
（個人）

⻘⽊ 宏眞 様 池⽥ 博⾏ 様 井野 貴⼈ 様 岩野 順⼀ 様
⻘沼 宗⼀ 様 池⽥ 勝 様 猪野 貴⾏ 様 岩本 登 様
⻘野 万⾥⼦ 様 池部 正剛 様 猪野 直⼈ 様 宇恵 弘純 様
⻘⼭ 順 様 伊澤 千佳 様 井上 修⾝ 様 上岡 堅⼀ 様
⾚座 秀洋 様 ⽯井 博 様 井上 和哉 様 上⽥ かおる 様
秋⼭ 典⼦ 様 ⽯井 美和⼦ 様 井上 圭介 様 植⽥ 幸久 様
⾚穂 仁志 様 ⽯上 達也 様 井上 聡之 様 梅⽥ 政宏 様
浅井 輝明 様 ⽯川 孝憲 様 井上 朋彦 様 上地 新次 様
浅井 佳⼦ 様 ⽯川 鉄三 様 井上 昇 様 上野 友三 様
朝倉 和江 様 ⽯川 典義 様 井上 寿義 様 上野 尚樹 様
浅⽥ ⾼弘 様 ⽯⽥ 勝浩 様 井上 嘉明 様 植野 英信 様
朝⽇ 俊⾏ 様 ⽯⽥ ⽂⼆ 様 井上 嘉⼀ 様 上野 博之 様
⽥ 将光 様 ⽯橋 和夫 様 井庭 洋⼦ 様 上野 幸男 様
阿部 和嘉 様 ⽯橋 哲朗 様 井原 崇喜 様 植原 美奈⼦ 様
阿部 正儀 様 和泉 愼也 様 今井 ⼀也 様 上原 陽⼀郎 様
阿部 満江 様 和泉 貴志 様 今井 謙⼀ 様 上原 義輝 様
阿部 吉伸 様 井関 武彦 様 今井 徹 様 上穂 新⼀ 様
安間 祐啓 様 板⼭ 輝雄 様 今井⽥ 和⼈ 様 上松 英隆 様
綾井 智 様 市川 泰幸 様 川 智之 様 植⼭ ⼤樹 様
荒川 貴之 様 市原 三男 様 今滝 裕⼦ 様 上⼭ 徹 様
粟辻 昌孝 様 伊藤 ⼀隆 様 今村 隆幸 様 ⽜尾 省三 様
庵床 圭⼦ 様 伊藤 厳太郎 様 吉 和弘 様 ⽜島 慎吾 様
飯⽥ 勝⼠ 様 伊東 毅 様 ⼊江 寛治 様 内⽥ 敏之 様
飯⽥ 信濃 様 伊藤 ⽐砂⼦ 様 ⼊江 透 様 内⽥ 博善 様
飯⽥ 紀彦 様 伊藤 寛和 様 ⼊⼭ かすみ 様 内⽥ 亮 様
家⽥ 孝 様 伊藤 正幸 様 岩垣 ⾼広 様 内野 広信 様
伊川 充 様 伊藤 有紀⼦ 様 岩神 誠 様 内原 好教 様
⽣島 篤 様 伊藤 ⻯⼀郎 様 岩崎 正晃 様 宇都宮 英雄 様
池 純⼀ 様 稲井⽥ 勝弘 様 岩崎 真理菜 様 内海 あづさ 様
池⽥ 亮⼦ 様 稲垣 雅⼦ 様 岩崎 未絵 様 宇都⼭ 欣也 様
池⽥ 悦雄 様 稲⽥ 景⼦ 様 岩崎 陽⼦ 様 卯野 和⾂ 様
池⽥ 真治 様 稲本 裕樹 様 岩下 仁 様 宇野 泰明 様
池⽥ 稔由 様 乾 孝亮 様 岩⽥ 光司 様 梅⽥ 謙⼆ 様
池⽥ 博英 様 乾 ⽂雄 様 岩⽥ 康博 様 梅⽥ 美穂⼦ 様
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梅⽥ 致治 様 ⼤野 英樹 様 ⼩沼 玖美⼦ 様 神⾕ 泰光 様
梅津 敬之 様 ⼤橋 亜紀 様 ⼩野 雅⾏ 様 神出 貴史 様
江⼝ ⼤介 様 ⼤橋 篤 様 ⼩野⽥ ⾼志 様 上出 雅紀 様
江⼝ 芳美 様 ⼤原 秀夫 様 於保 哲典 様 上林 孝哲 様
江﨑 達郎 様 ⼤東 将之 様 ⾙原 剛 様 ⻲⽥ 武之 様
江崎 真史 様 ⼤藪 航輔 様 海堀 健 様 鴨⾕ 美夏代 様
衛藤 靖昭 様 ⼤⼭ 司 様 鍵本 政和 様 柄⾕ 幸⼦ 様
江畑 浩和 様 岡 孝明 様 鍵本 美春 様 河合 敬太郎 様
江村 栄治 様 岡﨑 修 様 ⾓岡 健治 様 河合 博 様
遠藤 幸治 様 岡島 久幸 様 ⾓⾕ 勇⼀ 様 川合 昌弘 様
遠藤 勝 様 岡⽥ 悦⼦ 様 影安 直之 様 川勝 裕之 様
尾池 康暢 様 岡⽥ ⾹織 様 栫 健⼀ 様 川上 直美 様
王 瑾 様 岡⽥ 兼久 様 笠井 隆則 様 河上 泰吉 様
⼤江 博⼦ 様 岡⽥ 耕平 様 ⾵間 健裕 様 川⼝ 悟 様
⼤垣 直也 様 岡⽥ 学 様 梶原 宏介 様 河崎 栄⼀ 様
⼤川 恵 様 岡⽥ 泰典 様 樫本 ⽂雄 様 川崎 和美 様
⼤河原 隆司 様 岡野 新 様 岡 謙⼀ 様 川﨑 亨⼆ 様
⼤⽊ 清司 様 岡村 幸嗣 様 ⽚岡 徳継 様 川﨑 孝⼦ 様
⼤国⾕ ⼀史 様 岡村 由紀⼦ 様 ⽚岡 博幸 様 川﨑 隆⼠ 様
⼤倉 弘光 様 岡村 善隆 様 ⽚野 浩和 様 川﨑 孝浩 様
⼤倉 義明 様 岡本 隆宏 様 ⽚⼭ 直樹 様 川﨑 肇 様
⼤崎 良⼈ 様 岡本 都 様 勝 ⼤輔 様 川嶋 俊彦 様
⼤治 ⾥⾒ 様 ⼩川 ⾼夫 様 勝間 浩仁 様 川添 和久 様
⼤島 佑介 様 ⼩川 良紘 様 ⾓井 彦量 様 川⽥ 滋夫 様
⼤杉 浩⼀ 様 沖⽥ 智也 様 加藤 惠⼦ 様 河野 憲市 様
⼤隅 廣晃 様 奥迫 信⼈ 様 加藤 聡 様 河野 哲也 様
太⽥ 隆雄 様 奥⽥ 智成 様 加藤 岳志 様 川野 ⻯作 様
太⽥ 武則 様 奥野 太郎 様 加藤 真⼈ 様 川畑 忠栄 様
太⽥ 多美⼦ 様 奥野 貢 様 ⾨脇 未来 様 河村 悟志 様
太⽥ 実 様 奥村 健司 様 ⾦川 太志 様 川本 秀昭 様
⼤⾕ 昌徳 様 奥村 純江 様 ⾦⽥ 恵典 様 神⽥ 隆晴 様
⼤塚 淳⽮ 様 奥村 信博 様 兼⼦ 千雅⼦ 様 神原 修 様
⼤坪 英樹 様 ⼩倉 幹弘 様 兼⽥ 綾美 様 菊岡 達 様
⼤坪 正嗣 様 納 由幸 様 ⾦原 世⼀ 様 菊池 薫 様
⼤⻄ 正和 様 押元 隆 様 ⾦平 勲 様 ⽊佐貫 雅 様
⼤⻄ 正之 様 ⼩⽥ 尚紀 様 ⾦本 彰彦 様 岸 哲⽣ 様
⼤⻄ 良恵 様 ⼩⽥ 佳史 様 鎌⽥ 弘之 様 貴志 素⾏ 様
⼤野 明 様 落岩 正泰 様 上武 敏⼀ 様 岸岡 輝彦 様
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岸⽥ 太 様 ⽊下 雅之 様 ⿊畑 博之 様 ⼩⼭ 義博 様
岸⽥ 正裕 様 ⽊下 美和 様 桑原 千晶 様 近藤 泰範 様
岸野 健義 様 ⽊部 充雄 様 ⼩池 眞也 様 近藤 直次 様
⽊島 和夫 様 君島 寿源 様 ⼩⽯ 幸 様 近藤 玲⼦ 様
岸本 哲 様 ⽊村 憲⼆ 様 ⼩泉 憲次 様 齋藤 彩⼦ 様
岸本 浩史 様 ⽊村 真也 様 ⼩泉 英之 様 齋藤 ⼀也 様
岸本 光隆 様 ⽊村 孝宣 様 幸正 智⽂ 様 齋藤 元 様
岸本 満 様 ⽊村 昌貴 様 髙津 道 様 齋藤 憲治 様
北 真悟 様 清永 和市 様 合⽥ 真博 様 齋藤 俊雄 様
喜多 敏郎 様 ⾦城 清 様 厚東 正之 様 ⻫藤 正⼈ 様
喜多 真澄 様 久下 眞⼀ 様 河野 恵美⼦ 様 ⻄良 寿夫 様
北 満昌 様 草川 義英 様 ⼩川 明彦 様 佐伯 貞好 様
⽊⽥ 亮仁 様 櫛⾕ ⼀郎 様 ⼩崎 元嗣 様 坂井 ⾹織 様
北浦 運浩 様 葛野 智⼦ 様 ⼩嶋 孝博 様 酒井 健⼆ 様
北岡 鋼⼀ 様 葛村 和正 様 古杉 泰弘 様 酒井 督博 様
北岡 幸秀 様 楠本 勝彦 様 ⼩⾕ 浩⼀ 様 坂井 敏浩 様
北川 勝之 様 楠本 俊裕 様 ⼩⾕ 也⼨志 様 酒井 史⼦ 様
北川 貴敏 様 久世 和司 様 兒⽟ 洋⼦ 様 坂上 安史 様
北川 学 様 ⼯藤 ふみ⼦ 様 後藤 真路 様 榊⽥ 則昭 様
北川 喜久 様 國⽥ 忠秀 様 後藤 俊成 様 坂倉 久慶 様
北澤 嗣久 様 久原 章雄 様 後藤 弘樹 様 酒⾕ 幸典 様
北⽥ 勝 様 久保 卓⼈ 様 後藤 良徳 様 坂元 誠 様
北⽥ 裕彦 様 久保⽥ 悟 様 古⻄ 三泰 様 酒本 昌寿 様
北⻄ 寿⼆ 様 久保⽥ 徹 様 ⼩橋 佳⼦ 様 阪本 れいこ 様
北野 正明 様 久保⽥ 満之 様 ⼩林 敬司 様 迫 匡 様
北前 雅⼈ 様 窪⽥ 雄⼆ 様 ⼩林 富雄 様 佐古 ⿓堅 様
北村 愛⼦ 様 熊川 ⽂ 様 ⼩林 友浩 様 笹川 潤⼆ 様
北村 泰之 様 熊倉 哲 様 ⼩林 典嗣 様 佐々⽊ 和美 様
北本 勲 様 熊⽥ 哲也 様 ⼩林 光 様 佐々⽊ 利⽂ 様
北本 雄司 様 蔵野 和男 様 ⼩林 弘樹 様 佐々⽊ 秀之 様
北⾨ 宏之 様 倉橋 孝治 様 ⼩升 繁 様 佐々⽊ 宏 様
⽊藤 智 様 藏元 修 様 ⼩松 ⼀志 様 佐々⽊ 弘幸 様
⽊南 克規 様 栗延 正成 様 ⼩松 泰 様 佐々⽊ 良貢 様
⾐笠 幸宏 様 栗原 ⼀乗 様 ⼩松 三枝 様 佐島 秀⼀ 様
⽊下 功 様 栗原 宏武 様 五味 伸夫 様 定⾦ 康夫 様
⽊下 公明 様 ⿊江 剛志 様 五味 牧 様 佐⽵ 正充 様
⽊下 俊⾏ 様 ⿊⽊ 英昭 様 ⽶⾕ 俊治 様 佐⾕ 義明 様
⽊下 弘 様 ⿊⽥ 恵⼦ 様 ⼩森 政司 様 佐藤 明美 様
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佐藤 理 様 ⽩井 博 様 曽根 たえ⼦ 様 多⽥ 雅彦 様
佐藤 恵⼦ 様 ⽩井 宏彦 様 園⽥ 健 様 多⽥ 昌弘 様
佐藤 達雄 様 ⽩井 稔 様 杣友 由美 様 多⽥ ⾥奈 様
佐藤 千晶 様 ⽩神 義弘 様 髙⽊ 勝弘 様 ⽥付 嘉弘 様
佐藤 晴義 様 ⽩⿃ 俊則 様 ⾼⽊ 弘光 様 ⽴⽯ 耕介 様
真⽥ 和彦 様 ⽩砂 哲治 様 髙⽊ 操 様 ⽥中 伊智郎 様
佐野 年秀 様 尻池 耕⼤ 様 髙⽊ 稔 様 ⽥中 ⼀裕 様
佐野 英明 様 申 成彦 様 髙島 登 様 ⽥中 勝宏 様
椎屋 秀樹 様 新内 浩樹 様 髙野 繁和 様 ⽥中 浩司 様
潮留 哲真 様 新⼩⽥ 拓也 様 鷹野 勤 様 ⽥中 悟 様
塩⾒ 聡 様 新野 順也 様 ⾼橋 拓也 様 ⽥中 淳 様
信楽 晃仁 様 新家 昇 様 髙橋 浩 様 ⽥中 丈⼠ 様
繁野 千寿 様 末重 志展 様 ⾼橋 正和 様 ⽥中 正剛 様
七川 哲也 様 末政 義彦 様 髙橋 道也 様 ⽥中 ⼤造 様
七⾥ 悦弘 様 末安 速男 様 ⾼橋 雄⼀ 様 ⽥中 猛 様
品川 ⼗英 様 菅 泰孝 様 髙橋 りか 様 ⽥中 哲也 様
四ノ宮 誠⼀ 様 菅原 崇之 様 ⾼原 晴久 様 ⽥中 俊⾏ 様
芝⽥ 真由美 様 杉 栄作 様 髙原 弘充 様 ⽥中 昇 様
柴⽥ 康⼦ 様 杉浦 剛 様 ⽥上 洋 様 ⽥中 秀⼀ 様
島⽥ 昭憲 様 杉江 秀樹 様 ⾼⼭ 健⼆ 様 ⽥中 宏明 様
嶋⽥ 裕美⼦ 様 杉村 太郎 様 瀧井 忠興 様 ⽥中 光浩 様
嶋本 博⽂ 様 杉本 憲彦 様 滝波 裕⼆ 様 ⽥中 安昭 様
島本 雅則 様 杉⼭ 尚美 様 瀧⽔ 和寛 様 ⽥中 祐⼦ 様
清⽔ ⼀記 様 杉⼭ 則男 様 ⽥⼝ 由美⼦ 様 ⽥中 良⼦ 様
清⽔ 純代 様 鈴⽊ 寛⼆ 様 ⽵居⽥ 晋 様 ⽥中 良幸 様
清⽔ 雅之 様 鈴⽊ 清隆 様 武内 美枝 様 ⽥邊 克彦 様
志⽔ 由⾹ 様 鈴⽊ 弘幸 様 ⽵川 佳美 様 ⽥ 勝⼰ 様
清⽔ 由加⾥ 様 鈴⽊ 義規 様 ⽵⽥ 昌⾏ 様 ⾕ 孝史 様
清⽔ 渡 様 須藤 勝美 様 ⽵⽥ 勝 様 ⾕浦 健司 様
下神 俊哉 様 須藤 圭治 様 ⽵⾕ ⽅利 様 ⾕奥 和美 様
下⽥ 佳史 様 須藤 仁 様 ⽵之内 浩⼆ 様 ⾕川 且 様
下出 浩司 様 瀬川 祥 様 ⽵林 真 様 ⾕川 誠 様
舎⾥⽥ 豊 様 瀬川 亮成 様 ⽵林 正浩 様 ⾕⼝ 雅樹 様
社領 健⼆ 様 関本 光弘 様 ⽵原 明⾒ 様 ⾕⼝ 稔 様
重名 ⽐呂志 様 関⾕ 修⼀ 様 ⽵村 邦和 様 ⾕⼝ 嘉宏 様
庄 丹芬 様 世良 勝之 様 ⽥坂 敏章 様 ⽥野 壮⼀ 様
上甲 雅代 様 曽江 啓⼀郎 様 ⽥治 彰 様 ⽥ノ岡 ⻫ 様
庄⽥ 英⾏ 様 曽我 正清 様 多⽥ 徹哉 様 ⽥原迫 孝司 様
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※2013年4月1日～2021年3月31日

⽥渕 宏政 様 寺下 建 様 ⻑﨑 浩次 様 中村 幸⽣ 様
⽟岡 武利 様 寺⽥ 憲太郎 様 ⻑澤 利治 様 中村 芳夫 様
⽟城 勉 様 寺⽥ 元久 様 中島 敬⼦ 様 中村 吉孝 様
⽥村 早希絵 様 天⽩ 由美⼦ 様 中嶋 芳春 様 中本 純⼦ 様
⽥村 兵衛 様 峠 孝尊 様 仲宗根 政博 様 中⼭ 仁 様
⽥村 光良 様 東阪 泰樹 様 ⻑⽥ 之宏 様 中⼭ 博司 様
⽥家 真治 様 東⽯ 稜 様 中⾕ 清孝 様 中⼭ 雅⽣ 様
中條 武信 様 堂園 淑⼦ 様 中⾕ 信裕 様 中⼭ 勝 様
中條 善信 様 貴⽥ 亘輝 様 中塚 茂樹 様 永⼭ 豊 様
⻑曽我部 淑⼦ 様 徳市 弘⼦ 様 中塚 裕⼀ 様 中⼭ 芳樹 様
陳 益珍 様 徳垣 紀美 様 中 康夫 様 仲⼭ 亮 様
番 政広 様 德⽥ 敏宏 様 中藤 美恵⼦ 様 永 剛志 様
塚本 ⾼弘 様 徳常 ⽂⼀ 様 中⻄ 重⼆ 様 仲吉 正弘 様
筑紫 通弘 様 徳永 正 様 中⻄ ⽴明 様 渚 信之 様
佃 正⼀ 様 徳本 ⿓弘 様 ⻑野 あや 様 南雲 等 様
津﨑 隆志 様 ⼾内 ⼀広 様 中野 浩⼀ 様 名城 佳枝 様
津﨑 博⼦ 様 富永 ⼆郎 様 ⻑野 ⼤造 様 名⽥ ⾼幸 様
辻 裕⽂ 様 友井 亮輔 様 中野 千春 様 並河 孝幸 様
辻野 磯治 様 友永 賢⼀ 様 中野 誠 様 新鞍 誠 様
辻本 忠和 様 豊⼝ 良彦 様 中野 満夫 様 ⼆上 正男 様
辻本 真実 様 内藤 雄⼆ 様 中野 靖久 様 ⻄ 勝美 様
津⽥ 栄治 様 直⽥ 明剛 様 中野 祐治 様 ⻄植 孝弘 様
津⽥ 剛成 様 仲 徹 様 中野 リサ 様 ⻄浦 清司 様
槌本 福⼦ 様 中井 圭介 様 中橋 俊紀 様 ⻄尾 修⼀ 様
⼟屋 眞⼈ 様 中井 賢吉 様 中畑 幹也 様 ⻄岡 健 様
都築 史⼦ 様 中井 利昭 様 中原 美恵 様 岡 幸⼦ 様
綱島 郁⼦ 様 中井 ⽂哉 様 ⻑松 完治 様 ⻄川 和秀 様
椿井 教郎 様 永井 理恵 様 ⻑⾒ 真 様 ⻄川 忠博 様
津波倉 直之 様 ⻑江 隆 様 中道 成之 様 ⻄川 房和 様
坪井 理史 様 ⻑尾 忠浩 様 中牟⽥ 昌彦 様 ⻄川 康宏 様
坪井 幸雄 様 中尾 徳隆 様 中村 久仁⽣ 様 ⻄澤 巧平 様
坪⽥ 正⼈ 様 ⻑尾 浩志 様 仲村 孝⼆ 様 ⻄嶌 稔 様
鶴⽥ 英也 様 中岡 省三 様 中村 滋彦 様 ⽥ ⼀弘 様
鶴⾒ 健雄 様 ⻑岡 秀⼈ 様 中村 淳 様 ⻄⽥ 忠司 様
出⼝ 万⾥ 様 中川 雄弘 様 中村 伸也 様 ⻄野 茂樹 様
寺井 宏和 様 中川 隆司 様 中村 尊司 様 ⻄野 順⼀ 様
寺井 博教 様 中⽊ 悦⼦ 様 中村 匡志 様 ⻄野 淳司 様
寺⼝ 隆司 様 永久保 雅夫 様 中村 雅徳 様 ⻄村 隆⽂ 様
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「学の実化促進募金」寄付者ご芳名録

教育研究促進募金

※2013年4月1日～2021年3月31日

⻄村 俊宏 様 ⾺場 健志 様 平⽥ 透 様 藤⽥ 猛 様
⻄⾢ 典広 様 濱⽥ 清治 様 平⽥ 正憲 様 藤⽥ 正 様
⻄村 雅⽂ 様 濱⽥ 祥 様 平⽥ 勇⼀ 様 藤⽥ 壽雄 様
⻄村 康孝 様 濵⽥ 昌平 様 平野 博之 様 藤⽥ 昇 様
⻄本 貴⾄ 様 濱⽥ 伸彦 様 平松 巌 様 藤⽥ 昌彦 様
⻄本 隆正 様 濱⾕ 政則 様 平松 幸治 様 藤⾕ 礼⼦ 様
丹⽻ 健司 様 濱津 徹 様 広兼 光太郎 様 藤原 正義 様
沼間 恵 様 濱野 清之 様 深井 正知 様 藤原 やよい 様
沼⽥ 淳 様 濱畑 恭⼦ 様 深⾒ ⽣悟 様 藤村 英昭 様
沼⽥ 修⼀ 様 林 繁男 様 深森 芳昭 様 藤 圭介 様
沼⽥ 英樹 様 林 忍夫 様 福井 啓⼆ 様 藤原 佐栄⼦ 様
根⽾ 圭⼦ 様 林 照雄 様 福井 建⼆郎 様 藤原 茂 様
根来 英樹 様 林 富⼠⼦ 様 福井 洋幸 様 藤原 貴恵 様
根本 純江 様 林⽥ 琢⼆ 様 福岡 英樹 様 藤原 正隆 様
野上 忠夫 様 隼瀬 英雄 様 福島 ⼗善 様 藤原 美輪 様
野川 祐貴 様 巴⼭ ⾹奈 様 福島 登 様 藤原 善⼦ 様
野⼝ 守 様 原 英⼆ 様 福嶋 正彦 様 布施 孝 様
野﨑 孔作 様 原 邦⼈ 様 福⽥ 篤司 様 布施 直⼈ 様
野崎 真美 様 原 康継 様 福⽥ ⼀男 様 ⾈⽊ 崇 様
野澤 友秀 様 原⽥ 雅史 様 福⽥ 淳⼀ 様 古⽥ 安都⼦ 様
野添 晃嗣 様 ⽥ 伊津⼦ 様 福⽥ 進輔 様 古⾕ 進 様
能登 雅史 様 東 俊広 様 福⻄ 尚武 様 蓬 俊幸 様
野中 康雄 様 東⼝ 剛 様 福原 昭彦 様 朴 連吉 様
野原 慎⼀ 様 東阪 真純 様 福原 忍 様 星⼭ 耕 様
野村 ⽂⼦ 様 東阪 康志 様 福森 崇⽂ 様 細川 浩 様
野本 昭隆 様 東 誠司 様 藤井 孝明 様 細⽊ 和徳 様
則武 加代⼦ 様 久岡 司 様 藤井 稔三 様 細野 亨 様
橋本 明典 様 久⽥ 淳⼦ 様 藤井 英喜 様 堀⽥ 誠 様
橋本 敦志 様 ⼀杉 妙⼦ 様 藤井 亮輔 様 堀 真由美 様
橋本 清宏 様 雛⾕ 裕啓 様 藤江 達也 様 堀江 正明 様
橋本 欣也 様 ⽇野 謙司 様 藤川 清和 様 堀江 昌利 様
橋本 耕志 様 ⽇野 毅 様 藤川 隆史 様 堀⼝ 之 様
橋本 洋実 様 ⽇野 敏美 様 藤嵜 正史 様 堀⼝ 真治 様
秦 哲也 様 平井 敦⼦ 様 藤澤 和史 様 堀脇 ⼤輔 様
畠⼭ 量 様 平岡 泰 様 藤⽥ 恵美⼦ 様 本⽥ 光正 様
花島 清彦 様 平川 真貴⼦ 様 藤⽥ 修⼀ 様 本間 ひとみ 様
花⽥ 志津⼦ 様 平⽥ 彰宏 様 藤⽥ 太輔 様 前 浩明 様
花⼭ 宗⼀ 様 平⽥ 泰⼀ 様 藤⽥ 隆司 様 前川 克彦 様
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教育研究促進募金

※2013年4月1日～2021年3月31日

前川 覚 様 松⽥ 康志 様 ⽔上 宏 様 武藤 祥司 様
前川 誠也 様 松堂 佐和⼦ 様 ⽔島 敏⾏ 様 ムニオス 敦⼦ 様
前島 豊博 様 松永 ⾹苗 様 ⽔⾕ 光昭 様 村岡 恒彦 様
前⽥ 浩⼀ 様 松永 勉 様 ⽔野 智⼦ 様 村岡 基 様
前⽥ 早苗 様 松野 晃三 様 ⽔野 康男 様 村上 功 様
前⽥ 恒男 様 松原 克彦 様 ⽔間 知美 様 村上 健次 様
前⽥ 浩樹 様 松原 利之 様 溝端 洋之 様 村上 毅 様
前⽥ ますみ 様 松村 考愉 様 三⾕ 千⾥ 様 村上 忠隆 様
前⽥ 実 様 松村 省吾 様 美⾕ 良恵 様 村上 司 様
前⽥ 幸 様 松村 達弥 様 三林 寿⼦ 様 村上 光男 様
前⽥ 要⼀ 様 松村 祐司 様 光宗 美紀 様 村上 泰規 様
眞壁 稼頌彦 様 松村 陽⼦ 様 南 敦幸 様 村上 玲⼦ 様
槇 典男 様 松村 ⼒也 様 南 ⼤之 様 村⽥ 倫宣 様
牧 義毅 様 松本 恭⼦ 様 南 政宏 様 村⽥ ⽂⼈ 様
牧瀬 篤正 様 松本 重信 様 南 雅之 様 村部 直英 様
牧本 成俊 様 松本 真 様 南 康夫 様 室屋 清⼀ 様
正井 省吾 様 松本 太郎 様 南 有希⼦ 様 孟 祥君 様
政岡 孝典 様 松本 英章 様 蓑輪 進⼀ 様 森 恵⾥⼦ 様
益岡 義啓 様 松本 英也 様 三間瀨 充宏 様 森 ⼤輔 様
益⽥ 直幸 様 松本 英之 様 宮井 利広 様 森 輝雄 様
増⽥ 慎三 様 松本 匡弘 様 宮井 智雄 様 森 智也 様
増⽥ 浩昭 様 本 雅之 様 宮内 輝男 様 森 雄⼀ 様
増地 貴⼦ 様 松本 裕喜也 様 宮内 智⼦ 様 森井 佳津⼦ 様
松井 清⼀ 様 松本 芳徳 様 宮阪 ⼀郎 様 森岡 啓三 様
松井 洋介 様 松⼭ 幸弘 様 宮崎 ⼀⼈ 様 森岡 せつ 様
松⽯ 英雄 様 松⼭ 美⼦ 様 宮崎 祐⼀ 様 森⼝ 林太郎 様
松岩 直美 様 円 良德 様 宮⾥ 佳秀 様 森下 みなみ 様
松浦 章義 様 的埜 宏史 様 宮下 健祐 様 森⽥ 久美⼦ 様
松浦 正剛 様 的場 賢⼀ 様 宮島 充史 様 守⽥ 孝雄 様
松岡 明彦 様 的場 ⾼志 様 宮嶋 恵美 様 森⽥ 正 様
松岡 達 様 的場 直樹 様 宮嶋 裕 様 森⽥ 尚幸 様
松⽊ 克宏 様 真野 修 様 宮⽥ 永⼀ 様 森⽥ 則彦 様
松下 誠吾 様 丸尾 浩藏 様 宮永 智実 様 森⽥ 肇 様
松下 寿澄 様 円⼭ 英⼀郎 様 宮本 勝啓 様 森武 義紀 様
松下 ふじ⼦ 様 円⼭ 眞紀⼦ 様 宮本 由佳 様 森渕 淑⼦ 様
松⽥ 敦博 様 三浦 和⼈ 様 三代地 好治 様 森本 ⼀統 様
松⽥ 修⼆ 様 三浦 俊晃 様 三輪 泰成 様 森本 圭以⼦ 様
松⽥ 忠憲 様 三澤 正⼦ 様 向井 克政 様 森本 修司 様
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森本 忠⽣ 様 ⼭下 光基 様 吉川 誠 様 渡邊 ⾹織 様
森本 教⽂ 様 ⼭⽥ 純 様 川 雅順 様 渡邉 邦男 様
森本 嘉⼈ 様 ⼭⽥ 園美 様 ⽥ 恭太郎 様 渡辺 昭⼆ 様
森脇 信 様 ⼭⽥ 尋志 様 吉⽥ 潤 様 渡邊 貴浩 様
諸 敏彦 様 ⼭⽥ 浩⼠ 様 吉⽥ 敏郎 様 渡辺 ⾠⼰ 様
諸⽥ 芳郎 様 ⼭⽥ 匡章 様 ⽥ 豊治 様 渡邉 裕 様
諸冨 正德 様 ⼭⽥ 雅宏 様 吉⽥ 秀⾏ 様 渡邉 裕⼼ 様
⼋⽊ 三郎 様 ⼭⽥ 陽⼀ 様 吉⾕ 奏 様 渡部 健⼆ 様
安川 勝也 様 ⼭⽥ 芳⼈ 様 吉野 広章 様 和⽥守 敬江 様
安⽥ 克彦 様 ⼭中 潤⼀ 様 村 ⼀男 様
安⽥ 清 様 ⼭中 英明 様 吉村 幸⼀ 様
安⽥ 桂輔 様 ⼭⻄ 彰 様 村 直也 様
安⽥ 泰輔 様 ⼭⻄ 徹 様 村 周 様
安村 和久 様 ⼭根 依久⼦ 様 吉本 公⼀ 様
安本 正彦 様 ⼭根 太 様 芳本 誠⼀郎 様
⼋瀬 晃⼈ 様 ⼭村 和由 様 吉本 ゆみ 様
柳 順三郎 様 ⼭村 政幸 様 吉森 理 様
⽮野 敬陽 様 ⼭本 克⼰ 様 依⽥ 雅 様
⽮野 俊之 様 ⼭本 健三 様 四 雅⼈ 様
⼭内 道治 様 ⼭本 幸⼦ 様 ⽶倉 彦之 様
⼭内 理恵⼦ 様 ⼭本 巧 様 ⽶倉 稔 様
⼭岡 弘明 様 ⼭本 剛史 様 ⽶⽒ 陽⼦ 様
⼭縣 元 様 ⼭本 浩樹 様 ⿓満 雅代 様
⼭縣 弘明 様 ⼭本 雅英 様 若林 治⼦ 様
⼭川 寿美⼦ 様 ⼭本 正義 様 若林 寿枝 様
⼭川 幸彦 様 ⼭本 幹⼀ 様 若林 三雄 様
⼭北 恒也 様 ⼭本 泰弘 様 脇⽥ 武利 様
⼭⼝ 貴弘 様 ⼭本 隆三 様 脇⽥ 俊治 様
⼭⼝ 博史 様 ⼭ 芳⼀ 様 鷲尾 正良 様
⼭⼝ 善之 様 遊上 貞夫 様 和⽥ 光司 様
⼭﨑 勝久 様 遊上 久⼦ 様 和⽥ 隆志 様
⼭﨑 浩司 様 湯村 満知⼦ 様 和⽥ 延之 様
⼭﨑 鉄也 様 横関 弘⼀ 様 和⽥ 紀江 様
⼭﨑 暢久 様 岡 初希 様 和⽥ 雅裕 様
⼭﨑 博⼈ 様 吉岡 宏⽂ 様 和⽥ 賢 様
⼭路 信登 様 吉川 彰 様 和⽥ 豊 様
⼭下 晃⽣ 様 吉川 浩⼀ 様 和⽥ ⾃弘 様
⼭下 重⾂ 様 吉川 創淑 様 和⽥⾕ 敏明 様
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（企業・法人・団体等）

有限会社アクト 様
株式会社梓 様
株式会社池⽥地球 様
市場株式会社 様
医療法⼈英和会 様
株式会社ＮＹＩ 様
株式会社⼤阪ビルサービス 様
⼤阪冶⾦興業 株式会社 様
株式会社関⻄サービス社 様
関⻄商事株式会社 様
関⻄⼤学校友会 京都⽀部 丹後ブロックの会 様
関⻄⼤学第⼀⾼等学校・第⼀中学校 創⽴100周年記念募⾦実⾏委員会 様
株式会社関⼤パンセ 様
株式会社 紀陽銀⾏ 様
株式会社極東技⼯コンサルタント 様
⼭陽電鉄関⼤会 様
有限会社鈴⽊保険事務所 様
住江織物 株式会社 様
太洋スクリーン⼯業株式会社 様
株式会社どうとんぼり神座 様
徳新建設株式会社 様
凸版印刷株式会社 様
内外電機株式会社 様
医療法⼈社団にしむらこどもクリニック 様
浜⽥千⾥会 様
阪急不動産株式会社 様
株式会社藤崎商会 様
株式会社マスブレーン 様
株式会社松⽥成弘堂 様
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