
九州大学基金寄附者ご芳名

◆ や 行）個人（ （2022年05月31日現在）

八板　朗　様 屋我　嗣良　様 矢上　奈里　様

谷川　真司　様 屋宜　禎央　様 八木　博司　様

八木　美佐子　様 八木　淑夫　様 八木　良子　様

薬師寺　十郎　様 薬師寺　雅明　様 矢口　忠嗣　様

矢嶋　賢一　様 矢島　悟　様 八島　典子　様

矢城　豊子　様 安井　希代美　様 安井　玄一郎　様

安井　卓　様 安井　隆晴　様 安井　久喬　様

安井　秀　様 安井　元昭　様 安石　清太郎　様

安浦　寛人　様 安浦　理香　様 安浦　理沙　様

安尾　しのぶ　様 安川　英輔　様 安河内　朗　様

安河内　篤　様 安河内　寛治　様 安河内　醇吉　様

安河内　孝子　様 安河内　友世　様 安田　章人　様

安田　栄子　様 安田　賢治　様 安田　宏一　様

安田　善治　様 安田　琢麿　様 安田　ふみ子　様

安田　勝　様 安田　光宏　様 安田　実　様

安田　吉秀　様 安武　昭典　様 安武　桂子　様

安武　修治　様 安武　聡　様 安武　大輔　様

安武　雄　様 安武　義之　様 安永　敦　様

安永　幸一　様 安永　親生　様 安中　正実　様

安永　陽子　様 泰松　潤　様 安元　清俊　様

安元　公正　様 矢田　俊　様 八浪　博　様

楊井　和人　様 楊井　伸浩　様 矢永　尚士　様

柳ヶ瀬　勉　様 柳ヶ瀬　照子　様 栁　登貴人　様

柳　雄介　様 栁原　利光　様 柳屋　諒　様

柳瀬　徹也　様 栁邉　純子　様 矢野　宏二　様

矢野　真一郎　様 矢野　貴久　様 矢野　秀明　様

矢野　弘訓　様 矢野　宏政　様 矢野　元三　様

矢野　裕二　様 矢野　雄大　様 矢野　豊　様

八幡　憲一郎　様 矢原　哲也　様 屋比久　友貴　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ や 行）個人（ （2022年05月31日現在）

八尋　明彦　様 八尋　一彦　様 八尋　紀一　様

八尋　寅生　様 八尋　正信　様 八尋　幸隆　様

養父　規幸　様 藪内　英剛　様 薮内　正之　様

矢部　通隆　様 矢部　光保　様 山内　彰雄　様

山内　薫　様 山内　勝也　様 山内　俊作　様

山内　健生　様 山内　伸彦　様 山内　敬明　様

山内　雅紀　様 山内　保生　様 山内　裕子　様

山浦　健　様 山浦　良久　様 山岡　浩一　様

山家　滋　様 山家　肇　様 山縣　淳　様

山方　龍夫　様 山縣　雅弘　様 山縣　由美子　様

山形　悦透　様 山上　健　様 山上　陽　様

山川　一郎　様 山川　武夫　様 山川　哲雄　様

山口　敦子　様 山口　金一　様 山口　惠子　様

山口　圭三　様 山口　幸二　様 山口　康平　様

山口　修一　様 山口　将平　様 山口　四郎　様

山口　省之　様 山口　聖司　様 山口　隆　様

山口　喬　様 山口　孝之　様 山口　武彦　様

山口　忠志　様 山口　辰徳　様 山口　哲生　様

山口　輝臣　様 山口　登喜雄　様 山口　利生　様

山口　尚子　様 山口　法子　様 山口　治利　様

山口　宏和　様 山口　裕幸　様 山口　房子　様

山口　真紀　様 山口　靖孝　様 山口　由紀　様

山口　幸浩　様 山口　由実　様 山口　裕美子　様

山口　善久　様 山倉　勇二　様 山越　道郎　様

山座　治義　様 山﨑　和夫　様 山崎　和子　様

山﨑　清美　様 山崎　桂一郎　様 山崎　健治　様

山﨑　滉佑　様 山﨑　晶　様 山崎　峻輝　様

山﨑　信行　様 山﨑　英幹　様 山﨑　ひとみ　様

山﨑　弘勝　様 山﨑　裕　様 山﨑　正法　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ や 行）個人（ （2022年05月31日現在）

山﨑　靖男　様 山崎　要一　様 山﨑　亮　様

山下　愛子　様 山下　明子　様 山下　和宏　様

山下　和海　様 山下　和幸　様 山下　勝彦　様

山下　克之　様 山下　邦夫　様 山下　啓介　様

山下　謙二　様 山下　賢治　様 山下　大輔　様

山下　孝　様 山下　孝之　様 山下　力　様

山下　剛　様 山下　俊章　様 山下　利夫　様

山下　昇　様 山下　典子　様 山下　春江　様

山下　博志　様 山下　弘綱　様 山下　真　様

山下　素史　様 山下　雄也　様 山下　洋市　様

山下　喜久　様 山下　凌征　様 山城　康嗣　様

山城　晋司　様 山城　崇裕　様 山城　正裕　様

山城　賢　様 山城　真美　様 山城　理恵　様

山田　昭仁　様 山田　麻美　様 山田　栄一　様

山田　和豊　様 山田　和弘　様 山田　和弘　様

山田　和正　様 山田　公政　様 山田　久仁子　様

山田　邦幸　様 山田　耕路　様 山田　里司　様

山田　修司　様 山田　俊輔　様 山田　信　様

山田　淳　様 山田　績　様 山田　隆弘　様

山田　拓実　様 山田　武二郎　様 山田　毅彦　様

山田　太郎　様 山田　毅　様 山田　鉄郎　様

山田　徹　様 山田　俊雄　様 山田　知正　様

山田　奈保子　様 山田　英明　様 山田　秀穂　様

山田　英美　様 山田　英道　様 山田　寛子　様

山田　宏　様 山田　浩文　様 山田　弘夫　様

山田　光幸　様 山田　元樹　様 山田　愛信　様

山田　祐樹　様 山田　雄三　様 山田　幸男　様

山田　義郎　様 山手　研一　様 山手　誠之助　様

大和　博明　様 大和　右二　様 大和　幸臣　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ や 行）個人（ （2022年05月31日現在）

大和　庸次　様 大和　隆誠　様 山中　幸治　様

山中　征二　様 山中　秀俊　様 山中　正宣　様

山中　美智男　様 山西　信裕　様 山西　博幸　様

山入端　良人　様 山根　晃一　様 山根　一聡　様

山根　賢司　様 山根　康一　様 山根　進　様

山根　敏明　様 山根　百子　様 山野　敬士　様

山野　純子　様 山野　典子　様 山野　学　様

山野　南人　様 山野　裕二郎　様 山辺　和俊　様

山部　浩司　様 山辺　成志　様 山部　鉄朗　様

山増　量藏　様 山村　聡　様 山村　建樹　様

山村　善洋　様 山本　明美　様 山本　郁郎　様

山本　勤子　様 山本　悦夫　様 山本　薫　様

山本　一登　様 山本　一典　様 山本　一博　様

山本　和己　様 山本　恭平　様 山本　慶子　様

山本　健二　様 山本　健太郎　様 山本　浩一　様

山本　琴江　様 山本　茂樹　様 山本　しげ子　様

山本　茂　様 山本　昌平　様 山本　伸司　様

山本　慎太郎　様 山本　聖一郎　様 山本　誠二　様

山本　登士　様 山本　貴義　様 山本　卓明　様

山本　忠昭　様 山本　直　様 山本　達人　様

山本　達臣　様 山本　千世　様 山本　経之　様

山本　哲子　様 山本　智子　様 山本　豊城　様

山元　寅男　様 山本　直子　様 山本　延子　様

山本　紀子　様 山本　英雄　様 山本　英孝　様

山本　博　様 山本　裕士　様 山本　碩德　様

山本　福壽　様 山本　誠　様 山本　正昭　様

山本　正明　様 山本　護　様 山本　真理　様

山本　幹雄　様 山本　みほ　様 山本　美穂子　様

山本　元司　様 山本　泰　様 山本　泰　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ や 行）個人（ （2022年05月31日現在）

山本　祐輝　様 山本　裕治　様 山本　雄正　様

山本　幸男　様 山本　洋子　様 山本　嘉人　様

山本　義治　様 山本　順正　様 山本　隆生　様

矢山　明子　様 矢山　真治　様 弥吉　元毅　様

屋良　真由美　様 鑓水　恭史　様 楊　昱　様

湯浅　和也　様 湯浅　佳代　様 湯浅　裕美　様

由浅　充崇　様 湯淺　満之　様 喻小念，李玉萍，喻弘歴，
喻博文　様

結田　康一　様 杠　幸二郎　様 杠　吉行　様

行武　裕喜　様 湯谷　紘介　様 湯谷　麻衣　様

湯地　紘一郎　様 湯上　信秋　様 湯元　清文　様

湯本　長伯　様 湯屋　英隆　様 尹　基石　様

Yeo Sangyeop　様 横井　忠滋　様 横内　正明　様

横尾　宗敬　様 横川　晴児　様 横川　洋　様

横川　真　様 横崎　典哉　様 横田　修　様

横田　清　様 横田　欣兒　様 横田　五郎　様

横田　慎吾　様 横手　哲也　様 横手　保治　様

横山　武志　様 横山　俊夫　様 横山　寛明　様

横山　裕之　様 横山　昌幸　様 横山　祐三　様

横山　嘉秋　様 横山　宜生　様 吉浦　明日香　様

吉浦　一紀　様 吉浦　正子　様 吉浦　泰史　様

吉浦　幸夫　様 吉岡　英治　様 吉岡　慶大　様

吉岡　新一　様 吉岡　敏彦　様 吉岡　智和　様

吉川　茂樹　様 吉川　順一　様 吉川　達也　様

吉川　直子　様 吉川　博政　様 吉川　博道　様

吉川　雅紀　様 吉川　容　様 吉儀　利彦　様

吉木　美恵子　様 吉国　純子　様 吉﨑　颯　様

吉崎　繁　様 吉崎　志保　様 吉迫　徹　様

吉澤　誠司　様 吉澤　光弘　様 吉住　公洋　様

吉住　潤子　様 吉住　朋晴　様 吉田　修司　様



九州大学基金寄附者ご芳名

◆ や 行）個人（ （2022年05月31日現在）

吉田　明弘　様 吉田　明史　様 吉田　明　様

吉田　淳　様 吉田　勇　様 吉田　和真　様

吉田　勝秀　様 吉田　清隆　様 吉田　啓二　様

吉田　惠介　様 吉田　憲史　様 吉田　謙太郎　様

吉田　耕　様 吉田　孝一　様 吉田　幸代　様

吉田　茂子　様 吉田　茂　様 吉田　茂　様

吉田　眞一　様 吉田　眞一　様 吉田　晋一郎　様

吉田　征哉　様 吉田　誠也　様 吉田　堯　様

吉田　武志　様 𠮷田　武弘　様 吉田　忠生　様

吉田　龍生　様 吉田　毅　様 吉田　輝久　様

吉田　俊秀　様 義田　俊之　様 吉田　豊彦　様

吉田　成章　様 吉田　博一　様 吉田　良　様

吉田　眞里　様 吉田　正彦　様 吉田　美紀　様

𠮷田　稔　様 吉田　守男　様 吉田　泰彦　様

吉田　裕一　様 吉田　祐子　様 吉田　ゆかり　様

吉田　幸生　様 吉田　陽子　様 吉田　好枝　様

吉田　良子　様 吉田　麗子　様 吉武　朗　様

吉竹　郷　様 吉武　考三郎　様 吉武　繁廣　様

吉武　新次　様 吉竹　誠治　様 吉武　剛　様

吉竹　知春　様 吉竹　知春　様 吉武　隼翔　様

吉武　良治　様 吉塚　澄枝　様 吉次　邦夫　様

永　国満　様 吉永　敬士　様 吉永　耕一　様

吉永　定夫　様 良永　順　様 吉永　信秀　様

良永　拓國　様 吉永　光廣　様 吉永　康照　様

吉永　幸靖　様 芳中　由美子　様 吉野　卿子　様

吉野　恵子　様 吉野　貞藏　様 吉野　麻衣　様

吉野　由紀子　様 吉原　一文　様 吉原　紘一朗　様

吉原　英之　様 吉原　正剛　様 吉原　正幸　様

吉原　美紀　様 吉原　美保子　様 吉原　里奈　様
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與志平　尚　様 善平　朝順　様 吉益　光一　様

吉松　幸敏　様 吉見　仁宏　様 吉光　知里　様

吉牟田　直　様 吉村　太作　様 吉村　敦　様

吉村　淳　様 吉村　英一郎　様 吉村　和彦　様

吉村　和久　様 吉村　恭一　様 吉村　研治　様

吉村　悟(今宿校区自治協議
会)　様

吉村　壮平　様 吉村　健清　様

吉村　徳重　様 吉村　望　様 吉村　英敏　様

吉村　誠　様 吉村　雅男　様 吉村　正美　様

吉村　萬澄　様 吉村　道子　様 吉村　道代　様

吉村　元秀　様 吉本　彰夫　様 吉本　栄治　様

吉本　圭一　様 吉本　憲生　様 吉本　尚平　様

・  本　清一　様 吉元　利行　様 吉本　宏　様

吉森　文紀　様 吉安　順子　様 吉山　景子　様

吉山　久雄　様 與田　哲也　様 与田　博恭　様

四元　英治　様 淀川　一憲　様 要名本　義博　様

米川　哲哉　様 米倉　清登　様 米澤　和德　様

米田　博次　様 米田　光一朗　様 米田　哲夫　様

米津　康一　様 米増　祐𠮷　様 米丸　武夫　様

米満　智博　様 米満　吉和　様 米村　智美　様

米元　俊一　様 米森　政敏　様 余村　重徳　様

ヨリッセン　佳子　様 依光　伊作　様


