
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ た 行）個人（ （2022年05月31日現在）

Ta Viet Ton　様 大長　和保　様

大長　陽子　様 大間　和浩　様

平　昭雄　様 平　祐二　様

平　良　様 田浦　康　様

田尾　周一郎　様 高石　朝人　様

高石　恭輔　様 高江洲　文雄　様

髙尾　成輝　様 髙岡　佑弥　様

高岡　嘉子　様 高木　郁江　様

高木　絹子　様 髙木　憲三　様

髙木　幸代　様 髙木　寿美代　様

高木　荘輔　様 高木　東介　様

髙木　信宏　様 髙木　宏　様

髙木　正見　様 髙岸　積馬　様

高倉　章　様 高倉　由紀子　様

髙﨑　稔　様 高島　勲　様

髙嶋　幸男　様 鷹巣　紗弓　様

髙瀬　佳奈　様 高瀬　英生　様

高瀬　渉　様 高田　和美　様

髙田　喜美子　様 髙田　大陸　様

髙田　淑　様 髙田　俊生　様

高田　正幸　様 髙谷　健市　様

髙津　鶴己　様 髙月　英夫　様

髙月　浩　様 高浪　豊幸　様

髙野　和良　様 高野　光司　様

髙野　義久　様 高橋　伊一郎　様

高橋　郁雄　様 髙橋　一彦　様

髙橋　和弘　様 髙橋　沆子　様

髙橋　昂也　様 高橋　俊　様

髙橋　晶子　様

　 惠次郎　様 

大道寺　崇　様

平　幸治　様

田浦　政彦　様

髙井　信吾　様

髙石　雅明　様

高尾　洋平　様

高垣　喜嗣　様

高木　敬一郎　様

高木　茂実　様

高木　孝雄　様

髙木　英行　様

髙木　幹也　様

髙倉　修　様

高島　昭博　様

髙島　久　様

高瀬　圭一　様

髙田　和夫　様

髙田　桂一　様

高田　敏恵　様

髙田　義人　様

高塚　和巳　様

髙次　美貴　様

高野　健司　様

髙橋　正人　様

髙橋　一郎　様

高橋　和也　様

髙橋　秀治　様

高橋　昭吾　様 髙橋　昭治郎　様
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◆ た 行）個人（ （2022年05月31日現在）

髙橋　成輔　様 高橋　哲也　様

髙橋　英明　様 高橋　英世　様

高橋　富美　様 高橋　誠　様

高橋　勝英　様 高橋　正義　様

高橋　由衣　様 髙橋　義文　様

髙畑　俊一　様 高林　一明　様

髙原　博二　様 高比良　雅子　様

髙橋　伸夫　様

髙橋　大　様

髙橋　信　様

髙橋　満洲雄　様

髙橋 吉文（北崎校区自治協
議会）　様

髙原　信一　様

髙松　晃　様

髙松　宣彦　様 髙松　洋　様 高見　重美　様

髙見　俊雄　様 田上　靖幸　様 髙村　昭輝　様

髙森　直哉　様 髙栁　涼一　様 高山　俊一　様

髙山　昌照　様 田川　達男　様 田河　宏文　様

瀧井　正人　様 滝口　洋司　様 田北　淳　様

瀧野　惠介　様 瀧山　龍三　様 田口　昭生　様

田口　晶子　様 田口　榮一　様 田口　健一　様

田口　智章　様 田口　農雄　様 田口　信喜　様

田口　文博　様 田口　満　様 田口　恵　様

田口　康彦　様 宅間　早英子　様 内匠屋　京子　様

武　洲　様 武　雄二　様 武井　依津子　様

武井　修　様 武井　信介　様 武井　隆　様

武井　孝憲　様 武石　常弥　様 武石　美穂　様

竹宇治　聡子　様 竹内　歩　様 武内　英一郎　様

武内　寿友　様 武内　和博　様 竹内　一博　様

竹内　研時　様 竹内　聡　様 武内　俊造　様

竹内　紳也　様 竹内　高志　様 武内　敏秀　様

武内　知子　様 竹内　寿一　様 竹内　弘　様

竹内　将人　様 竹内　正治　様 武内　真美子　様

竹内　実　様 竹内　裕亮　様 竹岡　恒平　様

竹口　将太　様 武子　和裕　様 竹重　公一朗　様

竹下　秋雄　様 竹下　岩男　様 竹下　徹　様
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竹下　敏浩　様 竹下　富三　様 竹下　晴正　様

竹下　博　様 武下　弘義　様 竹下　文隆　様

竹下　文則　様 竹下　道範　様 竹下　めぐみ　様

武居　明子　様 武末　和邦　様 武末　光弘　様

武居　良裕　様 竹添　智美　様 武田　明子　様

竹田　和昭　様 武田　晃一　様 竹田　磋智夫　様

竹田　敏和　様 武田　憲昭　様 武田　秀隆　様

竹田　周史　様 武田　満夫　様 武田　祐吉　様

竹田　祐子　様 武田　佳二　様 武田　佳彦　様

武田　吉博　様 武田　旨弘　様 武智　和男　様

竹中　賢治　様 竹中　戦児　様 竹中　佳彦　様

竹之内　隆志　様 竹之下　翔吾　様 竹之下　康治　様

竹之山　光広　様 竹邊　和男　様 竹松　葉子　様

竹村　逸彦　様 竹村　賢太　様 竹本　篤史　様

竹本　淳一　様 竹元　敏雄　様 武本　豪雄　様

武本　環美　様 武谷　峻一　様 武谷　浩之　様

武谷　立　様 武安　映昇　様 竹吉　正志朗　様

多胡　浩志　様 田幸　正邦　様 田子森　恒美　様

田齊　秀章　様 田坂　和義　様 田﨑　賢治　様

田﨑　考　様 田﨑　雅元　様 田﨑　光宏　様

田崎　康夫　様 田島　逸男　様 田島　福平　様

田島　正大　様 田島　松二　様 田島　ミツ子　様

田嶋　みどり　様 多治見　司　様 田尻　寛　様

田尻　浩之　様 田代　彰　様 田代　清和　様

田代　賢嗣　様 田代　康介　様 田代　正一　様

田代　信維　様 田代　英雄　様 田代　英哉　様

田代　美貴子　様 田代　勇輔　様 田代　幸寛　様

田代　裕　様 多田　功　様 多田　啓　様

多田　公熙　様 多田　秀敏　様 多田　雄三　様
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多田　義信　様 多田内　修　様 只左　弘治　様

只重　武志　様 多々良　一郎　様 立居場　光生　様

立川　昭二郎　様 立川　秀宣　様 立川　義倫　様

立木　武　様 立花　誠司　様 橘　宣祥　様

橘　寛　様 立花　宏文　様 立花　優子　様

立花　洋介　様 田附　常夫　様 巽　大輔　様

辰巳　奈美　様 伊達　昭義　様 館　雅之　様

立石　章　様 立石　英司　様 立石　修　様

立石　敬之　様 立石　敢　様 立石　匡志　様

立石　良文　様 楯林　英晴　様 楯林　義寛　様

楯谷　昭夫　様 立山　浩道　様 帯刀　英二　様

田戸　亨　様 田所　英二　様 田中　寛之　様

田中　栄閑　様 田中　秀臣　様 田中　昭子　様

田中　明子　様 田中　明　様 田中　彩　様

田中　杏奈　様 田中　杏奈　様 田中　郁夫　様

田中　麗　様 田中　克司　様 田中　義一　様

田中　清光　様 田中　欽二　様 田中　敬次　様

田中　憲一　様 田中　賢一　様 田中　顕治　様

田中　健二　様 田中　健次　様 田中　謙三　様

田中　祥照　様 田中　覚　様 田中　紗成　様

田中　茂　様 田中　繁　様 田中　閏　様

田中　祥士　様 田中　正三　様 田中　二郎　様

田中　慎一　様 田中　誠一郎　様 田中　節男　様

田中　孝夫　様 田仲　孝子　様 田中　匡　様

田中　力　様 田中　千尋　様 田中　暢　様

田中　稔篤　様 田中　稔夫　様 田中　智章　様

田中　友基　様 田中　朋子　様 田中　朝好　様

田中　紀子　様 田中　教英　様 田中　久和　様

田中　久敏　様 田中　久敏　様 田中　秀欣　様
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田中　浩雄　様 田中　浩　様 田中　浩　様

田中　寛人　様 田中　博弥　様 田中　啓之　様

田中　裕弓　様 田中　良奈　様 田中　史彦　様

田中　誠　様 田中　雅臣　様 田中　雅子　様

田中　正敏　様 田中　正彦　様 田中　美恵子　様

田中　三津男　様 田中　貢　様 田中　充　様

田中　美和　様 田中　愛健　様 田中　康裕　様

田中　雄大　様 田中　優真　様 田中　侑紀　様

田中　由紀子　様 田中　陽子　様 田中　洋介　様

田中　嘉和　様 田中　義博　様 田中　米蔵・宏幸　様

田中　龍二　様 田中　良之介　様 棚橋　徳成　様

田邊　一成　様 田邉　圭二　様 田辺　健一　様

田邉　征六　様 田邉　萌　様 田邊　泰章　様

田邊　裕一郎　様 田邊　竜太　様 谷　研次　様

谷　信輝　様 谷　秀雄　様 谷　福丸　様

谷　正和　様 谷　泰寛　様 谷石　優也　様

谷岡　宗昭　様 谷川　精一　様 谷川　徹　様

谷川　雅一　様 谷川　己信　様 谷口　榮二　様

谷口　馨　様 谷口　邦子　様 谷口　淳一　様

谷口　壮一郎　様 谷口　英　様 谷口　智鶴子　様

谷口　智之　様 谷口　初美　様 谷口　宏　様

谷口　陽一　様 谷口　良雄　様 谷口　吉信　様

谷下　誠一　様 谷本　一夫　様 谷本　雅之　様

谷山　雅子　様 谷脇　義久　様 種村　茂明　様

田上　憲治　様 田之上　茂行　様 田上　崇史　様

田畑　和代　様 田畑　純二　様 田原　かすみ　様

田原　克志　様 田原　留之助　様 田原　祐助　様

田平　武　様 田平　裕児　様 田渕　惠子　様

田淵　浩二　様 田渕　節男　様 玉井　宏樹　様
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玉井　麻莉　様 玉上　晃　様 タマキ　様

玉木　和雄　様 玉木　金夫　様 玉城　欣也　様

玉田　祐一郎　様 玉田　隆一郎　様 玉利　勝正　様

玉利　昭一　様 田村　良恵　様 田村　和夫　様

田村　和也　様 田村　孝史　様 田村　耕二　様

田村　重彰　様 田村　貴司　様 田村　拓也　様

田村　岳史　様 田村　哲也　様 田村　裕道　様

田村　正治　様 爲重　哲雄　様 爲西　清作　様

田山　信至　様 多和田　真吉　様 多和田　真丈　様

壇　研一　様 檀　豊隆　様 段上　守　様

丹後　敬子　様 丹治　正允　様 丹重　智博　様

段原　亮治　様 崔　洛三　様 崔　準ホ　様

崔　洙林　様 崔　正剛　様 崔　永旭　様

陳　廷貴　様 筑井　徹　様 樗木　晶子　様

樗木　秀一　様 樗木　延夫　様 千代　愛　様

千田　昭　様 千田　博　様 千々岩　武陽　様

千葉　俊明　様 千葉　俊昭　様 千布　裕　様

車　皛暋　様 曹　正偉　様 張　鐘元　様

CHU　MEIFEN　様 張　宇馳　様 張　玉川　様

長　憲次　様 長　環　様 長　裕幸　様

張　瑶　様 帖佐　博文　様 千代田　哲谷　様

鄭　煥暻　様 鄭　允榮　様 陳　日斗　様

陳 泓儒　　様 陳　元　様 陳　元陽　様

陳　光斉　様 陳　都彦　様 陳涛，秦陽，陳露晞　様

鎮守　信弘　様 謝　家暉　様 陳　強　様

塚原　泉　様 塚水　努　様 塚本　潔　様

塚本　桂子　様 塚本　浩二　様 塚本　成男　様

塚本　美登利　様 塚本　義孝　様 築山　浩二　様

築山　鉄平　様 築山　能大　様 柘植　康行　様
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柘植　義文　様 津﨑　慎二　様 辻　克夫　様

辻　潔　様 辻　久見子　様 辻　隆宏　様

　裕美　様 辻　光弘　様 辻　康孝　様

辻　礼　様 辻井　正人　様 辻岡　貴治　様

田　重男　様 塚　隆　様 本　章　様

本　育子　様 辻本　陽子　様 津田　清隆　様

津田　康樹　様 津田　隆志　様 津田　秀行　様

津田　裕子　様 津田　みどり　様 津田　祐作　様

土田　肇　様 土田　博　様 土田　充義　様

土橋　加伸　様 土本　晃裕　様 土本　重雄　様

土谷　一弘　様 土屋　邦喜　様 土屋　健一　様

土屋　直知　様 土屋　洋　様 土山　健介　様

筒井　修　様 筒井　勝美　様 筒井　幸子　様

筒井　伸一　様 筒井　陽雄　様 續　省三　様

續　輝久　様 堤　いずみ　様 堤　清行　様

堤　純一郎　様 堤　庄一郎　様 堤　祥子　様

堤　隆夫　様 堤　隆　様 堤　次雄　様

堤　将和　様 堤　八恵子　様 堤　泰博　様

堤　祐司　様 堤　亮介　様 常岡　正子　様

常岡　雅美　様 常賀　敬史郎　様 恒川　優生　様

恒松　昭　様 常松　卓巨　様 常行　久夫　様

恒吉　香保子　様 恒吉　淳子　様 恒吉　法海　様

恒吉　正澄　様 津野　純一　様 椿　博之　様

坪井　正治　様 坪内　寛　様 都間　淳基　様

津村　弘　様 津山　孝人　様 都留　寛治　様

鶴　健一　様 都留　健二郎　様 津留　昭二　様

都留　秀之　様 津留　克史　様 靏川　洋　様

鶴﨑　新一郎　様 鶴﨑　隆美　様 鶴崎　直樹　様

鶴瀬　千絵　様 鶴田　絵美　様 鶴田　清子　様
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鶴田　悠　様 鶴田　英雄　様 鶴田　幸　様

鶴留　佳代　様 鶴留　秀一　様 鶴野　玲治　様

鶴丸　俊美　様 鶴屋　和彦　様 出口　権一郎　様

出口　眞　様 出﨑　洋介　様 手柴　光信　様

手嶋　秀彰　様 手嶋　正昭　様 手嶋　靖久　様

手島　るり　様 手塚　登　様 デフランコ　真子　様

出山　光一　様 寺尾　文恵　様 寺岡　健吾　様

寺坂　禮治　様 寺嵜　亨　様 寺﨑　洋平　様

寺下　哲也　様 寺下　登　様 寺下　真由美　様

寺園　成宏　様 寺田　和道　様 寺田　久美子　様

寺田　浩一　様 寺田　充伸　様 寺田　善博　様

寺地　耕造　様 寺辻　忠則　様 寺元　郁人　様

寺本　振透　様 寺本　徹　様 寺本　憲央　様

寺山　敦　様 寺山　豊　様 照井　元基　様

照沼　美穂　様 土居　克実　様 土井　俊郎　様

土井　啓郁　様 土井　康子　様 戸井田　力　様

藤　公博　様 藤　栄　様 藤　伸裕　様

藤　伸裕　様 藤　伸裕　様 藤　伸安　様

藤　正昭　様 藤　也寸志　様 道久　義美　様

東郷　清次　様 東城　朱美　様 東條　和央　様

藤條　邦裕　様 東定　宣昌　様 堂地　勉　様

東野　利夫　様 桃原　健二　様 銅直　春雄　様

東保　裕の介　様 當眞　千賀子　様 堂前　直行　様

遠矢　勇作　様 渡嘉敷　義浩　様 砥上　順一　様

戸上　智砂子　様 砥上　照美　様 戸川　花泉　様

戸川　淳二　様 土岐　圭子　様 土岐　学　様

時枝　正昭　様 時髙　豊彦　様 時任　康弘　様

時松　正史　様 徳浦　保夫　様 德重　稔　様

徳田　賢太郎　様 徳田　孝行　様 徳田　将典　様
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徳地　正純　様 徳冨　幸平　様 徳留　信寛　様

徳永　えり子　様 徳永　賢一　様 德永　皓一　様

徳永　哲　様 徳永　衆一　様 徳永　清吾　様

徳永　ちなみ　様 徳永　寿幸　様 徳永　秀信　様

徳永　雅久　様 徳永　充孝　様 德永　泰彦　様

德永　幸彦　様 徳永　淑彦　様 徳久　隆裕　様

德久　雅弘　様 徳弘　龍夫　様 徳升　由利子　様

徳村　和明　様 德本　正彦　様 德本　穰　様

德安　泰子　様 徳山　浩一郎　様 徳山　世雄　様

床嶋　敦子　様 所　昭宏　様 戸崎　宏正　様

戸澤　眞也　様 戸島　信一　様 利光　吉彦　様

戸田　武二　様 戸田　智博　様 戸田　宏子　様

栃原　比呂志　様 栃原　裕　様 戸塚　精一　様

東狐　徹哉　様 十時　忠秀　様 外波　雅史　様

利根　哲二　様 殿川　道夫　様 戸原　義男　様

飛松　薫　様 飛松　省三　様 泊　真二　様

冨浦　洋一　様 冨岡　武　様 富岡　光直　様

富川　武記　様 富川　盛雅　様 富崎　武士　様

富﨑　松代　様 富重　和之　様 冨重　光則　様

富田　一志　様 冨田　浩史　様 富田　豊　様

富田　寛　様 冨永　一成　様 冨永　一彦　様

冨永　賢治　様 富永　崇司　様 冨永　操　様

冨永　光裕　様 富永　康子　様 富永　義一　様

冨永　義浩　様 富永　隆治　様 冨松　一隆　様

富松　潔　様 富本　一幸　様 冨本　幸子　様

冨山　敏秀　様 富吉　釉章　様 留場　啓　様

留場　留美子　様 友池　仁暢　様 友清　淳　様

友杉　貴一　様 友田　燁夫　様 友田　信太郎　様

知足　美加子　様 朝永　賢一郎　様 朝長　弘道　様
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朝長　正道　様 友納　智一郎　様 友寄　隆彦　様

友寄　喜樹　様 友利　隆俊　様 外山　智美　様

外山　智秀　様 外山　雅一　様 外山　靖朗　様

豊沢　真代　様 豊島　里志　様 豊嶋　健史　様

豊島　光雄　様 豊島　義博　様 豊島　玲子　様

豊田　敬介　様 豊田　隆雄　様 豊田　文俊　様

豊田　雅子　様 豊田　泰久　様 豊永　敏宏　様

豊永　三紀雄　様 豊野　孝　様 豊原　清臣　様

豊原　昌樹　様 豊原　充子　様 豊福　明　様

豊村　研吾　様 鳥井　淳平　様 鳥飼　英助　様

鳥飼　浩平　様 鳥飼　隆顕　様 鳥越　徹也　様

鳥越　年髙　様 鳥巣　久美子　様 鳥巣　岳彦　様

鳥巣　剛弘　様 取違　辰郎　様 戸渡　久志　様




