
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

何　希倫　様 甲斐　貞子　様 甲斐　諭　様

甲斐　重武　様 甲斐　敬浩　様 甲斐　佐　様

甲斐　哲也　様 甲斐　博子　様 甲斐　裕之　様

甲斐　雅之　様 甲斐　元茂　様 甲斐　之尋　様

甲斐　陽一郎　様 甲斐　芳昭　様 貝嶋　積　様

貝嶋　正信　様 海津　知緒　様 甲斐田　英俊　様

貝沼　吉之　様 貝原　信明　様 皆元　輝征　様

高　靖　様 垣内　弘雄　様 柿添　晶久　様

柿添　圭嗣　様 柿添　三郎　様 柿添　三郎　様

柿野　賢一　様 柿本　和枝　様 鍵本　忠尚　様

鍵谷　忠慶　様 鍵山　毅　様 加来　慶太　様

郭　姝蕾　様 加来　恒壽　様 加来　敏男　様

加久　雅之　様 郭　義胤　様 角田　智子　様

角田　佳充　様 角戸　功　様 角戸　千絵　様

鹿毛　剛　様 影浦　恵智子　様 掛地　吉弘　様

掛谷　一樹　様 景平　真明　様 掛本　和典　様

蔭山　昭二郎　様 影山　伸哉　様 影山　健彦　様

籠　寛之　様 鹿子生　健一　様 鹿児島　恵　様

笠井　秀城　様 笠谷　和男　様 風早　潤一　様

笠原　明　様 笠原　義晃　様 笠間　清伸　様

笠毛　敏宏　様 笠屋　千晶　様 鍛冶　静雄　様

梶岡　俊一　様 梶返　昭二　様 梶川　祐亮　様

加治木　弘幸　様 加治佐　和彦　様 加治佐　隼也　様

梶田　一枝　様 梶田　泰司　様 梶田　幸秀　様

貸谷　慶彦　様 梶原　豊　様 加嶋　晃成　様

鹿島　志奈乃　様 鹿嶋　しのぶ　様 鹿島　泰介　様

柏村　正道　様 梶山　千里　様 梶山　千鶴子　様

柏　修　様 柏木　征三郎　様 柏木　正　様

柏木　悠司　様 柏木　美乃　様 柏﨑　晴彦　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

柏田　圭一　様 柏原　央　様 梶原　啓子　様

梶原　健司　様 梶原　壤二　様 梶原　稔尚　様

梶原　秀明　様 梶原　洋海　様 梶原　和香子　様

加世田　繁　様 加世田　俊一　様 片岡　啓　様

片岡　徹　様 片岡　菜々子　様 片岡　佳三　様

片木　淳　様 片倉　喜範　様 片野　光男　様

片平　雄之　様 片藤　義明　様 片渕　洋介　様

片峰　建二　様 片山　威史　様 片山　勝之　様

片山　忠　様 嘉多山　直人　様 荊尾　嘉一　様

勝岡　直樹　様 甲木　昭雄　様 勝木　順子　様

香月　武　様 香月　武人　様 香月　正昭　様

加月　由美　様 勝田　篤　様 勝田　弥三郎　様

勝野　靖弘　様 勝本　英明　様 勝山　克哉　様

桂　秀樹　様 桂　浩一　様 桂　洋介　様

加藤　昭夫　様 加藤　功　様 加藤　和彦　様

加藤　聖子　様 加藤　憲司　様 加藤　功一　様

加藤　幸一　様 加藤　慈瑛　様 加藤　清一　様

加藤　隆　様 加藤　孝　様 加藤　哲夫　様

加藤　傳藏　様 加藤　直幸　様 加藤　日出夫　様

加藤　博明　様 加藤　宏和　様 加藤　弘司　様

加藤　弘正　様 加藤　富民雄　様 加藤　誠　様

加藤　正樹　様 加藤　真理子　様 加藤　三奈　様

加藤　めぐ　様 加藤　元博　様 加藤　泰司　様

加藤　豊　様 加藤　義博　様 加藤　嘉美　様

加藤守吉（遺族）加藤良英　様 門田　一隆　様 門田　雅子　様

門脇　知子　様 金井田　英雄　様 金出　英夫　様

金色　一憲　様 金柿　秀利　様 金澤　喜美　様

金沢　文高　様 金田　康正　様 金本　大成　様

金谷　晴一　様 金谷　久司　様 金谷　欣明　様
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◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

金山　真吾　様 金山　英三　様 金山　寛　様

蟹江　脩　様 鐘江　淳二　様 兼川　信夫　様

金川　洋　様 兼清　賢　様 金子　和裕　様

金子　邦之　様 金子　晃介　様 金子　真治　様

金子　たかね　様 金子　照之　様 金子　文子　様

金子　昌信　様 金子　陽佑　様 金子　陽明　様

兼田　米藏　様 金武　淑子　様 兼松　重任　様

兼松　隆　様 兼松　隆之　様 兼松　正　様

金丸　敬子　様 兼丸　敞　様 狩野　啓子　様

鹿野　伸二　様 狩野　俊秀　様 鹿野　菜穂子　様

加野　資典　様 加納　真由美　様 加納　光高　様

樺島　義幸　様 椛田　克明　様 椛田　聖孝　様

鏑木　時彦　様 釡　みや子　様 蒲田　昌治　様

釜谷　真史　様 竃　美和子　様 加美（西岡）　由紀子　様

神澤　聡　様 上瀧　賢三　様 紙谷　聡志　様

上之郷　正実　様 上平川　浩一　様 神村　彩子　様

上村　勝彦　様 上村　直己　様 神村　英利　様

上村　昌己　様 神本　一彦　様 神谷　佳織　様

上家　敏男　様 嘉村　起美子　様 亀井　秀郎　様

亀井　吉次　様 加茂　公平　様 鴨井　逸馬　様

蒲生　卓磨　様 蒲生　敏夫　様 鴨打　正浩　様

蒲地　晃　様 嘉屋　有晟　様 萱島　孝二　様

萱野　美和　様 萱原　実里　様 嘉山　啓　様

香山　不二雄　様 栢森　裕三　様 加用　春子　様

辛嶋　哲　様 辛島　大士　様 辛島　裕士　様

唐津　清彦　様 狩浦　幸弘　様 苅田　知英　様

刈屋　雅雄　様 仮屋園　璋　様 假屋園　秀彦　様

刈茅　初支　様 加留部　謙之輔　様 河合　啓介　様

河合　浩二　様 川井　修一　様 川井　崇　様
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川井　哲雄　様 河合　良信　様 河井田　研朗　様

川浦　幸治　様 河江　達也　様 川上　俊一　様

河上　博喜　様 川上　裕嗣　様 川上　幸弘　様

川上　義幸　様 川上　善行　様 川口　栄男　様

川口　大輔　様 川口　雅正　様 河口　智昭　様

川口　博士　様 川口　裕之　様 川口　靖浩　様

河口　豐　様 川口　嘉久　様 川久保　貫介　様

川越　健一郎　様 川越　敏明　様 川崎　満　様

川﨑　和夫　様 川崎　啓祐　様 川﨑　千之　様

川﨑　晃一　様 川崎　智子　様 川﨑　博　様

川崎　寛中　様 川崎　誠康　様 川崎　光敏　様

川﨑　靖　様 川崎　洋介　様 川路　則友　様

川島　鋼　様 川島　光太郎　様 川瀬　裕史　様

川添　健一郎　様 川添　智史　様 川添　陽子　様

川田　芳里　様 川田　俊展　様 河田　浩　様

河田　溥　様 川建　治　様 川建　康　様

河内　紘一　様 河地　洋子　様 川内野　大樹　様

河津　俊幸　様 河手　久弥　様 川床　利晴　様

川浪　祥子　様 川浪　悟　様 川波　孝子　様

川波　壽　様 河西　俊明　様 河野　彰弘　様

河野　晃　様 河野　聡　様 河野　俊輔　様

川野　真太郎　様 河野　澄夫　様 河野(北添）　友子　様

川野　並子　様 川野　秀昭　様 河野　秀美　様

河野　博巳　様 川野　雅樹　様 河野　正輝　様

河野　充　様 川野　裕市　様 河野　雄平　様

川野　陽一　様 川畑　千歳　様 河畑　俊明　様

川畑　三彦　様 川原　義成　様 河原　一彦　様

川原　伸也　様 川原　尚行　様 河原　仁志　様

河原　正裕　様 川原　みどり　様 川原　基文　様
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川平　建次郎　様 川渕　優　様 川辺　ナンシー尚子　様

川村　英司　様 川村　浩司　様 河村　修二　様

河村　俊郎　様 河村　誠一　様 川村　高・たみ子　様

川村　孝裕　様 川村　治子　様 川村　秀哉　様

川邑　正男　様 河村　三徳　様 河村　良昭　様

河村　禎浩　様 川村　隆一　様 川本　勝正　様

川本　憲一　様 川本　淳平　様 河本　貴雄　様

河本　直之　様 川本　至洋　様 川森　越二　様

河原田　實　様 河原畑　勇　様 瓦林　淳　様

瓦林　達比古　様 姜　益俊　様 姜　學模　様

菅　浩伸　様 菅　弘文　様 神尾　敬子　様

神﨑　眞人　様 神崎　寛　様 神田　匠　様

神田　敏和　様 神田　豊　様 神田　慶也　様

神田橋　條治　様 神戸　弥生　様 上村　裕一　様

姫　艶彦　様 紀伊　和徳　様 菊　秀史　様

菊川　浩徳　様 菊川　誠　様 菊川　律子　様

菊武　惠子　様 菊池　郁夫　様 木口　量夫　様

・  地　恭三　様 菊地　英樹　様 菊池　仁志　様

菊池　文彬　様 木佐木　卓郎　様 木佐貫　靖夫　様

木佐貫　芳広　様 岸　厚至　様 岸　勝彦　様

岸　克洋　様 岸　克好　様 岸　哲也　様

岸　益實　様 岸川　啓介　様 岸川　慎一郎　様

岸川　政信　様 岸川　良三　様 岸田　壮右　様

岸田　徹　様 木下　瑞夫　様 岸田　恭允　様

岸原　健二　様 貴島　均　様 喜島　裕剛　様

岸本　悦央　様 岸本　源次　様 岸本　忠三　様

岸本　泰洋　様 木田　茂夫　様 喜多　省保　様

喜多　正鎮　様 北　昌功　様 北　恵　様

北岡　卓也　様 北川 功　様 北川　晋二　様
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北川　照芳　様 北川　敏明　様 北川　直毅　様

北川　晴朗　様 北川　昌幸　様 北川　稜来　様

北口　毅　様 北里　勝利　様 北里　良光　様

北島　一孝　様 北園　孝成　様 北園　裕子　様

北田　輝彦　様 北辻　稔　様 北野　明子　様

北野　亀三郎　様 北野　三郎　様 北野　素和子　様

北野　正剛　様 北野　麻衣　様 北野　雅治　様

北野　嘉文　様 北波　幹　様 北畠　卓実　様

北濱　孝　様 北原　亨　様 北原　敏充　様

北原　靖久　様 北村　邦彦　様 北村　憲司　様

北村　公一　様 喜多村　精一　様 北村　哲朗　様

北本　江梨奈　様 北山　広樹　様 木附　康　様

木寺　敬一郎　様 木寺　義郎　様 城戸　健　様

木戸　大　様 城戸　大志　様 城戸　龍雄　様

城戸　雅章　様 城戸　雅和　様 城戸　正詩　様

城戸　瑞穗　様 城戸　峰子　様 木戸　睦雄　様

城戸　守夫　様 城戸　幸博　様 木戸　玲子　様

木藤　浩之　様 鬼頭　政勝　様 木道　義雄　様

木梨　尚美　様 木下　俊則　様 木下　勝弘　様

木下　清弓　様 木下　賢二　様 木下　謙治　様

木下　健　様 木下　武久　様 木下　智見　様

木下　朋弘　様 木下　仁　様 木下　昌和　様

木下　政克　様 木下　昌浩　様 木下　隆介　様

木林　町子　様 木原　昭裕　様 木原　孝治　様

木原　節子　様 木原　力　様 木原　廣美　様

木原　溥幸　様 木原　真俊　様 木原　優文　様

木原　康　様 木原　泰信　様 木原　泰裕　様

木原　留美子　様 木船　至樹　様 儀間　朝直　様

儀間　裕　様 君島　裕　様 君塚　信夫　様
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君付　隆　様 金　京姫　様 金　錫權　様

金　大雄　様 木村　孝子　様 木村　凱彰　様

木村　菊子　様 木村　慶二　様 木村　健一郎　様

木村　奨　様 木村　精之　様 木村　專太郎　様

木村　妙子　様 木村　務　様 木村　俊夫　様

木村　範孝　様 木村　英隆　様 木村　英治　様

木村　弘　様 木村　浩幸　様 木村　宏之　様

木村　昌代　様 木村　優　様 木村　幹久　様

木村　裕一　様 木村　優花　様 木村　洋子　様

木村　洋次郎　様 木村　吉伸　様 木元　克治　様

木本　功祐　様 木本　太　様 木元　裕二　様

客野　寿誠　様 木山　次郎　様 木山　義朗　様

喜屋武　浩　様 久間　義文　様 久本　由香里　様

久良木　恵里　様 許　偉剛　様 経塚　雄策　様

清川　博之　様 玉泉　幸一郎　様 清澤　恵理子　様

清澤　晋　様 清島　保　様 清末　隆　様

清須美　匡洋　様 淨住　護雄　様 清瀬　隆　様

清田　史功　様 清永　誠　様 清野　滋美　様

清廣　哲之　様 清藤　充昭　様 清松　智　様

清水　豊　様 吉良　今朝芳　様 吉良　潤一　様

桐野　美孝　様 桐生　美麿　様 金　慶姫　様

金　聖浩　様 金　政浩　様 金城　直　様

金城　信博　様 金城　満　様 久我　尚之　様

久木田　明子　様 久木田　毅　様 久木田　敏夫　様

釘宮　敏定　様 釘宮　政枝　様 釘宮　正往　様

久下　理　様 日下部　和宏　様 日下部　二三紀　様

草刈　伸一郎　様 草苅　友子　様 草苅　英男　様

草川　康世　様 草場　公宏　様 草場　治雄　様

草村　光　様 久志本　日出子　様 楠川　晃　様
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楠田　雅彦　様 楠田　道子　様 楠田　泰敏　様

楠木　孝子　様 楠木　悠也　様 楠村　正治　様

楠本　久美　様 楠本　宏記　様 久田　友治　様

工藤　章寛　様 工藤　英治　様 工藤　和彦　様

工藤　健詞　様 工藤　俊治　様 工藤　祥　様

工藤　二郎　様 工藤　正邦　様 工藤　光俊　様

工藤　慈士　様 久戸瀬　修次　様 國枝　正　様

國久保　浩二　様 國武　順子　様 國武　豊喜　様

國武　実貴男　様 国広　正樹　様 國本　武志　様

國吉　栄賢　様 國吉　真永　様 久能　寿男　様

久原　美保　様 久保　晃弘　様 久保　京平　様

久保　秀郎　様 久保　春治　様 久保　進　様

久保　進　様 久保　貴彦　様 久保　千春　様

久保　英和　様 久保　浩　様 久保　文子　様

窪　みどり　様 久保　慶朗　様 久保　善博　様

久保　隆太　様 久保田　修　様 久保田　晃　様

久保田　次郎　様 久保田　哲也　様 久保田　通　様

久保田　徹　様 久保田　俊彦　様 久保田　直子　様

久保田　博　様 久保田　弘保　様 窪田　正和　様

久保田　祐信　様 久保田　盛利　様 久保谷　豊　様

久保山　徹　様 隈　宗晴　様 隈　善貴　様

熊井　昭彦　様 熊井　英水　様 熊井　三治　様

熊谷　和人　様 熊谷　修三　様 熊谷　妙子　様

熊谷　洋幸　様 熊谷　康彦　様 熊谷　妙　様

熊澤　淨一　様 熊澤　威　様 熊野　厚司　様

熊野　祐司　様 熊丸　敏博　様 熊丸　渉　様

隈本　健司　様 久米　篤　様 久米　只彦　様

久米　朋宣　様 公文　新　様 公文　輝彦　様

倉　淳二　様 倉岡　晃夫　様 倉員　康行　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

蔵田　副雄　様 倉谷　重嗣　様 倉恒　匡德　様

倉富　覚　様 倉富　史枝　様 倉富　陽子　様

倉成　賢治　様 倉野　彰比古　様 倉橋　志歩　様

倉橋　隆郎　様 藏原　一郎　様 藏藤　共存　様

倉光　正太郎　様 蔵元　英一　様 蔵元　宏樹　様

栗木　猛　様 栗栖　浩二郎　様 栗田　隆弘　様

栗並　登紀男　様 栗林　忠信　様 栗原　孝嘉　様

栗原　正子　様 栗村　康雄　様 栗本　昭雄　様

栗山　寛二　様 栗山　次郎　様 栗山　経渡　様

黒石　博行　様 黒岩　一夫　様 黒岩　圭子　様

黒岩　耕　様 黒岩　俊郎　様 黒岩　雄二　様

黒岩　竜大　様 黒川　徹　様 黒川　宜利　様

黒川　美知子　様 黒川　義孝　様 黒川　芳孝　様

黒木　あけみ　様 黒木　英二　様 黒木　和彰　様

黒木　賀代子　様 黒木　恵子　様 黒木　晃一　様

黒木　昌一　様 黒木　敬士　様 黒木　卓也　様

黒木　博　様 黒木　裕太　様 黒木　真琴　様

黒木　良和　様 黒沢　幸治　様 黒島　隆　様

黒瀬　克之　様 黒瀬　光一　様 黒瀬　重幸　様

黒瀬　信太郎　様 黒田　和子　様 黒田　健一　様

黒田　賢一　様 黒田　節哉　様 黒田　照夫　様

黒田　宏　様 黒田　正治　様 黒谷　浩史　様

黒松　千春　様 黒安　達彦　様 桑崎　邦子　様

桑鶴　利香　様 桒取　敬二郎　様 桑野　榮一　様

桑野　博行　様 桑野　信彦　様 桑畑　克彦　様

桑畑　康久　様 桑原　謙二　様 桑原　正三郎　様

桑原　健　様 桑本　新吾　様 桑元　勉　様

郡家　德郎　様 郡島　恒昭　様 GERMER ANDREA　様

元　永三　様 権丈　信弘　様 検見崎　兼秀　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

劒持　宗宏　様 故　小林　宏　家族　様 顧　炯炎　様

鯉川　和行　様 小池　佐知子　様 小池　徹治　様

小池　泰　様 小池　優子　様 小池　陽一　様

小泉　真凜　様 小泉　隆司　様 肥塚　健治　様

小出　太郎　様 項　宇飛　様 江　丹　様

神　日出男　様 幸尾　治朗　様 甲賀　新　様

幸喜　善福　様 神毛　恵　様 好澤　実　様

好士崎　宰雄　様 神志那　武史　様 向上　邦彦　様

幸節　雄二　様 香田　史朗　様 香田　徹　様

幸田　昌則　様 神武　健也　様 神武　壯　様

合谷　英毅　様 河内　清司　様 河内　政和　様

上妻　隆昌　様 神殿　正二郎　様 河野　愰　様

河野　一郎　様 河野　務　様 向野　利彦　様

河野　俊行　様 河野　友子　様 河野　仁志　様

河野　博之　様 河野　文宏　様 河野　正道　様

河野　通宏　様 河野　光子　様 河野　裕美子　様

向野　良介　様 鴻江　俊治　様 河本　祐一　様

神谷　真美　様 幸山　達　様 高良　悦子　様

興梠　知子　様 郡山　未樹子　様 古賀　昭男　様

古賀　脩　様 古賀　和夫　様 古閑　一憲　様

古賀　邦子　様 古賀　恵義　様 古賀　俊逸　様

古閑　たか子　様 古賀　隆則　様 古賀　千種　様

古賀　哲也　様 古賀　徹　様 古賀　徹　様

古賀　俊樹　様 古賀　ともゑ　様 古賀　友英　様

古賀　典篤　様 古賀　のり子　様 古賀　肇　様

古賀　久大　様 古賀　久尚　様 古賀　寿紀　様

古閑　日出見　様 古賀　英也　様 古賀　博明　様

古賀　大敏　様 古賀　真　様 古賀　正章　様

古賀　雅規　様 古賀　大　様 古賀　道弘　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

古賀　靖子　様 古賀　裕子　様 古賀　行雄　様

古賀　洋子　様 古賀　芳秋　様 古賀　禧子　様

古賀　理恵子　様 古閑　隆二　様 古賀　龍之介　様

谷　学軍　様 國分　英臣　様 國分　裕二　様

國米　稔　様 小倉　嘉弘　様 小材　北斗　様

小坂　尚弘　様 小坂　亮　様 小塩　基子　様

小島　寛規　様 小島　昭男　様 児島　勝哉　様

児島　達美　様 小島　哲夫　様 小島　哲也　様

小嶋　亨　様 小嶋　俊章　様 小島　俊彦　様

小島　友幸　様 小島　憲二　様 小島　浩彦　様

児島　宗昭　様 小嶋　泰家　様 越山　靖夫　様

小瀬　駿希　様 小舘　三郎　様 小谷　啓太　様

小谷　穣治　様 児玉　勇　様 児玉　一郎　様

児玉　悦子　様 児玉　直　様 児玉　匠　様

児玉　寿章　様 小玉　益生　様 児玉　弥奈子　様

児玉　嘉生　様 小坪　宏成　様 小鶴　三男　様

小手川　勤　様 小寺　隆　様 小寺山　亘　様

後藤　章仁　様 後藤　篤　様 五藤　千明　様

後藤　和彦　様 五島　嘉津也　様 後藤　健一　様

古藤　健司　様 後藤　健志　様 後藤　純　様

後藤　真朋　様 後藤　貴文　様 伍藤　忠春　様

後藤　達郎　様 後藤　哲哉　様 後藤　智子　様

五島　伸幸　様 後藤　久勝　様 五島　寛　様

後藤　正恒　様 後藤　正人　様 後藤　正利　様

後藤　雅彦　様 後藤　雅宏　様 後藤　雅宏　様

五島　應安　様 後藤　康治　様 後藤　優子　様

後藤　由紀　様 後藤　暢子　様 後藤　玲子　様

小西　高之　様 小西　雅治　様 此枝　洋子　様

許斐　康煕　様 木實　新一　様 許斐　ナタリー　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

許斐　裕之　様 小橋　修　様

小橋　一彌　様 小林　啓治　様

小林　晶　様 小林　一奈　様

小林　邦男　様 小林　邦久　様

小林　健太郎　様 小林　順一　様

小林　武徳　様 小林　民憲　様

小林　恒喜　様 小林　央雄　様

小林　稔昌　様 小林　知美　様

小林　伸行　様 小林　宏光　様

小林　宏行　様 小林　正利　様

小林　靖行　様 小林　怜央　様

小原　啓一　様 小牧　元　様

小松　晶絵　様 小松　武邦　様

小松　利光　様 小溝　和雄　様

小嶺　信一郎　様 小宮　紀史　様

小宮　啓義　様 小宮山　博朗　様

小無田　大翔　様 薦田　貴久　様

薦田　美季　様 小森　晶　様

小森　光希　様 小森田　憲繁　様

子安　直子　様 小栁　利宏　様

古谷野　潔　様 KORNATOWSKI 
GEERHARDT　様

是永　大輔　様 是松　忍　様

近　昭夫　様 近藤　晃　様

近藤　修　様 近藤　加代子　様

近藤　久仁子　様 近藤　研二　様

近藤　しおり　様 權藤　重喜　様

近藤　重信　様 近藤　立子　様

權藤　鶴雄　様 権藤　久司　様

近藤　秀春　様

木庭　義則　様

小濵　悟志　様

小林　泉　様

小林　・  彦　様

小林　咲栄　様

小林　玉季　様

小林　哲也　様

小林　俊哉　様

小林　寛郎　様

小林　真幸　様

小林　善郎　様

小吹　千景　様

小松　健二　様

小松　正範　様

小宮　智幸　様

小宮山　荘太郎　様

米谷　卓郎　様

古本　加津江　様

小森　常喜　様

小柳　左門　様

小山　徹也　様

是久　洋一　様

近藤　皓彦　様

近藤　勝彦　様

近藤　恵子　様

權藤　重雄　様

近藤　孝広　様

近藤　哲男　様

近藤　通弘　様 権藤　元治　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ か 行）個人（ （2022年05月31日現在）

近藤　義和　様 近藤　隆一郎　様




