
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ さ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

蔡　勁輝　様 佐井　壮謙　様 蔡　珍瑋　様

西郷　賀津雄　様 税所　篤　様 才所　洋子　様

財前　孝亮　様 才田　営三　様 財津　昭憲　様

齊藤　一誠　様 齋藤　和裕　様 齋藤　賢爾　様

齋藤　譲一　様 齊藤　節夫　様 齋藤　隆夫　様

齋藤　貴生　様 斉藤　孝　様 齊藤　卓郎　様

齋藤　武　様 才藤　毅　様 斉藤　禎　様

齋藤　勤　様 齋藤　友雅　様 斎藤 知之　様

斉藤　仲道　様 齋藤　尚　様 齋藤　秀三郎　様

齋藤　宏　様 齋藤　浩之　様 斎藤　信　様

齋藤　政利　様 齋藤　将仁　様 齋藤　光正　様

齋藤　靖　様 齋藤　雄　様 齋藤　百合子　様

齊藤　陽子　様 齋藤　容子　様 細波　隆　様

齋村　道代　様 佐伯　彰彦　様 佐伯　修　様

佐伯　和之　様 佐伯　謙吾　様 佐伯　弘次　様

佐伯　浩司　様 佐伯　正子　様 佐伯　幸信　様

佐伯　幸則　様 三枝　豊平　様 三枝　僚　様

酒井　清行　様 坂井　暉　様 酒井　淳　様

酒井　栄治　様 境　收　様 境　勝徳　様

酒井　淨　様 坂井　圭子　様 坂井　研一　様

酒井　謙二　様 堺　幸七　様 坂井　克己　様

境　昭二　様 坂井　二郎　様 堺　信一　様

境　貴子　様 坂井　貴子　様 阪井　千明　様

境　哲男　様 酒井　照夫　様 坂井　英樹　様

坂井　英隆　様 酒井　雅典　様 堺　雅彦　様

酒井　眞純　様 酒井　恵　様 阪上　重幸　様

坂上　隆　様 坂岡　庸子　様 坂上　ちえ子　様

榊　友行　様 坂口　春日　様 坂口　賢史　様

坂口　光一　様 坂口　翔平　様 坂口　晴一郎　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ さ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

坂口　俊幸　様 坂口　点　様 坂口　文吾　様

坂口　雅樹　様 坂口　八重子　様 坂口　孝行　様

坂下　貴代　様 坂田　聡　様 坂田　一矩　様

坂田　年男　様 坂田　久信　様 坂田　雅俊　様

坂田　好輝　様 坂根　敏治　様 坂邊　光正　様

坂本　康二　様 坂本　喜久雄　様 坂本　博康　様

坂本　英治　様 坂本　佳名子　様 坂本　憲一　様

坂本　茂　様 坂本　次郎　様 坂本　仁郎　様

坂本　泰二　様 坂本　剛章　様 坂元　健　様

坂本　勉　様 坂本　翼　様 坂本　篤史　様

坂本　利範　様 坂本　敬子　様 坂本　晴美　様

阪本　尋志　様 坂本　寛　様 坂本　博幸　様

坂本　雅子　様 坂本　正登　様 坂元　光輝　様

坂本　稔　様 坂本　雄一　様 坂本　ゆかり　様

坂本　幸継　様 相良　侯秀　様 相良　憲一　様

相良　建至　様 相良　真華　様 相良　鞆彦　様

佐川　潤逸　様 佐川　康貴　様 崎本　航惺　様

崎本　望春　様 崎山　昇　様 崎山　博司　様

朔　元則　様 作田　耕太郎　様 作間　俊治　様

作間　照夫　様 佐久間　智子　様 桜井　正二　様

櫻井　重治　様 櫻井　雅彦　様 櫻井　将也　様

櫻井　龍子　様 桜木　高秀　様 櫻木　信義　様

酒見　史博　様 酒見　百香　様 酒見　和平　様

迫　史朗　様 迫　良治　様 酒匂　幸男　様

迫坪　知広　様 窄野　昌信　様 左坐　春喜　様

笹川　明道　様 笹川　あゆみ　様 笹川　隆弘　様

佐々木　治　様 佐々木　一成　様 佐々木　久郎　様

笹木　圭子　様 佐々木　幸治　様 佐々木　茂貴　様

佐々木　茂　様 佐々木　翔吾　様 佐々木　孝昭　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ さ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

佐々木　尊光　様 佐々木　猛　様 佐々木　友樹　様

佐々木　智成　様 佐々木　伸昌　様 佐々木　ヒロコ　様

佐々木　ひろみ　様 佐々木　裕之　様 佐々木　政子　様

佐々木　雅之　様 佐々木　勝吉　様 佐々木　幹郎　様

佐々木　満　様 佐々木　康　様 佐々木　良夫　様

笹栗　聖子　様 笹栗　哲朗　様 笹栗　俊之　様

笹栗　正明　様 笹田　浩隆　様 笹月　健彦　様

佐々野　彰子　様 笹渕　祥一　様 笹渕　富治彦　様

笹本　直美　様 佐澤　毅　様 佐田　禎造　様

佐田　哲朗　様 佐竹　晃佳　様 佐竹　孝之　様

定永　倫明　様 定永　正明　様 貞松　三穂　様

貞元　洋二郎　様 里居　秀雄　様 佐藤　哲郎　様

佐藤　祥子　様 佐藤　薫　様 佐藤　和夫　様

佐藤　一理　様 佐藤　勝明　様 佐藤　公保　様

佐藤　恭子　様 佐藤　清志　様 佐藤　憲一　様

佐藤　賢治　様 佐藤　剛史　様 佐藤　重文　様

佐藤　俊二　様 佐藤　昌司　様 佐藤　伸一朗　様

佐藤　琢哉　様 佐藤　丈顕　様 佐藤　忠芳　様

佐藤　敏明　様 佐藤　利和　様 佐藤　俊哉　様

佐藤　直樹　様 佐藤　宣子　様 佐藤　尚代　様

佐藤　秀雄　様 佐藤　英彦　様 佐藤　等　様

佐藤　弘明　様 佐藤　裕　様 佐藤　匡央　様

佐藤　正直　様 佐藤　雅美　様 佐藤　優　様

佐藤　基治　様 佐藤　由美子　様 佐藤　義雄　様

里中　勝人　様 里見　恒夫　様 里村　弘子　様

讃井　彰一　様 讃井　浩喜　様 実近　宏幸　様

實藤　健作　様 實藤　雅文　様 實松　敬介　様

実松　健造　様 佐野　和生　様 佐野　茂　様

佐野　精一　様 佐野　裕一　様 佐野　賀一　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ さ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

佐伯　憲　様 鮫島　國太郎　様

鮫島　宗一郎　様 猿渡　敏晃　様

澤井　徹郎　様 澤江　義郎　様

澤田　繁孝　様 澤本　快　様

澤本　良子　様 三海　和広　様

山海　隆弘　様 三月田　洋一　様

三田　佳子　様 三宮　玲二　様

徐　坏李　様 椎木　英理子　様

椎葉　勉　様 椎原　夏希　様

塩川　光一郎　様 塩川　洋一　様

潮﨑　智美　様 塩田　良一　様

塩足　至弘　様 塩塚　理人　様

汐月　弘明　様 汐満　悦郎　様

塩谷　毅　様 志賀　正二　様

志賀　孝守　様 志賀　康仁　様

四海　雅子　様 鹿田　宏冶　様

志方　建　様 志方建(九州大学医学部同窓
会粕屋支部)　様

志岐　純一　様 執行　由貴　様

重井　保幸　様 茂地　智子　様

重藤　寛史　様 重永　邦子　様

重廣　亜希　様 重松　公夫　様

重松　喬　様 重松　博子　様

重松　浩宣　様 重森　宏敬　様

獅子田　勝幸　様 静永　健　様

志多　武彦　様 志谷　直樹　様

志田原　哲　様 七條　慶太　様

實﨑　智恵美　様 実崎　正人　様

實松　豊　様 品野　俊治　様

篠崎　仁美　様

佐保　兆基　様

佐矢　卓哉　様

澤江　紳　様

澤田　法映　様

張　秀梅　様

三海　るみ子　様

三田　哲司　様

椎野　敏宏　様

椎葉　年美　様

塩川　秀敏　様

塩澤　俊一　様

塩塚　賢輔　様

塩原　利康　様

塩屋　千里　様

志賀　為仁　様

鹿田　聖香　様

鹿田　悠真　様

執行　稔夫　様

繁竹　治顕　様

重德　良夫　様

重松　石削　様

重松　隆弘　様

重村　憲徳　様

宍戸　祐之　様

信太　裕之　様

設楽　公一　様

実崎　直人　様

品川　 子　様

篠崎　文彦　様 篠田　浩太郎　様
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篠田　正則　様 篠田　美香　様 篠原　昭　様

篠原　明美　様 篠原　和毅　様 篠原　茂隆　様

篠原　俊　様 篠原　武夫　様 篠原　正德　様

篠原　慶規　様 篠丸　哲也　様 四宮　兼之　様

篠本　輝明　様 柴北　泰秀　様 柴﨑　顕一郎　様

柴崎　哲哉　様 柴崎　博章　様 柴崎　行雄　様

柴田　あづさ　様 柴田　篤　様 柴田　文子　様

柴田　英二　様 柴田　和彦　様 柴田　堅一郎　様

柴田　研二　様 柴田　浩一　様 柴田　純一郎　様

柴田　誠一　様 柴田　智宏　様 柴田　憲英　様

柴田　秀道　様 柴田　拓　様 柴田　弘俊　様

柴田　博之　様 柴田　平八郎　様 柴田　昌数　様

柴田　誠之　様 芝田　雄一　様 柴田　幸江　様

柴田　洋三郎　様 柴谷　亨　様 柴藤　英造　様

柴原　由美子　様 芝吹　政明　様 柴山　雅洋　様

地福　裕人　様 渋谷　恒文　様 渋谷　哲夫　様

始平堂　由佳　様 島　史雄　様 島居　剛志　様

島内　雄治　様 島岡　隆行　様 嶋岡　雅人　様

島上　清明　様 嶌越　恒　様 嶋崎　功　様

島崎　洋平　様 嶋田　暁文　様 嶋田　綾子　様

島田　和生　様 島田　次郎　様 島田　允堯　様

嶋田　正明　様 嶋田　雅也　様 島田　良一　様

島谷　幸宏　様 嶋津　賢士　様 嶋津　義久　様

島ノ内　英久　様 島松　秀典　様 島松　博　様

島村　清和　様 島村　元明　様 嶋村　睦夫　様

島本　幹夫　様 四丸　裕貴　様 自見　英治郎　様

自見　榮祐　様 清水　英次　様 清水　和海　様

清水　浩　様 清水　功一　様 清水　周次　様

清水　隆史　様 清水　貴義　様 清水　貴義　様
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◆ さ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

清水　隆八　様 清水　哲夫　様 清水　利夫　様

清水　利勝　様 清水　俊貴　様 清水　としみ　様

清水　直彦　様 清水　議章　様 清水　政彦　様

清水　真弓　様 清水　美希　様 清水　慶典　様

清水　康弘　様 清水　康裕　様 志水　ゆう子　様

清水　義昭　様 志村　聖子　様 志村 翠　様

下岡　靖宜　様 下釜　康彦　様 下川　明子　様

下川　国康　様 下川　英四　様 下河　瑠華　様

下國　士郎　様 下御領　良二　様 下崎　義人　様

下地　明和　様 下地　明和，洋子　様 下條　英毅　様

下條　信行　様 下園　雄二　様 下田　忠久　様

下田　満哉　様 霜田　桃子　様 下津　智志　様

下水流　隆　様 下野　蒼　様 下野　信行　様

下ノ村　宏昭　様 下原　秀樹　様 下村　昭仁　様

下村　克己　様 下村　邦子　様 下村　国寿　様

下村　忠　様 下村　萌　様 下山　亜紀　様

下山　純生　様 邵　涛　様 周銘，谷学軍　様

重黒木　徳子　様 宿理　勝博　様 首藤　研一　様

首藤　敏秀　様 首藤　由江　様 城　一裕　様

城　円　様 趙　麗巍　様 庄　璃音　様

城尾　邦隆　様 正垣　裕太郎　様 上甲　忠嗣　様

上甲　真大　様 城﨑　陽吉　様 城崎　陽佐　様

周詞　香容　様 小路　利治　様 庄司　政利　様

小路　有廣　様 庄島　洋一　様 上瀧　恵里子　様

庄野　禎恭　様 城野　裕　様 庄野　美徳　様

松扉　務　様 庄山　久子　様 庄山　正仁　様

鄭宰昊，劉一寧　様 白井　公子　様 白井　武男　様

白井　武史　様 白石　鶴美　様 白石　和宏　様

白石　君男　様 白石　京子　様 白石　進　様
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白石　健　様 白石　輝惠　様 白石　隆一郎　様

白石　渉　様 白神　加奈子　様 白方　誠彌　様

白川　博之　様 白川　充祉　様 白木　喜代美　様

白木　智丈　様 白木　伸到　様 白倉　圭造　様

白﨑　哲哉　様 白重　豊英　様 白須　公子　様

白須　宏　様 白砂　兼光　様 白谷　正治　様

白土　雄司　様 白根　健次郎　様 白根　友吉　様

白羽　枝里　様 白濱　重國　様 白濵　直樹　様

調　重昭　様 調　重俊　様 調　輝男　様

白水　倶弘　様 白山　朋和　様 城石　幸博　様

白水　晃　様 白水　功士　様 白水　康幸　様

城内　文吾　様 白水　明代　様 城田　脩爾　様

城間　友梧　様 白本　知大　様 進　和男　様

進　一彦　様 進　政太郎　様 進　大介　様

秦　喜秋　様 新海　征治　様 新貝　敏憲　様

新貝　紀子　様 新谷　安則　様 新垣　義清　様

神宮　賢一　様 新宮　淳一　様 神宮　純江　様

新宮　直行　様 神宮司　誠也　様 新小田　春美　様

新崎　章　様 新里　寛英　様 新里　哲　様

新里　祐一　様 新庄　彬　様 新城　尊徳　様

新庄　泰孝　様 仁多　英夫　様 進谷　庸助　様

新町　充人　様 新田　則孝　様 進藤　英一郎　様

進藤　清見　様 新藤　琴子　様 新道　隆明　様

進藤　利嗣　様 陣内　隆一　様 陣内　明　様

陣内　華子　様 新原　常雄　様 新甫　清蔵　様

新谷　肇一　様 神領　正行　様 水田　祥代　様

徐　文婕　様 居石　勝弘　様 居石　克夫　様

末石　清昌　様 末岡　淳男　様 末田　公也　様

末武　幸男　様 末次　利隆　様 末次　眞一　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ さ 行）個人（ （2022年05月31日現在）

末次　恒夫　様 末次　学　様

末永　一德　様 末永　仁　様

末永　義則　様 末並　公俊　様

末弘　司　様 末廣　陽子　様

末松　弘行　様 末松　雄祐　様

末吉　豊　様 菅　満宏　様

菅尾　暁　様 菅沼　俊彦　様

菅原　健一　様 管原　敏夫　様

杉　哲男　様 杉　東明　様

杉井　英樹　様 杉浦　進介　様

杉浦　秀延　様 杉浦　悠紀　様

鋤柄　ひとみ　様 杉﨑　光世　様

杉田　修一　様 杉田　峰康　様

杉野　和記　様 杉野　裕明　様

杉原　一正　様 杉町　圭史　様

杉町　利喜雄　様 杉村　和俊　様

杉村　隆史　様 杉本　英克　様

杉本　浩　様 杉元　勝　様

杉本　美貴　様 杉森　甫　様

杉山　浩司　様 杉山　悟郎　様

杉山　直行　様 杉山　一志　様

杉山　佳生　様 村主　信彦　様

鈴木　陽　様 鈴木　篤史　様

鈴木　浩二　様 鈴木　伸一　様

鈴木　尚文　様 鈴木　匠　様

鈴木　友和　様 鈴木　宣生　様

鈴木　弘温　様 鈴木　芳与　様

鈴木　右文　様 鈴木　義則　様

末次　隆　様

末綱　幹雄　様

末永　浩幸　様

末廣　香織　様

末松　栄一　様

末宗　洋　様

洲　雅明　様

菅野　道廣　様

菅原　英世　様

杉　養吉　様

杉浦　剛　様

杉江　陽一　様

鋤田　伽歩　様

杉谷　俊拓　様

杉野　博二　様

杉町　圭蔵　様

杉村　旬子　様

杉本　秀也　様

杉本　洋介　様

杉山　榮一　様

杉山　貴祥　様

杉山　宗幸　様

須﨑　・  夫　様 

鈴木　健司　様

鈴木　隆子　様

鈴木　千代志  様

鈴木　博　様

鈴木　将　様

鈴木　由郎　様 須田　康秀　様 須藤　桂子　様



九州大学基金寄附者ご芳名
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須藤　信行　様 砂川　隆　様 洲之内　直　様

隅　康二　様 角　忠輝　様 ・  尚樹　様

角　美佐　様 角　義久　様

住澤　知之　様 住田　寛樹　様

隅田　和幸　様 住田　憲紀　様

住久　達夫　様 住吉　昭信　様

須山　達彦　様 陶山　秀昭　様

須山　幹太　様 ｽﾙﾁｮｰﾄﾞﾘ ﾋﾞｼｭﾜｼﾞｯﾄ　様

施　光恒　様 清田　正司　様

瀬尾　一太郎　様 瀬尾　駿　様

関　勝寿　様 関　勝宏　様

関　忠　様 関　悌一郎　様

関　弘行　様 関　真人　様

瀬木　康博　様 關　幸徳　様

関口　興洋　様 関口　智仁　様

関谷　泉　様 関屋　光一　様

関屋　正彦　様 関山　厚史　様

瀬﨑　敏博　様 瀬角　南　様

瀬々　昌文　様 瀬戸　貴子　様

瀬藤　昭　様 瀬頭　文夫　様

瀬戸山　大樹　様 妹尾　康平　様

妹尾　良昭　様 瀬畑　隆昭　様

世良　直博　様 芹口　和久　様

先崎　哲進　様 仙田　幸司　様

先立　真紀　様 善藤　威史　様

仙波　輝彦　様 仙波　秀子　様

仙波　良子　様 祖一　範夫　様

曹　媛　様 宗　俊介　様

曾　徳智　様 宗　知紀　様

住江　新　様

隅田　・  男　様 

澄田　誠　様

住吉　圭太　様

須山　政樹　様

諏訪原　研　様

清野　聡子　様

瀬川　信吾　様

関　勘助　様

関　禎子　様

関　三千男　様

関川　充　様

関根　敏子　様

関屋　武文　様

世古　修路　様

瀬瀬　顯　様

世戸　哲郎　様

瀬戸口　洋一　様

妹尾　俊男　様

瀬元　祐希　様

千　剣菊　様

千代　誠　様

仙野　万里子　様

千馬　弘　様

曽　宇良　様

宋　武彦　様

徐　鉉雄　様
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宋　敏　様 副島　哲也　様 副島　徹　様

副島　弘暉　様 副島　雄二　様 副田　小百合　様

添田　照代　様 曽我　哲郎　様 曽我　昌弘　様

曽我　嘉海　様 曽我部　春香　様 曽我部　正照　様

曽我部　幸雄　様 十川　博　様 十河　直子　様

曽谷　高之　様 外尾　雄吉　様 外垣　誠治　様

曽根　泰子　様 園井　英秀　様 園木　一男　様

園田　恭子　様 園田　恵吾　様 園田　康平　様

園田　悟　様 園田　俊郎　様 園田　伸一　様

園田　新一　様 園田　純子　様 園田　聡一朗　様

園田　孝志　様 園田　猛二郎　様 園田　辰彦　様

園田　拓道　様 園田　裕朗　様 園田　美秀　様

園田　雷三　様 園元　謙二　様 染谷　翼　様

染矢　祐孝　様 空　政道　様 孫　仁俊　様

孫　大翔　様 孫　伝清　様 孫田　明　様

尊田　民喜　様




