　隆夫　様

大村　裕　様 大森　圭吾　様 大森　康平　様

大森　春代　様 大森　由香里　様 大宅　一平　様

大家　光太郎　様 大屋　幸男　様 大宅　里美　様

大屋　冨久代　様 大家　理哉　様 大八木　保政　様

大屋敷　薫　様 大藪　和子　様 大薮　亮平　様

大山　威　様 大山　浩恵　様 大山　順子　様

岡　暁子　様 岡　健太郎　様 岡　幸江　様

岡　孝和　様 岡　知佐子　様 岡　知史　様

岡　直剛　様 岡　直幸　様 岡　秀雄　様

岡　秀樹　様 岡　政德　様 岡　増一郎　様

岡　三徳　様 岡﨑　篤　様 岡崎　賢　様

岡﨑　晴輝　様 岡崎　威生　様 岡﨑　辰男　様

岡崎　通　様 岡﨑　正道　様 小笠原　弘幸　様
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緒方　一夫　様 緒方　一樹　様

緒方　寛治　様 岡田　健一　様

岡田　耕吉　様 岡田　重人　様

尾形　慎一　様 緒方　末弘　様

緒方　靖哉　様 岡田　宗子　様

緒形　隆司　様 岡田　千恵美　様

緒方　強　様 岡田　鉄太　様

岡田　利子　様 岡田　成人　様

岡田　宏基　様 緒方　宏信　様

緒方　正嗣　様 岡田　正義　様

緒方　摩美子　様 岡田　靖　様

尾方　洋介　様 緒方　能高　様

岡留　健一郎　様 岡野　洋一　様

岡藤　利男　様 岡部　泉　様

岡部　繁康　様 岡部　眞一郎　様

岡部　孝幸　様 岡部　卓朗　様

岡部　直樹　様 岡部　正美　様

尾守　弘充　様 岡村　和俊　様

岡村　建　様 岡村　純　様

岡村　健　様 岡村　智樹　様

岡村　則章　様 岡村　稔　様

尾亀　洋　様 岡本　育久　様

岡本　和美　様 岡本　京子　様

岡本　憲治　様 岡本　茂　様

岡本　寿美子　様 岡本　健　様

岡本　成道　様 岡本　均　様

岡本　正宏　様 岡本　正博　様

岡本　麻由　様 岡本　百正　様

岡嶋　・ 一郎　様

緒方　胤浩　様

緒方　謙一　様

緒方　俊一郎　様

緒方　正剛　様

岡田　隆雄　様

尾形　千恵美　様

緒方　哲朗　様

緒方　信亮　様

緒方　富士雄　様

緒方　正義　様

岡田　裕二　様

緒方　佳幸　様

岡野　吉純　様

岡部　幸司　様

岡部　崇人　様

岡部　龍亀　様

岡部　安三　様

岡村　和則　様

岡村　孝　様

岡村　宣和　様

岡村　穣　様

岡本　歌織　様

岡本　敬司　様

岡本　慎治　様

岡本　龍郎　様

岡本　弘　様

岡本　昌泰　様

岡本　喜雄　様 岡本　龍治　様 岡元　裕子　様
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岡安　崇史　様 岡山　昌弘　様 小川　栄次　様

小川　清　様 小川　光一　様 小川　滋　様

小河　誠司　様 小川　隆　様 小川　尚洋　様

小川　民夫　様 小川　禎一郎　様 小川　利晴　様

小川　知子　様 小川　壽　様 小川　秀朗　様

小川　真理子　様 小川　芳明　様 小川　隆一　様

沖　英次　様 沖　輝久　様 沖　弘道　様

沖野　望　様 荻野　洋一郎　様 沖部　奈緒子　様

荻本　浩一　様 荻本　多津生　様 屋　宏典　様

奥江　章　様 小串　俊雄　様 奥島　一洋　様

奥田　誠也　様 奥田　隆司　様 奥田　勉　様

奥平　一文　様 奥平　洋巳　様 小口　恵司　様

奥永　剛士　様 小熊　佑実　様 奥村　惠一郎　様

奥村　大吉郎　様 奥村　恂　様 奥村　幸夫　様

奥山　稔朗　様 小倉　馨　様 小椋　剛　様

小倉　良敏　様 小黒　康正　様 尾郷　智格　様

尾﨑　彰則　様 尾崎　明仁　様 尾﨑　徹　様

尾崎　浩己　様 尾﨑　萌香　様 尾崎　行生　様

尾崎　伶　様 尾笹　滋之　様 筬島　克裕　様

長田　憲子　様 小山内　康人　様 納　壽一郎　様

納　光弘　様 小澤　政夫　様 押小路　忠昭　様

忍田　和也　様 尾下　真樹　様 小代　哲也　様

小代　文明　様 尾関　勉　様 尾添　嘉久　様

小田　逸子　様 小田　克己　様 小田　諭　様

小田　善次郎　様 小田　惣一朗　様 小田　圭美　様

小田　禎一　様 小田　望　様 小田　尚伸　様

小田　紘　様 小田　康義　様 小田　由美　様

織田　洋輔　様 小田　義直　様 小田　遼史　様

小田島　眞千枝　様 小田代　敬太　様 小田原　孝治　様
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小田原　真　様 小田部　エドモンド荘司　様 小田部　荘司　様

越智　一男　様 落合　秀明　様 落合　英俊　様

落合　広樹　様 落合　啓之　様 尾辻　豊　様

乙成　淳　様 鬼木　昭夫　様 鬼木　信乃夫　様

鬼木　千尋　様 鬼倉　徳雄　様 鬼塚　いづみ　様

鬼塚　活人　様 鬼塚　聖也　様 鬼塚　英雄　様

鬼塚　博　様 鬼村　晃太郎　様 鬼村　智子　様

小野　厚志　様 小野　和也　様 小野　喜美子　様

小野　久美子　様 小野　賢一　様 小野　浩二　様

小野　三郎　様 小野　晋次郎　様 小野　信輔　様

小野　晋　様 小野　武夫　様 小野　哲男　様

小野　哲男　様 小野　俊彦　様 小野　久子　様

小野　宏子　様 小野　廣隆　様 小野　文靖　様

小野　雅司　様 小野　雅史　様 小野　亨雄　様

小野　美津子　様 小野田　明彦　様 小野田　和雄　様

小野田　由美子　様 小野寺　隆平　様 小野山　洋平　様

尾畑　哲史　様 小幡　省三　様 尾畑　秀明　様

御幡　友里子　様 尾畑　仁秀　様 尾花　孝志　様

小原　篤夫　様 小原　裕子　様 於保　恵美　様

於保　孝彦　様 尾前　賢二　様 尾前　照雄　様

尾本　千津子　様 小山　英治　様 尾山　和敬　様

小山　久美　様 小山　千枝　様 小山田　恵美　様

小山田　莉緒　様 折田　恒夫　様 折本　聡　様

隠塚　晴美　様




