
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

前岡　誠　様

前川　尚人　様

前澤　洋一　様

前田　栄子　様

前田　邦利　様

前田　重治　様

前田　健　様

前田　久雄　様

前田　悠　様

前田　真寛　様

前田　幸弘　様

前田　米藏　様

前原　伸一郎　様

前山　隆茂　様

曲田　幸生　様

牧　正和　様

槇田　裕之　様

牧野　智光　様

正井　一智　様

正木　千栄　様

正廣　規秀　様

増田　克明　様

益田　沙絵　様

増田　玄彦　様

増田　弘志　様

益田　美穂　様

増永　直政　様

増本　道子　様

馬　培倫　様

前川　絢早　様

前川　英礼　様

真栄城　優夫　様

前田　勝正　様

前田　邦弘　様

前田　節　様

前田　知雅子　様

前田　英史　様

前田　文彦　様

前田　宗德　様

前田　豊　様

前野　慎太朗　様

前原　喜彦　様

前山　俊治　様

真壁　秀典　様

牧角　健司　様

牧野　和彦　様

牧野　匡純　様

正木　愼一　様

真崎　万須子　様

増井　瑠奈　様

舛田　耕二　様

増田　重雄　様

増田　英隆　様

増田　守　様

升谷　勝彦　様

増永　稔　様

増元　美保　様

舞弓　雅士　様

前川　知穂　様

前川　真貴子　様

前田　安佳里　様

前田　克美　様

前田　幸嗣　様

前田　享史　様

前田　智治　様

前田　寛男　様

前田　昌宣　様

前田　幸江　様

前田　義章　様

前畑　安宏　様

前村　昌紀　様

前山　隆太郎　様

真木　太一　様

牧角（竹下）　悦子　様

牧野　毅彦　様

牧之内　顕文　様

真﨑　善二郎　様

眞崎　理恵　様

増田　嘉寿臣　様

増田　康治　様

増田　朋和　様

増田　弘子　様

増田　稔　様

桝冨　一之　様

増野　智章　様

益森　治巳　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

舛屋　悟　様 増輪　一彦　様 増輪　祐子　様

間世田　勇作　様 俣江　遥貴　様 眞武　順造　様

又吉　幸輝　様 又吉　聡子　様 町田　憲泰　様

町田　英世　様 松井　完治　様 松井　清之　様

松井　慶子　様 松井　敬介　様 松井　元　様

松井　弘司　様 松井　忠司　様 松井　千秋　様

松井　利郎　様 松井　仁　様 松井　雅典　様

松浦　研造　様 松浦　健太郎　様 松浦　悟志　様

松浦　修平　様 松浦　傑　様 松浦　尚志　様

松浦　喬　様 松浦　喬（元岡校区自治協議
会　）　様

松浦　孝則　様

松浦　能久　様 松浦　徳雄　様 松浦　宏幸　様

松浦　美智子　様 松浦　好江　様 松浦　稜祐　様

松江　勇次　様 松枝　新一　様 松枝　徹也　様

松尾　英司　様 松尾　英輔　様 松尾　和正　様

松尾　邦洋　様 松尾　圭介　様 松尾　憲一郎　様

松尾　精一　様 松尾　精一郎　様 松尾　征治　様

松尾　隆明　様 松尾　隆至　様 松尾　隆弘　様

松尾　知佐　様 松尾　哲也　様 松尾　照己　様

松尾　篤二　様 松尾　知宣　様 松尾　典昭　様

松尾　憲総　様 松尾　久人　様 松尾　英貴　様

松尾　英之　様 松尾　政晃　様 松尾　正人　様

松尾　正人　様 松尾　正弘　様 松尾　學　様

松尾　康子　様 松尾　靖孝　様 松尾　欣明　様

松尾　良和　様 松尾　芳樹　様 松尾　義清　様

松岡　英資　様 松岡　健　様 松岡　建造　様

松岡　重孝　様 松岡　力　様 松岡　秀夫　様

松岡　弘憲　様 松岡　綠　様 松岡　雄治　様

松岡　良二　様 松家　輝　様 松垣　裕　様

松川　耕三　様 松木　千恵　様 松木　嗣夫　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

松木　敏浩　様 松木　良介　様 松口　宰邦　様

松口　素行　様 松隈　大作　様 松隈　浩之　様

松隈　正憲　様 松隈　祐太　様 松崎　昭夫　様

松﨑　彰信　様 松崎　伊佐雄　様 松﨑　英津子　様

松﨑　広太郎　様 松崎　崇　様 松崎　達哉　様

松﨑　福治　様 松崎　正夫　様 松重　一輝　様

松下　泉　様 松下　克之　様 松下　園子　様

松下　武史　様 松下　美樹子　様 松下　恭之　様

松下　由起子　様 松下　隆二　様 松下　亮二　様

松島　健　様 松嶋　典彦　様 松末　一博　様

松瀬　大　様 松添　直隆　様 松園　和久　様

松田　亮英　様 松田　采佳　様 松田　修　様

松田　紀美子　様 松田　公徳　様 松田　健三郎　様

松田　浩二　様 松田　秀一　様 松田　正次　様

松田　崇裕　様 松田　健　様 松田　剛次　様

松田　延　様 松田　紀昭　様 柗田　浩文　様

松田　正夫　様 松田　美貴夫　様 松田　道雄　様

松田　美穂　様 松田　泰　様 柗田　陽子　様

松平　峰雄　様 松谷　和彦　様 松永　晶子　様

松永　佳奈　様 松永　大吾　様 松永　大助　様

松永　隆洋　様 松永　直哉　様 松永　信博　様

松永　典子　様 松永　浩史　様 松永　文雄　様

松永　幸大　様 松根　健一　様 松野　壮太　様

松野　大樹　様 松野　雄一　様 松野下　聡子　様

松延　知哉　様 松延　誠　様 松葉　健一　様

松林　直　様 松原　一實　様 松原　五夫　様

松原　慎　様 松原　武志　様 松原　千代美　様

松原　利照　様 松原　俊幸　様 松原　不二夫　様

松原　良太　様 松藤　慎一　様 松藤　寛　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

松間　隆根　様 松丸　敦　様 松宮　孝明　様

松村　利智　様 松村　利秀　様 松村　香織　様

松村　浩次　様 松村　修司　様 松村　順司　様

松村　晶　様 松村　忠彦　様 松村　哲男　様

松村　敏人　様 松村　美南子　様 松村　基宏　様

松村　保志　様 松村　祐二郎　様 松村　亮　様

松本　廣治　様 松本　郁子　様 松本　勲　様

松本　一陽　様 松本　和也　様 松本　清　様

松本　究　様 松本　邦博　様 松本　啓太　様

松本　健一　様 松本　光司　様 松本　浩二朗　様

松本　重男　様 松本　茂　様 松本　淳　様

松本　昇三　様 松元　史朗　様 松本　大輔　様

松本　孝　様 松本　卓　様 松本　高明　様

松本　孝治　様 松本　主之　様 松本　武郎　様

松本　忠夫　様 松本　常圃　様 松本　壽通　様

松本　富枝　様 松本　直記　様 松本　尚子　様

松本　展広　様 松本　載恭　様 松本　林　様

松本　浩明　様 松本　広重　様 松本　文宏　様

松本　政嗣　様 松本　眞則　様 松本　学　様

松本　美加　様 松本　道雄　様 松本　八州人　様

松本　洋一　様 松本　洋一　様 松本　葉子　様

松山　孝二　様 松山　真介　様 松山　恒雄　様

松山　敏剛　様 松山　宣明　様 松山　倫也　様

松山　美和　様 的野　義博　様 的野　良次　様

的野　る美　様 的場　哲哉　様 的場　文彦　様

的場　正彰　様 的場　優　様 馬奈木　弘一　様

眞名子　慎二　様 真子　千里　様 真子　弘子　様

眞田　宣明　様 間邉　千里　様 真鍋　明夫　様

眞鍋　大蔵　様 間部　高毅　様 真辺　英紀　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

馬庭　勝義　様 眞野　豊　様 間宮　康太　様

間宮　順　様 丸川　裕之　様 丸木　三知　様

丸田　真悟　様 丸野　俊一　様 丸野　由希子　様

丸林　義明　様 丸茂　克浩　様 丸山　明子　様

丸山　和宏　様 丸山　孝一　様 丸山　茂樹　様

丸山　貴大　様 丸山　徹　様 丸山　初之助　様

丸山　秀夫　様 丸山　隆一郎　様 馬渡　和夫　様

馬渡　太郎　様 馬渡　雅夫　様 馬渡　康郎　様

馬渡　善文　様 萬田　昭彦　様 萬年　孝哉　様

三秋　尚　様 三池　勝見　様 三池　孝明　様

三井島　千秋　様 三浦　新　様 三浦　逸朗　様

三浦　佳世　様 美浦　健志　様 三浦　千鶴　様

三浦　弘明　様 三浦　裕正　様 美浦　真佐子　様

三浦　佳子　様 三重野　孝信　様 三上　茂　様

三上　勉　様 三木　秋男　様 三木　曉　様

三木　達也　様 三木　一　様 三木　博司　様

右田　宗聖　様 右田　喜章　様 三小田　崇　様

岬　靖智　様 三島　敏　様 三島　重男　様

三島　大蔵　様 三島　博美　様 三島　真弓　様

三島　淑臣　様 三嶋　美済　様 三代　知史　様

水内　寛　様 水上　市幸　様 水上　賢一　様

水上　鎭眞　様 水上　哲也　様 水上　浩明　様

水上　深　様 水上　真理子　様 水川　秀久　様

水城　淳　様 水城　康徳　様 水口　貴雄　様

水久保　隆之　様 水田　充　様 水谷　和正　様

水谷　啓太　様 水取　周隆　様 水野　愛理　様

水野　和彦　様 水野　大介　様 水野　秀明　様

水野　勇司　様 水ノ江　雄輝　様 水渕　寛滋　様

水町　寿忠　様 水町　光徳　様 三隅　俊行　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

三角　優子　様 水本　博，千帆　様

溝上　顕子　様 溝上　正行　様

溝口　英司　様 溝口　京子　様

三田　敏治　様 三谷　武史　様

満生　彰　様 光石　和磨　様

光岡　正浩　様 光岡　宗司　様

光田　幸憲　様 光武　進　様

光冨　昭久　様 満留　昭久　様

三橋　國英　様 光畑　昌幸　様

三溝　慎次　様 光宗　正就　様

光安　岳志　様 光安　元夫　様

光山　昌珠　様 緑川　透　様

南　昭浩　様 南　一夫　様

南　淳一郎　様 南　典文　様

南　留美　様 南嶋　洋一　様

南谷　洋至　様 南中　希美絵　様

三縄　隆一郎　様 峰　渉磨　様

嶺　稔　様 峯浦　和幸　様

峯田　聖　様 峰松　一夫　様

峯松　成充　様 峰松　潤　様

簑原　尚之　様 蓑毛　隆洋　様

三原　太　様 三原　誠　様

三原　康生　様 壬生　博子　様

耳井　紀史　様 三村　明広　様

三村　恭子　様 三村　重典　様

見元　玄尚　様 三森　功士　様

宮川　貞雄　様 宮川　卓也　様

宮川　弘就　様 宮川　喜己　様

宮城　茂樹　様 宮城　直也　様

溝上　展也　様

溝川　貴邦　様

溝口　誠志　様

満　治男　様

光内　・　司　様

三ツ木　健二　様

光武　玲子　様

光永　浩一郎　様

三ツ股　淳一　様

光本　洋　様

光安　如成　様

水辺　紘治　様

南　栄　様

南　瑞月　様

南谷　朝子　様

南野　森　様

峯　慎吾　様

嶺﨑　良人　様

峯松　和久　様

簑原　由布子　様

三原　憲司　様

三原　真奈　様

壬生　隆一　様

三村　晶　様

三村　利光　様

宮　裕二　様

宮川　知也　様

宮木　克敏　様

宮口　雅史　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

宮口　みどり　様 三宅　浩志　様 三宅　淳一　様

三宅　勇治　様 三宅　洋三　様 宮﨑　一之　様

宮崎　克則　様 宮崎　啓三　様 宮﨑　澄雄　様

宮﨑　髙　様 宮崎　千明　様 宮﨑　千明　様

宮嵜　友明　様 宮嵜　信男　様 宮﨑　仁史　様

宮﨑　紘和　様 宮崎　宏延　様 宮﨑　文秀　様

宮崎　雅文　様 宮﨑　正之　様 宮﨑　安貞　様

宮﨑　裕子　様 宮司　聡　様 宮下　和子　様

宮下　章太　様 宮下　智惠子　様 宮嶋　公貴　様

宮島　德三郎　様 宮嶋　年宏　様 宮住　強　様

宮薗　久信　様 宮園　真美　様 宮田　愛子　様

宮田　進　様 宮田　武史　様 宮田　忠宣　様

宮田　奈美子　様 宮田　寿望　様 宮田　房之　様

宮田　正和　様 宮田　義則　様 宮武　博子　様

宮谷　英樹　様 御宿　稜大　様 宮之下　靖子　様

宮原　かおり　様 宮原　徳治　様 宮原　直樹　様

宮原　裕子　様 宮原　文夫　様 宮原　誠　様

宮原　正芳　様 宮部　圭介　様 宮部　良紀　様

美山　英治　様 三山　勝也　様 宮前　利宏　様

宮村　知也　様 宮村　通典　様 宮本　一夫　様

宮本　和美　様 宮本　和幸　様 宮本　賢治　様

宮本　淳弌　様 宮本　敬久　様 宮本　健　様

宮本　浩幸　様 宮森　公隆　様 宮守　哲二　様

宮脇　良治　様 明星　稔　様 三好　甫　様

三好　伸浩　様 三好　宣彰　様 三好　仁彦　様

三好　康之　様 三輪　小百合　様 三輪　信二　様

閔　廷媛　様 閔　丙珠　様 向井　悟　様

向　英雄　様 向江　秀之　様 向田　達彦　様

向野　和雄　様 六車　三治男　様 六車　凌　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ ま 行）個人（ （2022年05月31日現在）

牟田　晃洋　様 牟田　修　様 牟田　宏一　様

牟田　真理子　様 牟田　みゆき　様 陸門　周治　様

無津呂　淳一　様 武藤　軍一郎　様 武藤　基幸　様

武藤　行弘　様 宗　孝紀　様 棟近　正裕　様

宗俊　隆範　様 宗村　龍明　様 村井　健二，久仁子　様

村井　宏一郎　様 村井　利彰　様 村井　弘之　様

村井　正昭　様 村井　雅明　様 村井　正宜　様

村井　由之　様 村石　顕介　様 村岡　克紀　様

村上　陽宣　様 村上　絢子　様 村上　英輔　様

村上　香　様 村上　京子　様 村上　清文　様

村上　錦吉　様 村上　慶　様 村上　健一　様

村上　健一　様 村上　公弌　様 村上　光一　様

村上　公治　様 村上　幸治　様 村上　順三　様

村上　たか　様 村上　達雄　様 村上　輝夫　様

村上　文啓　様 村上　信哉　様 村上　則夫　様

村上　美枝　様 村上　悠子　様 村上　裕治　様

村上　由佳　様 村上　陽一　様 村上　陽三　様

村上　義孝　様 村上　順雄　様 村上　涼太　様

村木　里志　様 村木　理迪　様 村口　千夏　様

村末　隆　様 村瀬　隆弘　様 村瀬　洋二郎　様

村田　晃　様 村田　静昭　様 村田　節子　様

村田　敏規　様 村田　壽　様 村田　秀樹　様

村田　裕治　様 村津　和正　様 村塚　幸穂　様

村林　勇紀　様 村松　毅　様 村松　哲行　様

村本　朱　様 村本　隆久　様 村本　拡之　様

村山　晃　様 村山　榮一　様 村山　國弘　様

村山　耕太郎　様 村山　曉　様 村山　正治　様

村山　盛一　様 村山　美乃　様 村山　仁志　様

村山　康英　様 村山　由香里　様 村山　幸代　様
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室　知治　様 文　星筆　様 目野　主税　様

目野　宏　様 馬渡　辰郎　様 毛利　尚彦　様

毛利　正博　様 毛利　喜信　様 茂木　毅　様

目代　武史　様 茂谷　貴彦　様 持田　芳照　様

望月　俊宏　様 持松　佑紀　様 本岡　輝昭　様

本川　嘉史　様 本蔵　満　様 本西　陽一　様

元野　裕治　様 本松　久美子　様 本松　研一　様

本松　哲　様 本松　武　様 本松　輝久　様

本松　利治　様 元松　泰徳　様 本村　桂子　様

本村　謙一　様 本村　健太　様 本村　悟朗　様

本村　愼一　様 本村　正子　様 本屋敷　恵美子　様

本山　達男　様 本山　則夫　様 籾井　明　様

籾井　勝人　様 桃谷　泰蔵　様 森　章人　様

森　彬　様 森　和代　様 森　賢一　様

森　健二郎　様 森　重厚　様 森　淳二朗　様

森　勢伊　様 森　隆城　様 森　健　様

森　竹彦　様 森　精　様 森　精　様

森　哲哉　様 森　徹　様 森　信彰　様

森　德明　様 森　英樹　様 森　英行　様

森　裕之　様 森　弘義　様 森　政雄　様

森　正樹　様 森　真由美　様 森　恩　様

森　基治　様 森　祐二　様 森　勇造　様

森　ゆり奈　様 森　洋一　様 森　良信　様

森　栄秀　様 森　良一　様 森　亮太　様

森井　宏輔　様 森枝　敏郎　様 森岡　忍　様

森岡　俊夫　様 森岡　信行　様 森口　智史　様

守口　三郎　様 森口　信二　様 森迫　靖宏　様

森迫　玲　様 森下　浩延　様 森下　裕　様

森住　剛　様 森園　哲夫　様 森田　健三　様
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森田　晃一　様 森田　浩介　様 森田　了司　様

森田　修斉　様 守田　俊一　様 森田　順和子　様

森田　隆　様 森田　昇　様 森田　浩光　様

森田　勝　様 守田　美保　様 森田　泰生　様

森田　昌嗣　様 森高　正博　様 森永　和男　様

森永　武彦　様 森永　正人　様 森永　泰弘　様

森野　茂　様 森林　稔　様 盛弘　幸大　様

森藤　義紀　様 森部　毅　様 森部　春海　様

森光　修　様 森光　武則　様 森満　保　様

森本　桂　様 森本　啓三　様 森本　弘一　様

森本　純平　様 森本　孝史　様 森本　廣　様

森本　保孝　様 森本　有紀　様 森家　祥行　様

森安　真　様 森山　彰夫　様 森山　彰　様

森山　邦代　様 森山　健二　様 森山　清治　様

森山　剛　様 森山　智彦　様 森山　成・　様

森山　日出夫　様 森山　英樹　様 森山　雅文　様

森山　泰子　様 森山　義文　様 森山　良一　様

森吉　泰孝　様 森脇　周三　様 森脇　慎也　様

森脇　崇　様 諸泉　嘉治朗　様 諸岡　薫　様

諸岡　隆之　様 諸熊　建次　様 諸隈　仁士　様

諸住　昌弘　様 諸冨　彰夫　様 諸藤　周平　様

諸藤　宏樹　様 諸藤　由博　様 門司　稔　様

門田　慧奈　様 門田　欣也　様




