
【 個　人 】

(あ)

赤沼　伸乙 秋 山　　眞 浅香　美穂 旭　　和 子 芦 崎　　保 安達　恭祐

油木　劭之 阿 部　　肇 飴井　賢治 新井　健二 荒 間　　孝 安東　嗣修

安念 のり子 池上　久晴 池 田　　徹 石神　聡也 石黒　義久 石黒 龍太郎

伊藤　文雄 稲寺　秀邦 井 上　　博 井上　将彦 井上 結香里 今村　雅志

岩崎　典子 上田　和広 上田　宗央 遠藤　哲子 大岸　嘉子 大郷　利治

大路　貴久 岡田　裕之 小川　さつき 奥 田　　實 奥村　隆一 小澤　聖和

越智　敏子 小野　史郎 織井　文貞

(か)

加賀美 壯一 香川　正太 垣田　直樹 鹿 熊　　武 桂　恵美子 加 藤　　敦

加藤　恭一 加藤　真弓 金子　政史 亀 田　　登 川 上　　惇 川口　清司

川口　善治 川 筋　　透 川西　清俊 河村　銀河 神田　寛之 木井　康夫

菊島　浩二 北角　政信 北代　久子 北村 潔和 木原　幸弘 京泉　清男

絹石　達也 草　　一 宏 草野　節子 久保　義行 熊田　重勝 栗林　裕子

河渡 太八郎 小ヶ口 節子 古志　勝俊 古志　千樹 小 林　　初 近藤　達也

(さ)

斉藤　仁子 佐伯　京子 佐伯　健治 酒井　正人 作井　正昭 佐久間  勉

櫻井　宏明 笹岡　利安 笹岡　博史 佐々木 利江 笹原　正清 佐 藤　　修

佐野　道子 佐野　玲子 澤崎　勝彦 塩谷　敏幸 鹿田　史紀 篠原　寛明

柴田　辰美 柴柳　敏哉 嶋　　正　一 嶋岡　智子 島田　勝弘 清水　忠道

庄司　正文 白江　秀子 新　　竜 也 新 垣　　清 菅 野　　紘 杉 田　　昇

杉本　健士 杉本　祐文 鈴木　正康 鈴木　基史 砂田 紗也加 隅　　　敦

関　　智 宏 堰　冨美雄 関井　久代 関川　国彦

(た)

大工原 ちなみ 高尾　京子 高尾　邦彦 髙城　正利 髙倉　綾子 髙瀨　清孝

鷹 西　　貢 高野　直子 高橋　啓作 高 橋　　純 高邑　英市 髙 森　　滿

田口　雅登 竹 内　　勝 竹田 妃佐子 武田　正夫 武山　良三 田島　正登

立瀬　剛志 田中　輝和 田中　史子 田端　俊英 田渕　明子 田淵　千里

千葉　順哉 辻　　泰 弘 津田　裕子 恒枝　宏史 寺林　忠男 藤　　秀 人

道林　一郎 常田　勇次 戸部　信幸 戸 松　　浩 友廣　岳則

(な)

永井　幸仁 中尾　哲雄 長 崎　　悟 長崎　真一 中島　一樹 中島 廣志

中田 由紀子 永田　邦夫 永田　秀和 永田　義則 中野　勝文 中村 義浩

中村　善志 中村　領子 永森 千富壽 永山 くに子 南部　寿則 二階堂 敏雄

西田　邦洋 西田　恒夫 西永　明子 西野　衑子 西村　克彦 新田 淳美

能波　輝之

＊法人の場合も同様に掲載いたしました。

富山大学基金寄附者芳名簿

　 ご寄附をいただいた皆様のご協力に感謝し、ホームページ掲載を承諾いただいた皆様のご芳名を掲載させていてだきます。
なお、ご寄附頂いた方で、万一お名前がもれている場合は、誠に恐縮ではございますが、基金事務室までご連絡ください。

＊寄附者芳名簿はお名前だけにさせていただきました。
＊個人の場合ホームページへの掲載を承諾いただいた方以外は、匿名希望とさせていただきました。

富山大学基金寄附者芳名簿(五十音順)   (平成26年4月1日～平成27年3月31日までの寄附者様)



(は)

橋浦　十八 橋爪　和夫 橋場　義正 橋本　征也 羽田 文四郎 羽田　正人

浜 崎　　景 濱田 朱美子 早川　武司 林　　恵 子 林　　幸 子 林　　茂 寛

早野　勝利 飯田 晉一郎 平井　嗣郎 平井 美朗 平野　茂一 日 水　　栄

蛭 谷　　衛 廣上　清一 廣田 美代子 廣林　茂樹 深井　甚三 福 井　　修

福井　浩一 福 島　　昇 福森　史郎 藤井　明美 藤井　敏雄 藤井　悦宗

藤 森　　博 古谷　陽子 細 谷　　晃 細谷　健一 堀田　裕弘 堀野　良和

(ま)

前田　伸子 前山　千晶 松井　利夫 松岡　邦衛 松下　博之 松田　明子

松本　修一 松本　良子 松谷　裕二 松山　政夫 三 島　　怜 溝 口　　正

緑川　亜紀 南　　良 子 宮下　幸樹 宮 下　　尚 村山　立人 毛 利　　勉

森　　　信 森沢　和子 森田 伊都子 森田　直賢

(や)

矢倉　隆之 矢後　嘉之 安川　正巳 安川　俶子 山田 美智子 山田　康夫

山名　一男 山本　哲子 山 本　　徹 山本　紘久 山本　雅子 吉井　博幸

吉田　拓人 吉松 弥三吉

(わ)

若林　建志 和 田　　努 渡辺　幸子 渡邉　敬夫 綿鍋　維男

以上 252名

匿名希望 123名

【法人等】

以上 22法人

匿名希望 １法人

富山スガキ 株式会社

コーセル 株式会社

砺波工業　株式会社

アイティオ 株式会社 朝日印刷 株式会社

朝日建設 株式会社 アシステム税理士法人

医療法人社団　おひさま耳鼻咽喉科 株式会社 勝木太郎助商店

株式会社 KEC

損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 富山支店 ダイヤモンドエンジニアリング 株式会社

田中精密工業 株式会社 鉄道機器 株式会社

富山大学薬学部分子合成化学研究室 富山トヨタ自動車 株式会社

北陸自動販売 株式会社

医療法人 ほたるいか 横浜青葉脳神経外科クリニック

一般財団法人　立仁会 株式会社 瑠璃光

日本セック株式会社

北陸電気工事 株式会社


