
（個人）

相川　貴文　様 安部　誠治　様 池内　清　様 石橋　常夫　様

相宮　青一　様 池内　啓三　様 石原　清次　様

青木　幸男　様 阿部　久明　様 池尻　陽子　様 石原　壯　様

青田　浩幸　様 阿部　吉典　様 池田　清　様 石原　美之　様

青野　俊章　様 安部　善博　様 池田　幸司　様 井尻　誠　様

青山　恵利也　様 阿部　竜一　様 池田　章司　様 出原　健三　様

青山　克忠　様 天井　一夫　様 池田　哲士　様 泉　博之　様

青山　町子　様 天井　作次　様 池田　博英　様 泉　雄一郎　様

赤石　博之　様 尼崎　敏亘　様 池田　瑞恵　様 泉　雄大　様

赤阪　茂樹　様 網　勝　様 池田　光夫　様

明石　理絵　様 阿美谷　義則　様 池田　頼信　様 磯島　広海　様

赤松　久美子　様 荒川　洋　様 池端　昭三　様 礒野　義治　様

赤松　裕樹　様 荒川　陽子　様 池町　健太郎　様 磯和　利久　様

秋田　善紀　様 荒木　英理　様 池本　博行　様 伊丹　英徳　様

秋山　光一　様 荒木　四郎　様 生駒　俊英　様 市位　和男　様

秋山　重幸　様 荒木　大秀　様 石井　円眞　様 一石　明宏　様

秋山　友則　様 荒木　洋人　様 石井　國男　様 一島　英喜　様

安久　哲也　様 荒田　祥嗣　様 石井　恂　様 市野　謙太郎　様

明田　昭男　様 荒堀　善文　様 石井　隆明　様 一ノ瀬　隆一　様

浅川　正　様 有本　純子　様 石川　郁子　様 市場　康雄　様

朝倉　通憲　様 安藤　隆文　様 石川　三郎　様 市原　靖久　様

朝倉　満　様 安藤　由紀　様 石川　昌彦　様 市丸　裕基　様

淺野　倉平　様 韋　安里　様 石川　泰範　様 市村　嘉男　様

浅野　智裕　様 伊井　千剛　様 石倉　卓磨　様 市山　二郎　様

浅見　洋恵　様 飯田　昭夫　様 石黒　肇　様 市山　晴久　様

味岡　公江　様 飯田　実　様 石郷岡　輝　様 一色　勝成　様

阿曽　隆幸　様 飯田　幸雄　様 石﨑　守紀　様 井筒　潮　様

麻生　喜昭　様 飯田　喜矢　様 石田　恵理　様 伊藤　彰浩　様

安立　智子　様 飯沼　勝司　様 石田　泰三　様 伊藤　晃　様

足立　啓　様 家永　和昭　様 石田　真里　様 伊藤　健司　様

吾妻　重二　様 家本　晃　様 石田　幸夫　様 伊東　耕平　様

油　一彦　様 五十嵐　英樹　様 石立　弥生子　様 伊東　長彦　様

阿部　公志　様 井川　正治　様 石津　由貴絵　様 伊藤　遥　様

阿部　昌三　様 幾川　大　様 石附　卓　様 伊藤　光　様
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伊藤　通雄　様 猪村　博司　様 上田　哲志　様 浦谷　昇次　様

伊藤　祐里奈　様 井村　誠　様 上田　兵二　様 浦野　理史　様

稲井　禧樹　様 井本　曉人　様 上田　博　様 浦東　久男　様

稲垣　正雄　様 井本　貴大　様 植田　光雄　様 浦本　雅裕　様

稲田　秀和　様 井本　強　様 植田　基生　様 浦山　正之　様

稲田　宏　様 入口　広年　様 植田　泰弘　様 江坂　雅雄　様

稲田　裕　様 井料　ひとみ　様 上田　優斗　様 衛藤　早希　様

稲野　利三郎　様 岩井　一司　様 江野　俊江　様

稲葉　功　様 岩井　佳一　様 植田　芳光　様 榎原　智　様

稲葉　克人　様 岩井　孝夫　様 植月　脩　様 榎原　博之　様

稲葉　守　様 岩井　孝司　様 植野　善一　様 遠藤　晶子　様

乾　善彦　様 岩井　広樹　様 上野　敏隆　様 扇田　耕三　様

井上　澄江　様 岩井　博子　様 植野　祐介　様 大内　秀夫　様

猪上　誠一　様 岩尾　亮二　様 上野　吉伸　様 大内　正浩　様

井上　大雅　様 岩神　誠　様 上野　玲巳　様 大江　正則　様

井上　主税　様 岩崎　一英　様 上原　達哉　様

井上　哲也　様 岩﨑　憲次　様 上村　学　様 大門　明　様

井上　暎夫　様 岩﨑　貞司　様 植村　芳治　様 大神　勝美　様

井上　朋彦　様 岩崎　稔生　様 魚谷　博康　様 大串　保雄　様

井上　秀樹　様 岩﨑　波留奈　様 宇佐美　珠美　様 大國谷　正　様

井上　美紀　様 岩﨑　英夫　様 臼井　清　様 大熊　浩　様

井上　美智子　様 岩崎　善和　様 薄井　守博　様 大桑　祥嗣　様

井上　光秋　様 岩崎　良一　様 内田　知哉　様

井神　俊郎　様 岩下　賢一　様 内田　清三　様 大崎　佳津子　様

井口　早希　様 岩田　孝市　様 内田　慶市　様 大﨑　翔　様

猪嶋　伸晃　様 岩藤　守　様 内田　恵子　様 大嶌　征次　様

伊夫伎　弘　様 岩間　夏希　様 内田　竜雄　様 大嶋　康弘　様

今井　明美　様 岩見　朗　様 内野　広信　様 大角　教雄　様

今井　清　様 岩見　倫男　様 内本　幹峯　様 大角　良雄　様

今井　庸勝　様 岩本　安男　様 内山　一郎　様 太田　聡　様

今井　康雄　様 宇井野　猛　様 宇都宮　悦大　様 太田　富博　様

今井　良雄　様 植岡　伸一郎　様 宇都宮　浄人　様 太田　久直　様

今井　美直　様 上北　將人　様 卯津羅　泰幸　様 太田　真嘉　様

今西　良弘　様 上杉　珠未　様 宇野　滋　様 太田　松枝　様

今福　淳　様 植田　公夫　様 梅田　健太郎　様 太田　実　様

今村　和能　様 上田　光一　様 梅本　精三　様 太田　義彦　様

今村　昌昭　様 上田　幸一　様 宇山　大輔　様 太田　好美　様

今若　幹夫　様 上田　静夫　様 浦口　清孝　様 大髙　忠　様
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大谷　茂樹　様 岡田　光司　様 奥西　嘉一　様 カイト　由利子　様

大谷　凜　様 岡田　定文　様 奥村　和久　様 貝原　正敏　様

邑智　秀次　様 岡田　徹　様 奥村　敏一　様 利田　涼嗣　様

大津　健造　様 岡田　牧子　様 奥村　眞弓　様 香川　定三　様

大津　武　様 岡田　真樹　様 奥村　康夫　様 香川　博秋　様

大槻　永広　様 緒方　泰弘　様 奥村　良和　様 垣内　輝資　様

大坪　文雄　様 岡田　有市　様 小倉　実　様

大坪　祐美子　様 岡野　彩子　様 小椋　裕子　様 陰地　弘和　様

大津留　智恵子　様 岡野　新　様 小黒　敬三　様 蔭地　陽介　様

大西　健一　様 岡林　準一　様 桶　哲治　様 影山　太一　様

大西　賢藏　様 岡部　精一　様 桶田　善史　様 蔭山　良一　様

大西　宰士郎　様 岡部　眞盛　様 尾崎　幸代　様 籠谷　順司　様

大西　美聡　様 岡本　哲和　様 尾崎　裕　様 風間　眞一　様

大野　喜久雄　様 岡本　紀昭　様 尾﨑　元英　様 梶井　智司　様

大野　謙　様 岡本　吉史　様 小笹　德左衛門　様 柏原　靖彦　様

大野　潤平　様 岡山　峰郎　様 尾田　淳　様 鍛島　宗範　様

大野　弘貴　様 小川　和男　様 小田　順一　様 梶村　守康　様

大野　真美　様 小川　清水　様 尾田　交之　様 樫本　隆之　様

大野　陸男　様 小川　健吉　様 小田　信幸　様 片岡　信幸　様

大場　正造　様 小川　重弘　様 小田桐　奈美　様 片木　俊昭　様

大東　恭治　様 小川　修司　様 小谷　正　様 片山　伊勢雄　様

大前　輝俊　様 小川　隆行　様 落合　鉄男　様 片山　章治　様

大前　美穂　様 小川　哲男　様 小野　篤司　様 片山　省三　様

大丸　力　様 小川　正夫　様 小野　和弘　様 片山　洋輔　様

大村　直樹　様 小川　豊　様 小野　佳代　様 勝　久美　様

大村　直輝　様 置田　義男　様 小野　佳彦　様 勝部　純治　様

大森　一成　様 沖中　祐三　様 小畑　孝一郎　様 加貫　順三　様

大森　博之　様 荻野　仁　様 小原　耕治　様 加貫　誠己　様

大森　正人　様 荻野　博子　様 小原　郷子　様 門　俊憲　様

大森　弥　様 奥　和義　様 織田　篤　様 加藤　惠子　様

大矢　裕一　様 奥井　保　様 織戸　新　様 嘉藤　隆　様

大薮　佳己　様 奥田　惠造　様 賈　武　様 加藤　主税　様

大山　司　様 奥田　治美　様 甲斐　莉枝子　様 加藤　信芳　様

岡　恭　様 奥平　重榮　様 界外　昇　様 加藤　久恵　様

岡　秀行　様 奥谷　英夫　様 海蔵寺　浩　様 加藤　拓　様

岡﨑　太平　様 小國　俊之　様 甲斐田　修　様 加藤　愛美　様

岡﨑　英雄　様 奥西　政一　様 貝出　宏文　様 加藤　佑佳　様

岡島　大樹　様 奥西　侑季　様 カイト チャールズ　様 加藤　洋介　様
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加藤　里佳　様 川崎　健　様 岸本　理恵　様 木村　鈴子　様

門田　隆夫　様 川﨑　英也　様 木田　忠典　様 木村　隆男　様

門脇　安通志　様 川崎　幸宏　様 貴多　信幸　様 木村　誠　様

金﨑　さゆり　様 川島　育子　様 喜田　昌顕　様 木村　雅俊　様

金山　隆幸　様 川島　康史　様 北浦　孝彦　様 木村　雅文　様

金山　滉　様 河尻　伸作　様 北浦　廣基　様 木村　将也　様

金川　昌和　様 川尻　僚一　様 北岡　貴文　様 紀本　純恵　様

金子　晃　様 川角　京子　様 北垣　弘　様 木本　徹　様

金子　哲也　様 川瀬　友太　様 北川　勝海　様 木本　八三郎　様

金田　賢典　様 川添　律夫　様 北川　誠二　様 久徳　一志　様

金村　達夫　様 河田　光子　様 北川　昇　様 清川　遥加　様

金本　純一　様 川谷　翔二　様 北嶋　弘一　様 清久　茂美　様

加納　恵子　様 河知　秀晃　様 北田　伸治　様

加納　久徳　様 川南　ひとみ　様 北田　佳嗣　様 桐原　琢磨　様

株橋　祐史　様 川端　厚男　様 北野　正人　様 桐生　匡子　様

鎌田　啓貴　様 川畑　一成　様 北畑　敏一　様 紀和　隆　様

鎌田　正彦　様 川端　泰三　様 北原　聡　様 九鬼　弘平　様

上武　敏一　様 川端　妙子　様 北原　孝志　様 日下　守　様

上村　哲彦　様 川畑　任永　様 北原　正浩　様 草川　大造　様

神谷　金吾　様 川畑　良洋　様 北村　愼一　様 串崎　真志　様

亀田　孝夫　様 川原　哲夫　様 北村　英子　様

鴨谷　美夏代　様 河村　知苗　様 北村　由美　様 楠　昭義　様

仮　明日香　様 川村　文保　様 北本　浩三　様 楠見　晴重　様

仮　和代　様 川村　竜太　様 北門　宏之　様

川合　昌幸　様 川本　憲治　様 北山　勉　様 工藤　康弘　様

河合　勲　様 川本　康右　様 北山　諒一　様 工藤　泰寛　様

川井　邦彦　様 神田　悦子　様 木下　喜一郎　様

河合　恒　様 神田　悠希　様 木下　清文　様 功力　隆憲　様

川井　允　様 神戸　宏治　様 久野　英夫　様

河合　保明　様 完山　美樹　様 木下　雅信　様 久保　英二　様

河合　保誠　様 鬼海　成一　様 木下　能成　様 久保　進　様

河内　健一　様 菊田　晴中　様 木下　哿比古　様 久保　純敏　様

川上　辰次　様 菊池　亘祐　様 喜畑　六百年　様 久保　寛　様

河上　司　様 菊池　眞理　様 木美　俊彦　様 久保　文香　様

川上　雅史　様 木澤　豊　様 君村　隆洋　様 久保田　繁樹　様

川上　文男・さとみ　様 岸村　次郎　様 木村　健治　様 久保田　真也　様

川上　翼　様 岸本　公佑　様 木村　正市　様 久保田　敏弘　様

川北　文雄　様 岸本　隆仁　様 木村　昌三　様 久保田　文武　様
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久堀　史朗　様 河野　健　様 小西　正英　様 佐伯　美佳　様

熊田　喜三男　様 河野　昌弘　様 木本　孝　様 坂　達也　様

熊田　侃夫　様 幸本　修　様 小橋　一弘　様 佐賀　秀之　様

熊野　三男　様 洪里　勝信　様 小橋　良子　様 酒井　明子　様

久米　征雄　様 郡　和久　様 小早川　勝己　様 坂井　明子　様

久米田　玲水　様 小串　江理子　様 小林　茂樹　様 酒井　清　様

倉橋　その恵　様 小郷　浩隆　様 小林　修三　様 坂井　幸司　様

倉橋　智弘　様 小坂　圭一　様 小林　隆　様 境　真姉　様

倉光　知彦　様 小坂　道一　様 小林　千晃　様 酒井　正　様

倉屋　望　様 小坂　裕次郎　様 小林　利朗　様 境　裕子　様

栗尾　尚孝　様 小阪　善己　様 小林　治央　様 酒井　宏昌　様

栗原　敬　様 越田　樹　様 小林　弘幸　様 酒井　雄生　様

栗原　宏武　様 小嶋　泉　様 小林　優　様 境田　邦男　様

栗山　泰三　様 小島　清隆　様 小林　洋司　様 坂上　寿郎　様

栗山　美紀　様 小島　晴子　様 駒井　規子　様 坂上　富雄　様

栗山　美政　様 児嶋　俊行　様 小松　陽一郎　様 阪口　和男　様

呉松　恒男　様 小島　秀明　様 小見山　道有　様 坂口　英雄　様

黒瀬　孝志　様 小新　吉彦　様 小森　精悟　様 阪口　光弘　様

黒田　一充　様 小杉　利通　様 小山　健司　様 坂口　義一　様

黒田　恵子　様 小谷　寛子　様 小山　順一　様 坂倉　美登　様

黒田　博重　様 児玉　茂樹　様 小山　登　様 坂田　憲志　様

黒田　満夫　様 児玉　憲夫　様 小山　瑞世　様 坂田　峰朗　様

黒田　祐樹　様 児玉　秀夫　様 小山　実　様 坂本　敏文　様

黒見　眞澄　様 小塚　昭敏　様 小山　洋三　様 坂本　理郎　様

桑田　文隆　様 小寺　健司　様 小山　義夫　様 坂本　匡司　様

桑原　旭穂　様 小寺　俊之　様 是木　雄二　様 坂本　康浩　様

桑原　久佳　様 小寺　正樹　様 近藤　晃一　様 坂本　優子　様

毛原　英治　様 小寺　芳政　様 近藤　五朗　様 佐久間　優　様

小池　正昭　様 後藤　麻子　様 近藤　丈雄　様 佐久間　隆一　様

小出　廣行　様 後藤　謙輔　様 近藤　平三郎　様 櫻井　一則　様

小出　峰雄　様 後藤　新一　様 近藤　正昭　様 櫻井　照久　様

高　一弘　様 後藤　成明　様 近藤　茉奈実　様 迫　匡　様

香西　二郎　様 後藤　憲之　様 近藤　康雄　様 迫田　春華　様

髙津　有紀　様 厚東　肇　様 斉城　正之　様 笹井　六男　様

幸田　富久子　様 後藤　みなみ　様 西郷　純平　様 佐々木　志保　様

幸塚　広光　様 小西　秀樹　様 佐々木　哲雄　様

髙堂　俊彌　様 小西　雄太　様 齊藤　千晶　様 佐々木　徳治　様

河野　隆　様 小西　善樹　様 斉藤　寿一　様 佐々木　宏之　様
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※2020年5月1日～2021年3月31日

笹記　将男　様 始関　正光　様 下村　悠登　様 杉原　茂幸　様

佐々木　満宏　様 品川　十英　様 下山　博司　様 杉本　和義　様

佐々木　睦子　様 篠田　千尋　様 洲見　梨奈　様 杉本　重信　様

笹倉　淳史　様 篠原　修彦　様 城　公一　様 杉本　孝　様

笹村　勲　様 四ノ宮　敬太　様 城　洸造　様 杉本　信夫　様

笹本　哲男　様 四ノ宮　誠一　様 上代　哲司　様 杉本　仁嗣　様

貞方　隆　様 四宮　とも子　様 白井　光　様 杉本　寛　様

佐竹　英知　様 芝　昌伯　様 白井　宏長　様 杉本　正寿　様

佐々　千尋　様 芝井　敬司　様 白石　明弘　様 杉本　佳治　様

佐藤　彩乃　様 柴田　幸次郎　様 白坂　大輔　様 杉山　忠彦　様

佐藤　栄一　様 柴田　鈴菜　様 白﨑　義夫　様 杉山　直樹　様

佐藤　弘一　様 柴田　夏実　様 白須賀　康弘　様 杉山　正樹　様

佐藤　收吾　様 芝田　展彬　様 白杉　一眞　様 菅生　英樹　様

佐藤　晋　様 柴田　義治　様 白谷　一洋　様 鈴置　達也　様

佐藤　翼　様 治部野　貞之　様 白鳥　俊則　様 鈴木　厚子　様

佐藤　光雄　様 島　章　様 沈　国威　様 鈴木　誉也　様

佐藤　恵　様 島崎　龍雄　様 信川　昌彦　様 鈴木　強　様

佐藤　洋三　様 嶋田　圭吾　様 新宮　光江　様 鈴木　直行　様

里西　椋子　様 島津　禮次　様 新庄　啓祐　様 鈴木　葩光　様

左納　一政　様 嶋中　隆彦　様 鈴記　裕幸　様

鮫島　義人　様 島貫　未来夫　様 新谷　永治　様 鈴木　舞　様

澤井　謙一　様 島貫　るり子　様 新谷　里美　様 鈴木　正勝　様

澤田　時三　様 島林　洋吉　様 新谷　昌生　様 鈴木　正人　様

澤野　周勇　様 島村　三朗　様 進藤　敏孝　様 須々木　元三郎　様

澤藤　佳緒理　様 嶋村　裕吏　様 神藤　典子　様 鈴木　ゆかり　様

三田谷　香織　様 清水　香月　様 神能　宏忠　様 鈴木　慶章　様

三宮　宏章　様 志水　千恵美　様 神保　信行　様 須藤　洋史　様

塩田　えり　様 志水　利達　様 神保　雅明　様 角田　昭次郎　様

塩田　貴美代　様 清水　俊晴　様 吹田　康雄　様 隅蔵　幸雄　様

塩田　照子　様 清水　佑香　様 水津　真治　様 住田　慎太郎　様

志賀　顕　様 清水　ゆか子　様 須賀　和史　様 住田　幸保　様

鹿田　幸治　様 清水　由加里　様 須賀　裕子　様 隅谷　哲三　様

鹿田　延秀　様 清水　義巳　様 菅原　慎悦　様 洲脇　満　様

執行　恵一　様 下川　浩一郎　様 杉浦　京子　様 諏訪園　崇　様

重田　勝紀　様 下楠　昌哉　様 杉浦　勉　様 清山　康郎　様

重田　憲秀　様 下塩　渉　様 杉江　宗吉　様 瀬賀　東吾　様

重田　守康　様 下瀬　豊晴　様 杉嶋　英勝　様 関　秀文　様

重政　和博　様 下田　登志夫　様 杉田　章　様 瀨戸　繁治　様
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勢戸　裕規　様 高野　浩治　様 竹村　達雄　様 谷岡　剛　様

妹尾　暁子　様 高能　彰　様 竹村　早速　様 谷口　治　様

妹尾　憲二　様 髙橋　一夫　様 竹本　浩久　様 谷口　清春　様

糴川　康平　様 髙橋　知広　様 武本　正文　様 谷澤　弘喜　様

千賀　邦弘　様 髙橋　奈津子　様 田阪　薫　様 谷原　守　様

千藤　洋三　様 髙橋　宏充　様 田阪　資啓　様 谷村　信子　様

相馬　基伸　様 髙畑　省一郎　様 田阪　令子　様 種子　正寛　様

十河　憲二郎　様 高林　克行　様 田﨑　冨子　様 種橋　潤　様

曽谷　敏勝　様 髙見　伸　様 田尻　悟郎　様 田畑　繁樹　様

園田　芙貴子　様 田神　真二　様 田代　和則　様 田原迫　孝司　様

園辺　滋二　様 髙見　武彦　様 田代　千治　様 田伏　豊実　様

祖父江　知子　様 髙見　冨一　様 多田　育雄　様 玉井　貴久生　様

祖父江　正親　様 髙見　由二　様 立野　真由美　様 玉垣　保雄　様

祖父江　洋二郎　様 高見　義政　様 建林　延欣　様 玉城　勲　様

田井　茂実　様 髙柳　誠　様 田中　勝宏　様 玉置　栄一　様

田井　剛　様 財田　雄介　様 田中　清人　様 玉置　喜作　様

田井　雅夫　様 瀧内　貞男　様 田中　邦雄　様 玉置　涼　様

多賀　太　様 瀧川　正義　様 田中　耕二　様 田村　嘉宏　様

髙井　清　様 滝澤　賢一　様 田中　諭　様

髙井　正雄　様 田口　忠明　様 田中　脩一　様 垂水　誠　様

髙井　善博　様 宅間　正則　様 田中　順一　様 檀上　暁　様

髙尾　敬三郎　様 武井　二三忠　様 田中　淳介　様 檀上　整　様

高尾　信寛　様 武内　秀子　様 田中　誠子　様 千野　雄三　様

髙岡　修二　様 竹内　克治　様 田中　竹二　様 千原　義彦　様

高岡　淳　様 竹内　正　様 田中　俊也　様 茶野　光史　様

高木　勝美　様 竹内　義高　様 田中　信夫　様 築城　由美　様

髙木　秀実　様 竹川　元祥　様 田中　初男　様 通野　大　様

髙木　博之　様 武隈　節子　様 田中　治匡　様 津川　裕司　様

髙木　亮　様 竹澤　彰規　様 田中　久継　様 辻　晴雄　様

高島　綾乃　様 武田　達二　様 田中　博美　様

高瀬　稔彦　様 武田　勝　様 田中　正喜　様

髙田　源三郎　様 竹綱　啓一　様 田中　義昭　様

竹中　敏治　様 田中　義信　様

髙田　眞次　様 竹永　基二　様 田邊　伊織　様 対馬　孝彦　様

髙津　修　様 武縄　裕司　様 田辺　宏　様

竹林　正浩　様 谷　秀人　様

高野　修　様 竹林　靖夫　様 谷　康司　様 津田　昭一　様

髙野　潔　様 武村　綾　様 谷内　勝利　様 土田　昭司　様
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土橋　健成　様 徳田　浩一　様 中尾　巧　様 中多　広志　様

土橋　良一　様 徳永　清司　様 中尾　達夫　様 永田　弘行　様

土橋　義格　様 徳永　奨　様 永尾　俊一　様 長田　美幸　様

土谷　一郎　様 得中　等　様 中尾　利樹　様 中田　行重　様

土家　眞則　様 徳山　正一　様 中尾　秀明　様 中田　義仁　様

土谷　裕子　様 戸倉　和夫　様 中尾　勝　様 中玉利　寛　様

堤　孝士　様 戸田　恭三　様 長尾　麻帆　様 中丁　卓也　様

堤　裕成　様 戸田　渉　様 長尾　美津雄　様

綱木　寛　様 土橋　博司　様 中尾　義弘　様 中辻　裕美子　様

津野　松三　様 冨井　隆司　様 長岡　清仁　様 中出　清惠子　様

鶴田　仁　様 冨田　素伸　様 長岡　博　様 中西　健次　様

鶴田　裕子　様 冨田　隆滋　様 長岡　有希子　様 中西　浩二　様

出口　健一　様 冨永　彰　様 中川　雄弘　様 中西　太一　様

勅使河原　重雄　様 冨山　浩嗣　様 中川　憲治　様 中西　トミ子　様

出野　弘之　様 友澤　秀和　様 中川　幸雄　様 中西　正人　様

出店　睦子　様 豊岡　憲康　様 中川　順一　様 中西　真理　様

寺尾　衣莉果　様 豊島　光男　様 中川　隆　様 中西　義昭　様

寺岡　紀貴　様 豊田　晃三　様 中川　忠男　様 中西　嘉宏　様

寺坂　ルミ　様 豊田　正浩　様 中川　經夫　様 中野　和昭　様

寺地　拳四朗　様 豊永　彰　様 中川　靖崇　様 中野　淳文・恵　様

寺田　義武　様 虎谷　展男　様 中川　佳子　様 中野　圭壹　様

鳥居　純一　様 長澤　常信　様 中野　恵子　様

寺本　浩之　様 内藤　征一　様 中澤　良輔　様 長野　悟　様

照嶋　俊一　様 内藤　友紀　様 中下　寛治　様 中野　弘　様

土井　一実　様 中井　和夫　様 中嶋　克彦　様 中野　博史　様

土井　健嗣　様 中井　邦夫　様 長島　慶介　様 長野　真大　様

土井　珠樹　様 中井　謙次　様 永島　健司　様 中野　豊　様

土井　敏捷　様 中井　哲夫　様 中嶋　作自　様 中野　雅夫　様

土居　豊太郎　様 中井　紀子　様 中嶌　道靖　様 永延　智信　様

土井　英俊　様 中井　英夫　様 中島　康宏　様 中橋　久史　様

土井　啓実　様 永井　博　様 長島　優貴　様 中畑　宏章　様

東郷　洋　様 仲井　正明　様 中島　良和　様 中原　達郎　様

東條　典江　様 中井　正司　様 中瀬　和夫　様 中原　均　様

燈田　進　様 中井　康勝　様 永田　清　様 中平　知佳　様

戸川　理惠　様 中江　賢蔵　様 永田　憲史　様 永松　伸吾　様

土岐　眞　様 永榮　紀文　様 永田　拳也　様 長松　睦裕　様

時任　博幸　様 永尾　彩華　様 永田　進　様 中光　正治　様

徳岡　久実　様 中尾　隆彦　様 仲田　博　様 中村　伊知郎　様
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中村　勝己　様 西河　精一　様 二宮　利彦　様 長谷川　宏　様

中村　馨乃信　様 西川　忠男　様 布野　栞菜　様 長谷川　道也　様

中村　清　様 西川　文人　様 沼田　尚　様 長谷部　くに子　様

中村　誠一　様 西川　学　様 塗木　桂子　様 長谷部　憲司　様

中村　利弘　様 西口　和広　様 野網　実　様 長谷部　剛　様

中村　宣孝　様 西口　唯　様 能祖　良二　様 畑　健一　様

中村　博　様 西澤　健治　様 野上　忠夫　様 畑下　明義　様

中村　扶美子　様 西田　元浄　様 野坂　博南　様 波多野　弘　様

中村　美知子　様 西田　繁信　様 野崎　哲史　様 畑山　等　様

中村　三男　様 西田　隆夫　様 野﨑　昌之　様 畑山　正司　様

中村　義脇　様 西田　福夫　様 野澤　友秀　様 蜂谷　仁　様

中村　良介　様 西滝　純彦　様 野尻　裕司　様 服部　晃典　様

永元　丈裕　様 西出　弘秋　様 能勢　昌起　様 服部　薫　様

中本　浩美　様 仁科　和晴　様 野田　順弘　様 服部　真也　様

中本　已知夫　様 西野　惠子　様 野津　泰宏　様 服部　卓司　様

中森　大地　様 西野　茂　様 野々村　ゆかり　様 服部　博人　様

中山　宗八　様 西原　正人　様 信根　秀行　様 服部　雅康　様

中山　典夫　様 西堀　善隆　様 登尾　真也　様 服部　未来　様

中山　悠也　様 西股　健一　様 登里　康生　様 服部　由美子　様

中山　善信　様 西村　晃一　様 野村　明雄　様 花岡　宏　様

奈須　修　様 西村　幸治　様 乗本　充雄　様 花﨑　光輝　様

西村　貞行　様 羽賀　利樹　様 花山　宗一　様

夏原　拓海　様 西村　寿美子　様 萩原　あゆみ　様 濵　雄大　様

夏目　光季　様 西村　隆雄　様 萩原　敬三　様 濵上　節子　様

七尾　祐輔　様 西村　輝和　様 模　剛太郎　様 浜口　周也　様

名張　愛　様 西村　俊一　様 朴　忠　弘　様 濱口　仁一　様

鍋島　英昭　様 西村　勇人　様 伯井　新一　様 濱口　裕　様

奈良　昭春　様 西村　昌也　様 羽間　弘　様 浜口　圭章　様

西村　康治　様 橋爪　宗和　様 浜崎　仙蔵　様

成瀬　亮　様 西本　三幸　様 橋詰　利昭　様 濱田　晃之　様

南部　和男　様 西山　恵美子　様 橋爪　秀晃　様 濱谷　善彦　様

南部　靖之　様 西山　哲郎　様 橋寺　知子　様 濱名　志帆　様

仁井　ひろみ　様 西山　文生　様 橋場　忠義　様 濱野　玲子　様

新納　弘治　様 西山　政弘　様 橋本　和則　様 濱脇　哲夫　様

新納　朋祐　様 西山　弥市朗　様 橋本　博行　様 早川　貞幸　様

新美　輝明　様 西脇　慶二郎　様 林　育彦　様

西海　昭　様 新田　雅章　様 長谷川　孝夫　様 林　英里奈　様

西岡　弘晃　様 新田　泰生　様 長谷川　俊樹　様 林　紀美代　様



寄付者ご芳名録

新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援金

※2020年5月1日～2021年3月31日

林　修三　様 久田　忠志　様 福島　孝太郎　様 藤田　嘉之　様

林　宏昭　様 久田　一　様 福島　健夫　様 藤野　博之　様

林　宏明　様 久田　三千蔵　様 福島　光宏　様 藤原　清　様

林　弘純　様 日比野　猛　様 福田　元太　様 藤村　徹　様

林　誠　様 平井　章子　様 福田　幸一　様 藤本　栄一　様

林　雅清　様 平井　久　様 福田　聡　様 藤本　知代子　様

林　佑美　様 平尾　修悟　様 福田　裕是　様 藤原　一裕　様

林　能成　様 平岡　昭雄　様 福田　平司　様 藤原　廣太　様

林　良樹　様 平岡　泰　様 福田　真知子　様 藤原　誠　様

林川　毅　様 平岡　陽一　様 福田　泰久　様 渕田　利男　様

平川　勝士　様 福原　誠　様 筆保　真介　様

早瀬　和史　様 福村　善光　様 古川　弘子　様

早瀬　万豊　様 平田　敬子　様 福本　彰律　様 古川　博敏　様

原　啓子　様 平野　敬太　様 福元　雄一　様 古川　雅貴　様

原　謙三　様 平野　善次　様 冨宅　敏彦　様 古川　好男　様

原　拓志　様 平野　誠　様 藤　俊弘　様 古渕　孝仁　様

原　徹　様 平野　裕　様 冨士　博良　様 古谷　剛彦　様

原　俊樹　様 平松　あけみ　様 藤井　功二　様 古家　真理子　様

原　秀雄　様 平松　さくら　様 藤井　昭三　様 別宮　毅　様

原口　源嗣　様 平山　一郎　様 藤井　園子　様 別所　勇　様

原田　昭彦　様 平山　俊城　様 藤井　智美　様 別處　了一　様

原田　一彦　様 平山　憲繁　様 藤井　政夫　様 別府　知明　様

原田　清彦　様 平山　まり子　様 藤井　昌博　様 北條　育宏　様

原田　健作　様 広井　利文　様 藤垣　尚子　様 宝達　賢治　様

原田　卓　様 廣田　重和　様 藤川　鎌士　様 保坂　哲夫　様

原田　光　様 廣谷　史郎　様 藤川　侑士　様 細江　祥樹　様

原田　守　様 廣永　敦之　様 細川　新也　様

治田　啓　様 廣橋　正一　様 藤川　友香　様 細田　賢一　様

伴　義孝　様 笛木　隆弘　様 藤崎　武士　様 細見　大介　様

坂東　克也　様 深谷　潤一　様 藤澤　豊　様 細谷　有美子　様

馬場　益弘　様 福井　忠成　様 藤島　美三子　様 堀田　一三　様

福井　秀樹　様 藤田　勝也　様 堀田　真宏　様

東　常緑　様 福井　美幸　様 藤田　恵子　様 堀井　亀信　様

東口　豊　様 福井　芳明　様 藤田　武男　様 堀内　大輔　様

福岡　秀昭　様 藤田　正司　様 堀口　由貴男　様

福岡　泰之　様 藤田　昌義　様 堀古　芙美　様

福澤　將浩　様 藤田　まり子　様 堀田　晋　様

久井　直彦　様 福島　照　様 藤田　由典・ゆとり　様 堀野　一彦　様



寄付者ご芳名録

新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援金

※2020年5月1日～2021年3月31日

堀端　康弘　様 松井　幸雄　様 松山　省三　様 三谷　龍世　様

堀畑　好秀　様 松居　義邦　様 真殿　彦一　様 三谷　博志　様

堀本　剛史　様 松浦　栄一　様 眞鍋　彰啓　様 道本　久臣　様

堀山　博直　様 松浦　耕也　様 真鍋　英　様 光武　繁　様

保呂　恵子　様 松尾　むつ子　様 眞部　幸久　様 光久　昭弘　様

本井伝　尚彦　様 松岡　香　様 馬渕　瑛子　様 光本　庄一　様

本田　巍　様 松岡　環　様 馬渕　純一　様 満屋　英喜　様

本多　忠男　様 松岡　勉　様 間々田　耕一　様 南　昇　様

本田　哲也　様 松木　昭　様 丸一　幹夫　様 南　英夫　様

本手　隆　様 松倉　忠司　様 丸尾　正宏　様 南　英一　様

本間　敏司　様 松澤　淳也　様 丸橋　由起子　様 南　宏　様

本間　嘉郎　様 松下　嘉光　様 萬玉　富晴　様 南林　司郎　様

米谷　正子　様 松島　宏樹　様 萬谷　宗正　様 湊本　浩　様

前川　育央　様 松田　晶弘　様 三浦　和夫　様 三野　曠　様

前川　慎吾　様 松田　耕二　様 三浦　達也　様 美濃　誠　様

前川　聖樹　様 松田　有二　様 三浦　博昭　様 宮川　丈志　様

前田　悦子　様 松田　悠介　様 三浦　由希　様 宮川　博明　様

前田　典哉　様 松名　亜弥　様 三上　信一郎　様 宮口　岳士　様

前田　倫夫　様 松永　匠　様 三木　澄子　様 三宅　育男　様

松永　久光　様 三木　隆雄　様 三宅　邦弥　様

前田　由利　様 松林　朋之　様 三木　允子　様 三宅　英樹　様

眞壁　稼頌彦　様 松見　正宣　様 三國　晶子　様 三宅　洋平　様

槇　勝博　様 松村　邦子　様 三崎　正和　様 宮崎　一也　様

牧野谷　博正　様 松村　髙明　様 三沢　りえ　様 宮﨑　恵子　様

牧村　史朗　様 松村　肇　様 三島　和彦　様 宮崎　剛直　様

牧本　恵織　様 松村　惠生　様 水上　義博　様 宮﨑　亮太　様

増井　勝也　様 松本　明弘　様 水口　研二　様 宮路　彩子　様

増井　陽子　様 松本　和剛　様 水口　芳子　様 宮田　慎一　様

増子　豊張　様 松本　勝男　様 水嶋　健治　様 宮田　忠明　様

増田　健也　様 松本　勝治　様 水谷　友徳　様 宮武　明生　様

増田　日出男　様 松本　勝憲　様 水谷　正孝　様 宮原田　英一　様

増田　麻由香　様 松本　憲嗣　様 水谷　康夫　様 宮部　嘉博　様

益田　義正　様 松本　五平　様 水野　克至　様 宮本　燕娜　様

増見　常夫　様 松本　潤子　様 水野　達郎　様 宮本　宏二　様

町田　礼一　様 松本　千賀子　様 三隅　彰久　様 宮本　忠依　様

松井　一恵　様 松本　雄一郎　様 水本　徹　様 明神　信夫　様

松井　悟　様 松本　譲　様 水本　有紀　様 三好　セイコ　様

松井　佑介　様 松本　佳子　様 三好　徹　様
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新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援金

※2020年5月1日～2021年3月31日

三輪　真治　様 森　清次　様 安井　健雄　様 山口　良之助　様

三輪　祐太　様 森　登美子　様 安江　和子　様 山﨑　菊雄　様

向　勲　様 森　宏司　様 安岡　光之　様 山崎　照美　様

向　和彦　様 森　義彦　様 安川　義浩　様 山﨑　登志男　様

向　澄　様 森　義博　様 安田　克彦　様 山嵜　誠　様

向井　大成　様 森岡　幸男　様 安田　文一　様 山﨑　康裕　様

向井　徹　様 森上　照夫　様 安田　平一郎　様 山崎　悠輔　様

向井　雄亮　様 森川　奈美　様 安原　実昭　様 山﨑　ゆみ　様

向田　美穂　様 森口　隆　様 安福　一　様 山崎　芳恵　様

陸田　弘行　様 森下　侑哉　様 安室　修一　様 山下　晶代　様

宗岡　徹　様 守田　彰　様 柳川　洋子　様 山下　和英　様

村井　克己　様 森田　清　様 柳田　和實　様 山下　清景　様

村井　泰規　様 守時　健　様 柳田　国男　様 山下　健佑　様

村岡　卓朗　様 森中　勇人　様 柳原　和馬　様 山下　清次　様

村上　和志　様 森本　章義　様 箟　栄治郎　様 山下　宏樹　様

村上　茂雄　様 森元　靖　様 矢野　秀利　様 山下　美佐緒　様

村上　善太　様 森本　和伸　様 矢野　ルミ　様 山下　征大　様

村上　瑛一　様 森本　慶太　様 藪　利治　様 山下　義章　様

村上　智一　様 森本　成信　様 山城　正記　様

村上　宣行　様 森本　秀友　様 山内　一昌　様 山田　恭子　様

村上　博英　様 森本　博行　様 山内　光　様 山田　卓也　様

村上　勝　様 森本　正彦　様 山浦　隆　様 山田　太郎　様

森本　義之　様 山縣　元　様 山田　俊雄　様

村田　耀星　様 守屋　健　様 山川　邦一　様

村田　賢志　様 森山　孝雄　様 山川　勉　様 山田　径男　様

村林　正章　様 茂呂　和夫　様 山川　弘史　様 山田　善啓　様

室田　昭子　様 両角　澄子　様 山川　真和　様 山中　俊彦　様

室田　浩幸　様 諸山　登　様 山岸　捷昭　様 山中　一　様

女川　隆　様 門田　光正　様 山際　大介　様 山中　寛之　様

目黒　達哉　様 門出　章次　様 山口　哲史　様 山根　真子　様

本　純生　様 門田　知昭　様 山口　篤見　様 山根　與子　様

元島　茂樹　様 八尾　勇　様 山口　建暉　様 山根　若子　様

本園　孝道　様 八木　紀太雄　様 山口　伸昭　様 山野　祥一郎　様

本山　一　様 八木　健　様 山口　博司　様 山花　健作　様

百田　英樹　様 矢木　達朗　様 山口　光則　様 山本　明美　様

森　栄二　様 矢木　春香　様 山口　靖人　様 山本　衣利子　様

森　悦子　様 八木　裕之　様 山口　雄一　様 山本　修　様

森　茂実　様 八島　智子　様 山口　善寛　様 山本　憲宥　様
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新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援金
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山本　尅敏　様 吉末　和也　様

山本　清秀　様 吉森　茂雄　様

山本　紘一　様 吉田　葵　様 與十田　恒義　様

山本　耕平　様 吉田　篤司　様 米島　清生　様

山本　隆朗　様 吉田　一夫　様 米田　久仁男　様

山本　樹也　様 吉田　健剛　様 米津　大吾　様

山本　敏男　様 吉田　賢次　様 米永　政弘　様

山本　富造　様 吉田　光一　様 米森　武夫　様

山本　直文　様 吉田　嶋雄　様 依藤　康正　様

山本　秀樹　様

山本　紘志　様 吉田　達哉　様 李　月　順　様

山本　史絵　様 吉田　宣章　様 立仙　和彦　様

山本　公士　様 吉田　憲生　様 LIU　XUEYAN　様

山本　正孝　様 吉田　裕明　様 龍神　毅　様

山本　淑子　様 吉田　雅明　様 若田　卓哉　様

山本　善弘　様 吉田　政弘　様 若原　尚　様

矢持　和華子　様 吉田　正博　様 和食　幹男　様

湯浅　宏文　様 鷲巣　里恵子　様

杠　良智　様 吉田　理道　様 和嶋　一俊　様

湯野　信實　様 吉田　衞　様 和田　田鶴子　様

尹　禮分　様 吉田　万里子　様 和田　通　様

余語　廣　様 吉田　実　様 和田　弘毅　様

横井　有紀　様 吉田　宗弘　様 渡瀬　輝雄　様

横井　幸男　様 吉田　安伸　様 渡部　修　様

横島　潔　様 渡邉　清　様

横田　壮一　様 渡部　晃司　様

横田　英哲　様 渡辺　美敏　様

横田　佳章　様 渡部　基義　様

横山　和彦　様 吉武　邦公　様 渡利　真生子　様

吉岡　麻　様 善積　敏明　様 渡口　勝彦　様

吉岡　等　様 良永　康平　様

吉岡　正美　様

吉原　太　様

吉兼　崇博　様

吉川　一夫　様 吉村　和代　様

吉川　和夫　様 吉村　公一　様

吉川　幸作　様

吉川　宗宏　様
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（企業・法人・団体等）

アズワン株式会社　様

アプライド株式会社　様

株式会社イケダ　様

株式会社石渡康三郎塗装店　様

井上利博司法書士事務所　様

株式会社ウチダシステムズ　様

エムジェイワン株式会社　様

株式会社大阪城口研究所　様

大阪装備工芸株式会社　様

奥村組土木興業株式会社　様

株式会社ＯＤＫソリューションズ　様

カナテック株式会社　様

関西大学機友会　様

関西大学教育後援会　様

関西大学経済人クラブ　様

関西大学校友会　様

関西大学校友会文化ＯＢ・ＯＧ会　様

関西大学校友会生駒支部　様

関西大学校友会泉佐野支部　様

関西大学校友会大阪中央支部　様

関西大学校友会貝塚支部　様

関西大学校友会香川支部　様

関西大学校友会鹿児島千里会　様

関西大学校友会神奈川支部　様

関西大学校友会京都支部　様

関西大学校友会高知支部　様

関西大学校友会埼玉支部　様

関西大学校友会堺支部　様

関西大学校友会篠山支部　様

関西大学校友会社会学部同窓会　様

関西大学校友会吹田支部　様

関西大学校友会宝塚支部「葦水会」　様

関西大学校友会長友会支部　様

関西大学校友会豊中支部役員有志　様



寄付者ご芳名録

新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援金

※2020年5月1日～2021年3月31日

関西大学校友会西宮支部　様

関西大学校友会東大阪支部　様

関西大学校友会東大阪市役所千陵会　様

関西大学校友会北海道支部　様

関西大学校友会箕面支部　様

関西大学校友会證志会　様

関西大学職員組合　様

関西大学女子秀麗会　様

関西大学スポーツマンクラブ　様

関西大学体育ＯＢ・ＯＧ会　様

関西大学大学教員組合　様

関西大学天六同友会　様

関西大学博修士会　様

関大不動産鑑定士クラブ　様

株式会社極東技工コンサルタント　様

株式会社きんでん　様

有限会社 宏成　様

公認会計士関大会　様

関西大学校友会富田林支部　様

株式会社志　様

互励会太田　鶏一先生　様

関西大学校友会佐賀千里会　様

株式会社サークルネット関西　様

株式会社サン・アセット・リサーチ　様

株式会社サンカラーシッピング　様

株式会社三友エージェンシー　様

ＪＲ関大会　様

司法書士関大会　様

社会保険労務士関大会　様

清交社関大会　様

株式会社扇雀飴本舗　様

千里山会計学研究会　様

株式会社太洋企画　様

第一生命茨木支店古本募金の会　様

竹中工務店葦の葉会　様

株式会社ＤＡＣＳ　様

株式会社タップ　様

株式会社ティーガイア　様



寄付者ご芳名録

新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援金
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奈良県関大倶楽部　様

奈良県庁秀麗会　様

南都銀行関大会　様

日本シャッター北大阪販売株式会社　様

株式会社阪神住建　様

有限会社光商事　様

平井建設株式会社　様

枚方市役所秀麗会　様

税理士法人SAT広瀬会計事務所　様

村上建設株式会社　様

山本勝敏法律事務所　様

株式会社ユタックス　様

ユニヴ・ライフ株式会社　様


