
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

内藤　誠二　様 内藤　敏也　様 内藤　大翔　様

内藤　雄介　様 直野　茂　様 那賀　政信　様

仲　佳子　様 永井　清仁　様 仲井　清文　様

長井　久仁雄　様 長井　哲　様 永井　純一　様

永井　進　様 中井　孝　様 永井　利郎　様

長井　治樹　様 永井　治彦　様 長井　政典　様

永井　幹男　様 中井　吉英　様 長家　智子　様

長石　健　様 永浦　智子　様 永浦　洋彦　様

長永　早苗　様 永江　豊　様 中尾　敦子　様

中尾　一樹　様 中尾　和子　様 中尾　花蓮　様

中尾　賢誠　様 中尾　司　様 長尾　亜夫　様

中尾　哲也　様 中尾　敏明　様 中尾　久子　様

中尾　英樹　様 中尾　秀美　様 中尾　博美　様

中尾　弘之　様 長尾　匡憲　様 中尾　実樹　様

仲尾　美咲　様 中尾　みどり　様 永尾　玲子　様

長岡　明生　様 長岡　魁人　様 中垣　修　様

中垣　健　様 中垣　博之　様 中垣　充　様

中垣　泰種　様 中垣　喜彦　様 中川　晃成　様

中川　昭彦　様 中川　英二　様 中川　健一郎　様

中川　悟　様 中川　庄司　様 中川　貴　様

中川　隆　様 中川　尚志　様 中川　拓　様

中川　哲也　様 中川　知之　様 中川　信隆　様

中川　久機　様 中川　泰年　様 中川　博正　様

中川　真亀夫　様 中川　政毅　様 中川　正洋　様

中川　正裕　様 中川　由美　様 中川　義朗　様

中川原　章　様 中川原　三和子　様 中河原　義啓　様

永木　正和　様 中北　理　様 長倉　孝行　様

中倉　敏行　様 中坂　友香　様 長嵜　彰　様

長嵜　真由美　様 長﨑　裕司　様 長迫　有紀　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

中里　文子　様 中里　一幾　様 中里　一成　様

永里　壮一　様 永澤　逸郎　様 長澤　一成　様

長澤　浩平　様 長澤　志麻子　様 長澤　誠二　様

永重　雅守　様 中島　昭彦　様 長嶋　昌代　様

中島　晃　様 中嶋　亜志火　様 中島　和博　様

中島　一之　様 中島　貴美子　様 中島　邦彦　様

中島　敬介　様 中島　淳平　様 中島　匠一　様

中島　清一　様 中嶋　征子　様 中島　孝夫　様

中島　崇　様 中島　孝行　様 中島　武子　様

中嶋　丈史　様 中島　武　様 中島　達優　様

中島　哲雄　様 永嶋　哲也　様 中島　照子　様

中島　敏彦　様 永島　知子　様 中島　徳洋　様

中島　秀彰　様 中島　英治　様 中島　均　様

中島　浩範　様 中島　啓雅　様 中島　文香　様

中島　誠　様 永嶋　政人　様 中島　正博　様

中島　正美　様 永嶋　又次郎　様 中島　幹雄　様

中島　光久　様 中島　充　様 長島　美年子　様

中島　康貴　様 中島　康晴　様 中島　康秀　様

中島　夢人　様 永島　洋子　様 中島　佳江　様

中島　祥好　様 中島　若菜　様 永末　秀一　様

永末　伸生　様 永末　昌也　様 中住　義晴　様

永瀬　隆義　様 永瀨　徳美　様 仲曽根　昇　様

中園　章　様 中園　聡　様 中園　貴子　様

中園　良行　様 中園　利一郎　様 永田　耕作　様

永田　和麿　様 永田　健吾　様 長田　重信　様

永田　茂行　様 名方　俊介　様 永田　頌史　様

永田　真一　様 中田　新一郎　様 長田　孝彦　様

長田　琢海　様 永田　武明　様 永田　武陽　様

永田　哲也　様 永田　年　様 永田　俊彦　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

永田　倫之　様 永田　弘・靖子　様 永田　雅子　様

中田　稔　様 永田　實則　様 長田　裕司　様

永田　行博　様 中楯　潔　様 仲谷　信子　様

中玉利　祥子　様 中津　篤　様 永津　治　様

中津　健之　様 長津　結一郎　様 中逵　常吉　様

永利　義久　様 中富　満城　様 永留　佳明　様

長友　周公　様 長友　邦彦　様 長友　国安　様

長友　ひとみ　様 長鳥　道生　様 中並 尚幸　様

中西　新二　様 中西　常道　様 中西　利和　様

中西　英輔　様 中西　博　様 中西　眞之　様

中西　裕一郎　様 中西　勇助　様 中西　洋一　様

中西　芳一　様 中根　勲　様 中根　雄二　様

中野　晶子　様 中野　逸郎　様 中野　和彦　様

長野　邦裕　様 中野　啓子　様 中野　賢二　様

中野　健二郎　様 長野　紘一　様 中野　幸二　様

中野　幸三　様 長野　作郎　様 永野　純　様

中野　嗣久　様 永野　哲　様 長野　哲朗　様

中野　敏昭　様 長野　稔男　様 中野　富博　様

中野　寛子　様 長野　博志　様 中野　昌彦　様

中野　昌弘　様 中野　誠之　様 永野　真智子　様

中野　学　様 中野　道彦　様 中野　美千代　様

中野　光男　様 中野　靖明　様 中野　ヤチヨ　様

永野　嘉子　様 中野　芳輔　様 長野　義久　様

永野　圭哉　様 永野間　一成　様 永野間　昌代　様

中ノ森　哲朗　様 中畑　圭二　様 長濵　圭一　様

長浜　正明　様 長濵　洋輔　様 中原　豊　様

中原　梢　様 中原　順子　様 中原　卓彦　様

中原　秀人　様 中原　真希子　様 中原　征彦　様

中原　祐典　様 中原　善朗　様 中原　良介　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

中平　賢吾　様 中房　祐司　様 永淵　正法　様

永渕　正昭　様 永渕　幸久　様 中別府　雄作　様

中間　翼　様 永松　薫　様 永松　弘充　様

永松　文夫　様 永水　伸一　様 中溝　幸夫　様

中溝　忠夫　様 中溝　公次　様 中溝　慶生　様

中道　浩司　様 中道　智美　様 中道　保信　様

長峰　純治　様 長嶺　優　様 中牟田　博敬　様

中村　一太　様 中村　修　様 中村　一樹　様

中村　一彦　様 中村　和正　様 中村　君義　様

中村　邦喜　様 中村　晋之　様 中村　惠子　様

中村　謙一　様 中村　元一　様 中村　健一郎　様

中村　紘　様 中村　さとみ　様 中村　滋延　様

中村　周三　様 中村　淳二　様 中村　昭一　様

中村　松三　様 中村　誠司　様 中村　清治　様

中村　説男　様 中村　大輔　様 中村　孝　様

中村　高志　様 中村　哲之　様 中村　辰郎　様

中村　哲也　様 中村　敏己　様 中村　知子　様

中村　直子　様 中村　直寿　様 中村　奈良江　様

中村　伸子　様 中村　初男　様 中村　比古夫　様

中村　英美　様 中村　浩昭　様 中村　博樹　様

名嘉村　博　様 中村　洋志　様 中村　寛　様

中村　博美　様 中村　匡利　様 中村　正憲　様

中村　雅史　様 中村　美亜　様 中村　三千男　様

中村　貢　様 中村　光孝　様 中村　美幸　様

中村　美和子　様 中村　元臣　様 中村　素子　様

中村　保夫　様 中村　靖　様 中村　嘉彦　様

中村　嘉文　様 中村　義光　様 中村　嘉之　様

中本　晃　様 中本　弦希　様 中本　憲伸　様

中元　基嗣　様 中本　洋介　様 中本　善則　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

仲矢　道雄　様 中山　善弘　様 中山　郁夫　様

中山　英二　様 中山　悦治　様 永山　一男　様

中山　和典　様 中山　万弘　様 中山　義紹　様

中山　クニ子　様 中山　久美子　様 中山　健二　様

中山　浩次　様 中山　沙穂　様 中山　省三　様

中山　二郎　様 中山　貴央　様 中山　高志　様

中山　隆　様 中山　託麻　様 中山　健　様

中山　晴郎　様 中山　秀樹　様 中山　宏明　様

中山　浩　様 中山　博識　様 中山　裕文　様

中山　弘幸　様 中山　政明　様 中山　正登　様

中山　正敏　様 中山　瑞穂　様 中山　美穂　様

中山　安博　様 中山　良一　様 中山　義崇　様

仲山　隆一　様 中山　龍一　様 永吉　剛志　様

永吉　敏郎　様 永吉　ハルカ　様 長吉　日向太　様

中吉　寛明　様 名倉　基充　様 名倉　涼太　様

南島　広治　様 夏目　みさき　様 夏目　廉太郎　様

七蔵司　淳子　様 鍋島　馨　様 鍋島　種信　様

鍋藤　睦美　様 生井　友農　様 波木　英樹　様

並松　秀樹　様 名本　幹雄　様 奈良　正人　様

奈良岡　準　様 楢﨑　光雄　様 奈良間　恒晴　様

楢本　純一　様 成枝　宏人　様 成清　勝利　様

成清　耕一　様 成富　一哉　様 成瀬　博之　様

成宮　哲也　様 成宮　直美　様 名和田　茂生　様

名和田　新　様 南條　貴哉　様 南石　晃明　様

難波　明日香　様 難波　賢治　様 難波　隆志　様

難波　克輝　様 南里　一夫　様 南里　豪志　様

新居　俊作　様 二井　偉暢　様 新津　勝二　様

新名　規明　様 新原　健生　様 新見　悠真　様

新山　碩人　様 新納　宏昭　様 丹生　知里　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

贄川　やよい　様 仁戸田　元氣　様 二階　哲朗　様

西　喬司　様 西　敬子　様 西　恵子　様

西　憲一郎　様 西　淳一郎　様 西　聖一　様

西　宏之　様 西　正美　様 西　優輝　様

西　義久　様 西　芳寛　様 西尾　和郎　様

西尾　信彦　様 西岡　誠治　様 西岡　真人　様

西岡　裕治　様 西川　正夫　様 西川　徹　様

西川　直希　様 西川　佳子　様 西木　一夫　様

西木　清美　様 錦織　亮介　様 西﨑　隆　様

西﨑　眞理　様 西澤　圭一　様 西澤　優子　様

西嶋　治　様 西嶋　克豊　様 西嶋　勝之　様

西島　潤　様 西嶋　武　様 西條　美穂　様

西住　昌裕　様 西園　直幸　様 西園　昌久　様

西田　文子　様 西田　智　様 西田　俊介　様

西田　愼二　様 西田　真三　様 西田　美香　様

西田　充男　様 西田　泰伸　様 西田　寿一　様

西谷　聡　様 西谷　弘　様 西出　裕輔　様

西野　裕貴　様 西野　雅明　様 西野　康　様

西原　崚河　様 西原　昭義　様 西原　一善　様

西原　恒輔　様 西原　択海　様 西原　忠　様

西原　智恵　様 西原　英徳　様 西原　汎子　様

西原　正治　様 西原　正通　様 西平　修　様

西平　竹夫　様 西堀　麻衣子　様 西間　三馨　様

西俣　浩和　様 西見　有二　様 西村　明　様

西村　篤乃　様 西村　勝彦　様 西村　謙一　様

西村　賢二　様 西村　重雄　様 西村　順一　様

西村　潤二　様 西村　正太郎　様 西村　恒和　様

西村　透　様 西村　尚朋　様 西村　寛治　様

西村　英紀　様 西村　稔　様 西村　優作　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

西本　進　様 西本　毅治　様 西森　英敏　様

西森　正晃　様 西山　一雄　様 西山　重和　様

西山　俊一　様 西山　準一　様 西山　多嘉・　様

西山　尚宏　様 西山　晴幸　様 西山　陽造　様

西山　芳喜　様 西山　良二　様 西賴　正次　様

仁田畑　和　様 仁田原　義信　様 仁田原　浩明　様

新田　由規子　様 蜷川　利彦　様 二宮　潤治　様

二宮　英彰　様 二宮　啓聡　様 二宮　誠　様

二ノ宮　裕三　様 丹生　恵子　様 仁保　喜之　様

二村　聖太郎　様 貫　正義　様 布上　董　様

沼　愼二　様 沼田　倫征　様 根本　幸枝　様

根本　道也　様 盧　正官　様 農　新介　様

能智　星悟　様 納富　継宣　様 納富　登美子　様

能美　秀彦　様 乃美　正哉　様 野方　良輔　様

野上　一男　様 野上　寛五郎　様 野上　浩孝　様

野上　大史　様 野北　和宏　様 野口　郁子　様

野口　邦彦　様 野口　士朗　様 野口　志郎　様

野口　高明　様 野口　裕行　様 野口　正紀　様

野口　康男　様 野口　洋一　様 野﨑　修一　様

野崎　剛弘　様 野崎　雅裕　様 野島　一彦　様

野島　雅寛　様 野島　光史　様 野尻　武生　様

野瀬　健　様 野添　徹　様 野田　公樹　様

野田　敦子　様 野田　修　様 野田　清志　様

野田　康二　様 野田　浩司　様 野田　淳嗣　様

野田　尚一　様 野田　慎也　様 野田　誠一郎　様

野田　隆子　様 野田　智子　様 野田　宏美　様

野田　百美　様 野田　康宣　様 野田　有道　様

野田　るみ　様 野中　明人　様 野中　一秀　様

野中　昭二郎　様 野中　直子　様 野中　学　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ な 行）個人（ （2022年05月31日現在）

野中　保晃　様 野中　良一　様 野波　和朗　様

信澤　建　様 信末　公孝　様 信友　浩一　様

野間　徳己　様 野見山　駿　様 野見山　進　様

野見山　泰男　様 野村　新　様 野村　克明　様

野村　桂造　様 野村　幸司　様 野村　崇代　様

野村　龍雄　様 野村　華那　様 野村　久子　様

野村　秀幸　様 野村　允　様 野村　政壽　様

野村　善幸　様 能本　美穂　様 野寄　理映子　様

教重　涼子　様 則松　弘明　様




