
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ は 行）個人（ （2022年05月31日現在）

賀　文君　様 葉石　晃　様 羽賀　篤信　様

芳賀　敏　様 芳賀　陽平　様 萩尾　七夫　様

萩原　博嗣　様 萩原　麻衣子　様 萩原　和　様

萩原　綱一　様 萩原　純孝　様 萩原　陽子　様

萩原　黎弥　様 朴　寬善　様 朴　相範　様

鄭　允榮　様 朴　成培　様 朴　鐘烈　様

朴　友博　様 朴　鍾瑩　様 箱島　信一　様

箱田　篤子　様 箱田　直子　様 間　健一　様

波左間　清司　様 土師　克己　様 橋口　勇　様

橋口　悦子　様 橋口　公一　様 橋迫　美貴子　様

橋詰　謙　様 橋詰　隆志　様 橋爪　誠　様

橋爪　誠　様 橋永　文男　様 橋村　三郎　様

橋本　勇　様 橋本　和人　様 橋本　喜一　様

橋本　喜次郎　様 橋本　恭典　様 橋本　健一　様

橋本　謙治　様 橋本　純夫　様 橋本　隆　様

橋本　哲司　様 橋本　哲治　様 橋本　智幸　様

橋本　典明　様 橋本　洋喜　様 橋本　博子　様

橋本　洋　様 橋本　浩　様 橋本　擴　様

橋本　文博　様 橋本　正明　様 橋本　雅晴　様

橋本　光紀　様 橋元　良二　様 蓮井　智道　様

蓮尾　隆一　様 蓮田　晶一　様 蓮田　尚　様

長谷　潮　様 長谷　信吾　様 長谷川　栄光子　様

長谷川　敬　様 長谷川　清二　様 長谷川　大学　様

長谷川　貴和　様 長谷川　春雄　様 長谷川　裕一　様

長谷川　博史　様 長谷川　弘　様 長谷川　保宏　様

羽田　和彦　様 羽田　浩一　様 波多　聰　様

秦　周平　様 秦　稔彦　様 波夛　伴和　様

秦　憲明　様 畑　昌幸　様 秦　幸美　様

波多江　直之　様 波多江　正和　様 波多江 孝（周船寺校区自治
協議会）　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ は 行）個人（ （2022年05月31日現在）

畠田　晃子　様 畠山　和久　様 畠山　重孝　様

畠山　智充　様 畑島　健介　様 畠中　新二郎　様

畑中　知宏　様 波多野　昌二　様 羽田野　節夫　様

羽田野　大樹　様 畑野　陵　様 畑邊　浩子　様

畑山　朋美　様 畠山　昌憲　様 蜂須賀　正　様

蜂須賀　徹　様 蜂須賀　正光　様 初井　貞子　様

初井　敏英　様 八田　博之　様 服部　淳　様

服部　宏也　様 服部　栞　様 服部　進　様

服部　正　様 服部　艶子　様 服部　久枝　様

服部　励治　様 花井　泰三　様 花川　真一　様

花澤　重正　様 花田　朱美　様 花田　伸一　様

花田　俊也　様 花田　利郎　様 花田　知行　様

花村　哲郎　様 花山　一雄　様 塙　秀二　様

羽野　和信　様 羽野　暁　様 馬場　潔　様

馬場　浩輔　様 馬場　崇　様 馬場　憲雄　様

馬場　洋子　様 馬場　秀夫　様 馬場　由貴子　様

馬場　与志子　様 馬場　義彦　様 濵井　敏　様

濵井　嘉和　様 濱岡　範光　様 浜崎　修　様

濵﨑　修一　様 濵﨑　正子　様 濵﨑　将弘　様

濱﨑　義高　様 濱澤　篤優　様 浜島　克朗　様

濵嶋　博昭　様 濱島　　様 濵小路　正俊　様

濱田　達海　様 濱田　茂仁　様 濱田　繁　様

濱田　孝　様 濵田　建男　様 濵田　悌二　様

濱田　浩幸　様 濱田　盛承　様 濱田　雄史　様

濵田　義次　様 浜地　和夫　様 濵地　貴文　様

濵地　正浩　様 浜地　みどり　様 濵地　実（元岡校区自治協議
会）　様

浜地　頼光　様 濵中　和史　様 濱中　健　様

濵中　智　様 濱中　大介　様 浜中　尊守　様

濱中　武　様 浜中　保男　様 濱野　晃正　様
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◆ は 行）個人（ （2022年05月31日現在）

濱野　さゆり　様 濱野　良彦　様 浜辺　智　様

浜辺　伸子　様 濵松　貴志　様 濱松　尚　様

浜村　数子　様 濱村　剛　様 濱村　奈津子　様

濱本　邦洋　様 濵本　慶二郎　様 羽矢　勝美　様

羽矢　美奈子　様 早川　滉　様 早川　勝彦　様

早川　悟　様 早川　亨　様 早木　郁人　様

早崎　治明　様 林　和明　様 林　希一郎　様

林　研　様 林　晧　様 林　浩平　様

林　純　様 林　大輔　様 林　隆元　様

林　親則　様 林　俊行　様 林　英明　様

林　博敏　様 林　風磨　様 林　瑞雄　様

林　靖生　様 林　安德　様 林　陽一郎　様

林　吉夫　様 林　慶和　様 林　嘉信　様

林　良憲　様 林田　一洋　様 林田　周三　様

林田　崇　様 林田　卓也　様 林田　憲昌　様

林田　道弥　様 林原　泰子　様 早田　武　様

早田　富久子　様 早田　凌　様 早野　颯汰　様

早野　裕文　様 早渕　研一　様 早船　正夫　様

葉山　晴之　様 早水　政宏　様 原　朗　様

原　淳　様 原　一広　様 原　和寛　様

原　弘陽　様 原　茂子　様 原　重充　様

原　祥子　様 原　史六　様 原　紳次郎　様

原　喬　様 原　敬　様 原　寿郎　様

原　信之　様 原　秀紀　様 原　寛　様

原　広美　様 原　房雄　様 原　雅則　様

原　美菜子　様 原　安生　様 原　安宏　様

原　泰寛　様 原　祐一　様 原　裕介　様

原　宜興　様 原　佳宏　様 原井　正　様

原川　篤　様 原口　晃　様 原口　和也　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ は 行）個人（ （2022年05月31日現在）

原口　健二郎　様 原口　庄塑　様 原口　孝俊　様

原口　保太郎　様 原澤　泰比古　様 原田　康徳　様

原田　浩明　様 原田　一郎　様 原田　悦子　様

原田　佳枝　様 原田　清　様 原田　健一　様

原田　源吾　様 原田　浩一　様 原田　幸次　様

原田　尚徳　様 原田　武雄　様 原田　猛　様

原田　達也　様 原田　哲也　様 原田　輝彦　様

原田　朋子　様 原田　信久　様 原田　昇　様

原田　則子　様 原田　一　様 原田　大樹　様

原田　博子　様 原田　裕子　様 原田　文樹　様

原田　正史　様 原田　美智穂　様 原田　実根　様

原田　康生　様 原田　裕　様 原田　裕　様

原田　礼子　様 原武　哲　様 原野　裕司　様

原野　綾子　様 原野　啓二　様 服藤　憲司　様

原槙　孝志　様 原村　久恵　様 針貝　邦生　様

針崎　康太　様 播本　憲史　様 春田　方子　様

春田　徹　様 春本　武男　様 春山　直人　様

春山　康久　様 韓　成珍　様 番　大智　様

韓　秉柱　様 半澤　雄太　様 半田　純雄　様

半田　俊哉　様 半田　英彦　様 半田　陽子　様

萬代　幸子　様 萬代　徹　様 板東　良明　様

番場　理恵　様 日浦　敬祐　様 稗田　慶子　様

日置　明　様 日置　保次　様 比嘉　照夫　様

比嘉　良太　様 檜垣　宗一郎　様 檜垣　俊夫　様

檜垣　祐香　様 東　隆治　様 東　国男　様

東　敬　様 東　孝寛　様 東　貴寛　様

東　忠節　様 東　輝寿　様 東　登志夫　様

東　敏信　様 東　みどり子　様 東　泰宏　様

東　豊　様 東　ゆみ　様 東　陽子　様
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◆ は 行）個人（ （2022年05月31日現在）

東　隆介　様 東川　甲平　様 東迫　旦洋　様

東島　彰　様 東田　佳織　様 東田　賢二　様

東田　善治　様 東出　公一郎　様 東野　琢也　様

曳野　俊治　様 引野　良二　様 樋口　賀一郎　様

樋口　一也　様 樋口　勝彦　様 樋口　敬太　様

樋口　重和　様 樋口　昭一郎　様 樋口　泰資　様

樋口　珠美　様 樋口　雅則　様 樋口　元信　様

樋口　裕一郎　様 樋口　裕次郎　様 樋口　勝規　様

樋口　義則　様 樋口　隆一　様 日隈　康喜　様

久枝　良雄　様 久岡　利一　様 久門　尚史　様

久田　三和子　様 久田　裕史　様 久田　義則・由紀子　様

久永　一郎　様 久野　玲　様 久野　恭子　様

久野　孝子　様 久野　豊美　様 久納　隆一　様

久光　理　様 久村　正也　様 肱岡　邦明　様

肱岡　亮羽　様 菱田　基和代　様 日高　修　様

日高　勝美　様 日高　圭介　様 日高　潤二　様

日高　照幸　様 日髙　達　様 日高　智美　様

日髙　信子　様 日高　啓　様 日高　雅章　様

日髙　正昭　様 日髙　三喜夫　様 日髙　美優　様

日髙　雄一　様 日高　好男　様 日髙　嘉郎　様

一ツ松　功　様 一柳　あゆみ　様 日野　建一　様

日野　俊二　様 日野　伸一　様 日野　真里　様

日野　佳弘　様 檜室　清香　様 百武　洸秋　様

百武　誠　様 肥山　英治　様 兵頭　恵生　様

兵働　貞夫　様 平井　浩二　様 平井　正剛　様

平井　康之　様 平井　良昌　様 平石　満　様

平岩　明彦　様 平岡　公章　様 平岡　豊　様

平岡　尚道　様 平岡　まち子　様 平岡　義宏　様

平方　恵理子　様 平方　秀樹　様 平紙　裕文　様
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平川　こよみ　様 平川　貴　様 平河　孝憲　様

平川　辰男　様 平川　博將　様 平川　美晴　様

平川　洋一郎　様 平木　昭光　様 平敷　勇　様

平島　明法　様 平島　徹　様 平嶋　義宏　様

平田　亮人　様 平田　榮子　様 平田　えり　様

平田　健二　様 平田　耕造　様 平田　早恵　様

平田　周諭　様 平田　晶子　様 平田　庄治　様

平田　大　様 平田　崇人　様 平田　經雄　様

平田　直之　様 平田　秀紀　様 平田　寛人　様

平田　博巳　様 平田　昌子　様 平田　雅人　様

平田　美由紀　様 平田　泰彦　様 平田　陽一　様

平田　洋子　様 平舘　俊太郎　様 平塚　昭仁　様

平塚　和子　様 平野（荻久保）　温子　様 平野　榮一　様

平野　勝也　様 平野　忠　様 平野　千恵美　様

平野　裕士　様 平野　誠　様 平野　雅士　様

平野　真弓　様 平野　美帆　様 平信　愛彦　様

平畑　克敏　様 平松　和昭　様 平松　定彦　様

平松　丈史　様 平松　千尋　様 平松　幹敏　様

平本　哲哉　様 平山　勝英　様 平山　健司　様

平山　賢太郎　様 平山　浩一郎　様 平山　昂希　様

平山　忠　様 平山　陽介　様 廣川　惇　様

広川　大八　様 廣川　隆　様 廣木　智恵　様

廣木　秀彦　様 廣木　仁　様 廣崎　豊　様

廣重　嘉一郎　様 廣重　彰二　様 廣末　晃之　様

広瀬　憲治　様 廣瀬　三省　様 廣瀬　遵　様

廣瀬　哲也　様 ・  瀬　淑夫　様 廣瀬　宣之　様

広瀬　義躬　様 廣田　修　様 廣田　憲治　様

廣田　達雄　様 廣田　知良　様 広田　眞美　様

廣田　洋二郎　様 廣谷　勝人　様 広津　崇亮　様
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廣常　信之　様 廣常　幸恵　様

廣畑　一代　様 廣畑　富雄　様

廣藤　卓雄　様 廣山　夏生　様

廣渡　初美　様 笛田　宏信　様

深浦　雄一　様 深江　高弘　様

深尾　篤嗣　様 深川　ひろみ　様

深沢　進　様 深澤　秀夫　様

深田　進也　様 深田　光敬　様

深町　弘見　様 深見　一男　様

深見　忠伸　様 深道　建次郎　様

吹上　貴彦　様 吹上　元基　様

吹谷　一徳　様 柊山　幸志郎　様

福井　康太　様 福井　航大　様

福岡　真二　様 福岡　健　様

福岡　道生　様 福岡　由季子　様

福岡市東区医師会　様 福岡屋　俊郎　様

福河　和人　様 福川　政国　様

福澤　健一　様 福澤　典之　様

福重　淳一郎　様 福島　郁美　様

福島　武雄　様 福島　千鶴　様

福島　久哲　様 福島　浩喜　様

福住　裕　様 福添　右祐　様

福田　一力　様 福田　匡輔　様

福田　功貴　様 福田　哲生　様

福田　順一　様 福田　信二　様

福田　隆男　様 福田　健夫　様

福田　俊彦　様 福田　富男　様

福田　光博　様 福田　由美子　様

福谷　創一　様 福地　祐一　様

廣戸　洸　様

廣林　賢二　様

廣渡　俊哉　様

深井　秀美　様

深江　智明　様

深川　陽司　様

深澤　龍一郎　様

深町　京子　様

深見　高明　様

深山　  子　様

吹井　博　様

福井　一祐　様

福井　理作　様

福岡　宏　様

福岡　善平　様

福海　健治　様

福沢　厚志　様

福士　純一　様

福島　俊　様

福島　友臣　様

福島　洋　様

福田　康男　様

福田　憲一郎　様

福田　繁宏　様

福田　晋　様

福田　剛　様

福田　直正　様

福田　隆一　様

福留　武朗　様
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福留　久大　様 福留　正浩　様 福永　修三　様

福永　大悟　様 福永　貴充　様 福永　壽夫　様

福永　幹彦　様 福中　優一　様 福原　一雄　様

福原　克哉　様 福原　敬子　様 福原　秀郎　様

福原　義浩　様 福間　道雄　様 服巻　保幸　様

福味　憲正　様 福滿　彩子　様 譜久村　清江　様

譜久村　信義　様 福本　克己　様 福元　圭太　様

福本　晃雄　様 福元　裕二　様 福元　ゆみ　様

福山　尚哉　様 福山　俊弘　様 福山　正隆　様

福山　賀韻　様 福山　義邦　様 福與　修　様

房野　項司　様 不二　治　様 藤　五郎太　様

藤　智亮　様 藤　光央　様 藤　素子　様

藤井　和成　様 藤井　清孝　様 藤井　久美子　様

藤井　賢一　様 藤井　幸造　様 藤井　潤一　様

藤井　慎介　様 藤井　太壱　様 藤井　拓　様

藤井　德夫　様 藤井　智宏　様 藤井　伸幸　様

藤井　秀道　様 藤井　裕樹　様 藤井　裕聡　様

藤井　誠　様 藤井　正盛　様 藤井　真由美　様

藤井　勇人　様 藤井　美男　様 藤井　義久　様

藤井　梨奈　様 藤井　翠乃亜　様 藤江　嗣五　様

藤江　進　様 藤江　直美　様 藤枝　國光　様

藤尾　裕宣　様 藤岡　健太郎　様 藤岡　審　様

藤岡　紀子　様 藤岡　宏　様 藤岡　悠一郎　様

藤川　泉　様 藤川　栄太郎　様 藤河　正英　様

藤川　豊　様 藤木　茂　様 藤木　泰成　様

藤木　德實　様 藤木　博太　様 藤木　洋平　様

藤崎　尚子　様 藤﨑　進司　様  藤﨑　ひとみ　様

藤崎　礼志　様 藤崎　眞理子　様 藤澤　久美子　様

藤澤　成人　様 藤澤　貴宏　様 藤沢　庸子　様
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◆ は 行）個人（ （2022年05月31日現在）

藤島　宣典　様 藤島　八重　様 藤瀬　多佳子　様

藤田　繁雄　様 藤田　明男　様 藤田　一郎　様

藤田　和子　様 藤田　和祥　様 藤田　君支　様

藤田　恵子　様 藤田　修一　様 藤田　真治　様

藤田　利男　様 藤田　敏之　様 藤田　啓明　様

藤田　寛　様 藤田　啓晴　様 藤田　昌樹　様

藤田　正樹　様 藤田　昌弘　様 藤田　靖浩　様

藤田　陽一　様 藤田　善行　様 藤津　篤　様

藤津　裕信　様 藤戸　龍浪　様 藤永　三千代　様

藤中　玲二　様 藤波　博　様 藤野　健一　様

藤野　翔香　様 藤野　武彦　様 藤野　哲哉　様

藤野　允孝　様 藤野　満夫　様 藤野　泰寛　様

藤野　保弘　様 藤延　博幸　様 藤原　一男　様

藤原　惠洋　様 藤淵　俊王　様 藤丸　靖明　様

藤見　惺　様 伏見　真里子　様 藤光　康宏　様

藤村　敬一郎　様 藤村　隆　様 藤村　隆史　様

藤村　秀俊　様 藤村　裕子　様 藤村　由紀　様

藤本　和典　様 藤本　晃嗣　様 藤本　浩介　様

藤本　将　様 藤本　淳　様 藤本　大輔　様

藤本　龍史　様 藤本　恭比古　様 藤本　直樹　様

藤本　成実　様 藤本　望　様 藤本　登留　様

藤本　秀夫　様 藤元　博史　様 藤本　裕司　様

藤元　勝　様 藤山　謙司　様 藤山　暢　様

藤吉　秀昭　様 藤吉　祐佳　様 藤原　京子　様

藤原　謙次　様 藤原　敬大　様 藤原　夏樹　様

藤原　昇　様 藤原　典子　様 藤原　秀彦　様

藤原　寛典　様 藤原　里香　様 二神　光次　様

二神　泰基　様 二見　剛史　様 二村　好洋　様

渕　曠二　様 渕上　明彦　様 淵上　和宏　様
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渕上　京司　様 渕上　京司　様 渕上　忠彦　様

渕上　勤　様 船岡　實　様 船木　和夫　様

舟越　昭博　様 舟越　純治　様 船越　建明　様

舩越　義和　様 船津　順子　様 舩津　天生　様

舩津　和幸　様 船津　軍喜　様 船津　正明　様

船場　ひさお　様 豊丹生　道昭　様 冬野　雄太　様

古市　幸秀　様 古市　恵美子　様 古市　卓也　様

古市　正人　様 古市　政幸　様 古江　増隆　様

古川　和宏　様 古川　和洋　様 古川　謙介　様

古川　剛　様 古川　成義　様 古川　新弥　様

古川　琢磨　様 古川　貞二郎　様 古川　照美　様

古川　直樹　様 古川　元　様 古川　英俊　様

古川　真由美　様 古川　稔　様 古川　康浩　様

古川　雄大　様 古川　芳夫　様 古澤　潤一　様

古城　一省　様 古庄　淑子　様 古田　耕　様

古田　覚士　様 古田　正秋　様 古田　美智子　様

古舘　浩　様 古谷　浩司　様 古野　裕史　様

古畑　芳晶　様 古村　由美子　様 古森　美津代　様

古谷　清美　様 古屋　謙治　様 古家　早代　様

古屋　茂樹　様 古屋　靖二　様 古谷　敏昭　様

古屋　成人　様 古家　秀樹　様 古屋　廣高　様

古家　康夫　様 古谷　嘉章　様 古山　正史　様

フン　チンピン　様 豊東　翼　様 別府　和茂　様

別府　誠　様 別府　真広　様 BEN TAIEB SEIFEDDINE　様

帆足　新一郎　様 帆足　洋和　様 黄　波　様

傍士　睦雄　様 北條　孝明　様 宝代　芳広　様

布袋　嘉之　様 坊野　稔　様 ホール　奈穂子　様

外　須美夫　様 外園　智史　様 外間　一智　様

鉾立　博文　様 星　健治　様 星岡　盛彦　様
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星子　正義　様 星野　至　様 星野　鉄士　様

星野　秀治　様 星野　裕志　様 細井　浩志　様

細井　昌子　様 細川　晋一　様 細川　洋幸　様

細迫　有昌　様 細田　勝則　様 細山田　良裕　様

堀田　一郎　様 佛坂　正幸　様 洞　尚文　様

堀　勝利　様 堀　恭平　様 堀　省吾　様

堀　祥二　様 堀　近文　様 堀　美代　様

堀　靖人　様 堀　洋一郎　様 堀　良彰　様

堀内　和典　様 堀内　脩　様 堀内　崇　様

堀内　孝彦　様 堀内　忠郎　様 堀内　芳彦　様

堀内　芳彦　様 堀江　吏将　様 堀江　正知　様

堀上　晶子　様 堀上　智明　様 堀田　宗作　様

堀田　善治　様 堀田　博司　様 堀田　裕児　様

堀之内　文子　様 堀之内　康文　様 堀端　厚　様

本川　英佑　様 本城　凡夫　様 本庄　紀子　様

本田　絵理　様 本田　功輝　様 本田　重寿　様

本田　純子　様 本田　淳也　様  本田　孝雄　様

本田　健志　様 本田　龍城　様 本多　信彦　様

本多　典子　様 本田　昌弘　様 本田　学　様

本多　瑞希　様 本田　泰子　様 本間　詩雨　様




