
　 ご寄附をいただいた皆様のご協力に感謝し、ホームページへの掲載をご承諾いただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。
　 なお、ご寄附いただいた方で、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、総務課広報・基金室（基金担当）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ご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。
＊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(五十音順)   (令和２年４月１日～令和３年３月３１日までの寄附者様)

【 個　人 】

(あ)

會澤　宣一 浅井　尚子 旭　　和子 足立　雄一 穴田　　茂 安藤　智晴

李　　貞範 五十嵐　勇一 井川　善也 池田　裕計 池田　真行 池本　弘之

石黒　龍太郎 石出　宗秀 石原　悦子 石原　昇治 石原　外美 稲垣　栄子

稲垣　善實 稲田　　豊 稲村　敏夫 井上　　博 井上　将彦 井ノ口　馨

猪又　峰彦 伊林　文子 衣斐　　隆 今井　美恵子 今中　常雄 岩垣　　誠

岩谷　佳樹 宇井　啓髙 上田　　篤 上原　雄史 鵜飼　　稔 梅田　千晴

梅田　利勝 梅村　孝信 浦山　重光 江尻　みずほ 遠藤　　実 老田　芳人

大氏　正嗣 大江　健司 大川　信行 大崎　翔也 大城　福子 大藤　　茂

大西　宏治 大森　浩之 岡崎　浩幸 岡田　文之助 岡部　俊夫 岡本　　武

小川　晃一 沖　　よし子 奥井　健一 尾嶋　教正 小田　国秋 乙部　昭広

厳　　丞敏

(か)

風巻　紀彦 桂木　健次 鹿渡　英光 加藤　浩成 門脇　　真 金森　　寛

金山　義男 兼松　　稔 鎌上　重光 唐渡　広志 河合　法郎 川村　隆一

菅家　節子 神田　寛之 岸　　裕幸 木田　勝之 北角　政信 北野　芳則

木下　真規子 清川　真帆 絹石　泰輔 絹石　達也 草田　修一 草野　節子

久世　暁彦 久世　和子 國島　利明 國田　　功 久保　義行 熊谷　隆夫

熊田　重勝 藏堀　　進 黒崎　　直 黒澤　信幸 黒田　　廉 黒田　重靖

桑谷　研三 桑原　麻里奈 小泉　富美朝 高口　裕美 幸田　好史 小ケ口　節子

小金井　大輔 小寺　由美 後藤　秀隆 古徳　　治 小幡　忠実 小松　かつ子

小松　研治 小松　裕子 近藤　　潔 近藤　　隆 近藤　弘之

(さ)

犀藤　一枝 齋藤　　滋 齋藤　　翔 斉藤　智明 佐伯　聡史 酒井　英男

酒井　秀紀 酒井　　誠 酒井　正人 酒井　松博 坂上　岩太 坂本　晶奈

桜井　準太 櫻井　宏明 笹岡　利安 笹木　　亮 佐藤　　修 佐藤　一夫

佐藤　　勉 佐藤　　徹 佐藤　史子 佐野　康夫 澤崎　勝彦 澤本　正巳

塩入　正和 篠田　　勉 篠原　　巌 柴田　啓司 柴田　　悟 柴田　知治

柴田　迪子 嶋　　準一 島倉　敏夫 嶋作　恭子 島田　勝弘 島田　重夫

清水　克朗 下敷領　強 守護　　實 白須　紗衣 白山　梨良 城川　文男

末永　孝光 菅谷　　孝 杉浦　吉治 杉田　　昇 杉本　健士 杉本　豊一

鈴木　達也 鈴木　友人 鈴木　道雄 堰　冨美雄 関戸　正人 関根　道和

千田　耕平

(た)

高井　正三 高尾　京子 髙木　繁雄 高木　敏男 高崎　一朗 髙田　　昇

髙野　惠子 高橋　拓也 高橋　　努 高山　千春 田川　佳奈子 瀧澤　　弘

滝沢　　浩 田口　文明 田口　雅登 田口　洋輔 竹内　茂彌 竹内　　武
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竹内　　勝 竹口　紀晃 竹越　栄俊 竹澤　成章 竹村　　哲 竹村　樹里

竹村　佳記 武山　良三 田代　発造 立澤　利雄 龍山　智栄 立野　昌夫

田中　昭彦 田中　輝和 田中　史子 田中　　実 谷　　和夫 谷川　遼太郎

谷口　俊幸 谷口　直子 谷口　美樹 谷畑　滋英 谷本　雅之 田端　俊英

田村　俊介 千葉　順哉 ZHU　Shu 張　　勁 塚田　　隆 鼓　みどり

恒川　哲二 恒枝　宏史 手塚　勇輝 寺島　裕一 寺林　　敏 寺林　忠男

寺元　正典 東田　千尋 當銘　一文 道林　一郎 床尾 邦博・文子 戸田　英樹

友廣　岳則 豊岡　尚樹 鳥居　由美子

(な）

中　　茂樹 長柄　毅一 中尾　哲雄 中川　　大 長坂　保彦 中谷　正八

長津　輝彦 中辻　裕司 中野　榮治 中野　　岳 中野　　実 中三川　敏之

中村　　勉 中村　　徹 中村　真由美 中村　義朗 永山　くに子 長山　信一

南部　寿則 新鞍　真理子 二階堂　敏雄 西倉　　修 西坂　緑郎 西条　寿夫

布村　忠弘 沼田　穂積 能町　誠一 野澤　豊一 野村　邦次 野村　英明

野本　佳子

(は)

萩原 新之介 橋浦　十八 橋爪　　隆 橋本　洋二 長谷川　浩一 羽田　正人

畑中　保丸 八田　正信 服部　征雄 早川　智祥 林　　篤志 林　　一雄

林　　幸子 林　　正人 林　　龍二 原　　和子 藤井　春恵 伏喜　俊至

藤本　　誠 藤本　幸夫 古守　杏大 星野　富一 干場　　智 細川　俊治

細川　　勉 細谷　健一 堀　　和夫 堀　　春男 堀川　悦朗 堀田　美由紀

堀野　良和 本田　泰郎 本田　　豊

(ま)

前田　和樹 前田　　等 牧野　真弓 桝田　敬次郎 増田　信彦 益永　啓二

松井　三郎 松井　康浩 松浦　知徳 松江　　貢 松木　賢司 松木　吉彦

松原　和仁 松政　貞治 松本　　浩 松谷　裕二 松山　俊三 松山　政夫

眞舩　恒雄 丸山　大希 丸山　敏毅 三浦　哲男 三崎　拓郎 参沢　匡将

水口　峰之 水野　俊雄 蓑　　國夫 三原　　弘 宮　　一志 宮内　伸子

宮坂　頴一 宮下　　尚 宮島　光志 村井　忠邦 村山　　資 望月　桂子

森　　克徳 森　　　信 森　真佐美 森　　雅之 森井　信次 森永　洋一

森本　直幸 諸岡　晴美 諸橋　一馬 諸橋　昭一

(や)

八百　章嘉 矢口　忠憲 矢倉　隆之 八倉巻　佳世 矢田　哲也 矢野　靖幸

籔谷　祐介 山形　春樹 山口　和也 山口　晴司 山口　正幸 山崎　隆司

山田　眞一 山田　正明 山淵　龍夫 山本　富夫 結城　澄子 横田　　勝

横山　雅彦 横山　裕一 𠮷𠮷田　紀美恵 吉田　勝一 吉野　泰山 吉原　節夫

米丸　洋子

(わ)

脇田　　達 渡辺　清美 渡邊　真一 渡辺　卓司 渡辺　康洋

以上 372名

匿名希望 378名



【法人等】

富山薬窓会

以上 26法人

匿名希望  6法人

株式会社大阪屋ショップ

アプライド株式会社

株式会社コージン

北陸電力北陸本店（ホクリンクポイント）

株式会社富山富士通 川田建設株式会社

教職員共済生活協同組合 公益社団法人富山県建築士会

医薬系事務部医薬系学務課

株式会社協豊製作所

薬学部分子合成化学研究室

富山電気ビルディング株式会社

仰岳会（富山大学工学部同窓会） 東亞合成株式会社

砺波工業株式会社 富山大学教育学窓会

富山大学生活協同組合 富山大学理学部同窓会

日本建築家協会北陸支部富山地域会

丸文通商株式会社

宮越工芸株式会社

長岡工業株式会社

朝日不動産株式会社

一般財団法人立仁会 一般社団法人富山県建築士事務所協会


	HP掲載Ｒ２寄附者芳名簿(４月～３月)

