
【個人／50音順】

赤江 一平　様 大坪 潤一郎　様 黒田 憲二　様 曽我 忠　様

明本 惠一　様 大西 義則　様 小石 洋平　様 髙岸 時夫　様

秋元 正久　様 大原 玄　様 郡 政人　様 高田 久男　様

旭野 明　様 岡 近美　様 近藤 敏一　様 髙橋 忠　様

麻生 真吾　様 岡田 和幸　様 近藤 正多嘉　様 髙橋 敏美　様

新井 義治　様 岡田 宏昭　様 斎藤 徳寧　様 高橋 義典　様

荒木 一郎　様 岡田 昌澄　様 酒井 松喜　様 高畑 満　様

有井 清益　様 岡部 泰久　様 左海 義文　様 田中 淳一　様

有光 健　様 小川 富也　様 坂口 誠和　様 田中 英幸　様

石川 元一　様 荻野 勲　様 櫻井 智　様 谷 和親　様

伊藤 守　様 尾﨑 静人　様 佐藤 賢治　様 田原 克尚　様

乾 恭士　様 小山 陽生　様 佐藤 隆重　様 玉田 寧　様

井野 良彦　様 垣内 隆　様 佐藤 武夫　様 田村 英嗣　様

井上 雅規　様 金澤 健一　様 寺中 幸三　様 辻 高広　様

井下 順功　様 金谷 正和　様 芝原 祥八郎　様 辻本 和敬　様

岩﨑 栄次　様 亀岡 睿一　様 島田 伸也　様 津田 潮　様

上田 武志　様 川崎 圭三　様 清水 昭男　様 丁 路　様

植松 勝之　様 川島 寿　様 清水 徳夫　様 出口 博史　様

𣇃𣇃井 孝昭　様 川端 信之　様 庄野 博文　様 手塚 英治　様

逢坂 昭治　様 川村 光顕　様 鈴木 諫　様 寺田 光宏　様

大崎 綾子　様 木村 暢宏　様 鈴木 大助　様 寺本 利徳　様

大島 輝彦　様 草田 元徳　様 鈴木 辰夫　様 戸井 信行　様

大谷 清　様 久手堅 浩　様 鈴木 康仁　様 戸田 博　様

大谷 正彦　様 久米 憲司　様 瀨戸山 郁夫　様 戸田 靖行　様

　徳島大学工学部創立100周年事業への御支援、心より御礼申し上げます。
御寄附いただきました方々への感謝の意を込めまして、ここに御芳名を掲載させていただきまし
た。
　なお、御芳名の掲載については、同意をいただいた方のみとさせていただいています。
多くの皆様からの温かい御支援に対し、深く感謝申し上げます。

R2.12.31現在



友成 隆治　様 坂東 日出人　様 山内 克則　様

友藤 吉明　様 久長 信二　様 山上 拓男　様

内藤 修身　様 藤田 敏宏　様 山口 敏彦　様

長尾 紘輔　様 藤本 豊明　様 山口 賀將　様

長尾 哲見　様 逸見 敏克　様 山下 健一　様

長岡 正治　様 細田 耕司　様 山根 邦夫　様

長篠 博文　様 本淨 嘉章　様 山野 克巳　様

中島 琥一郎　様 本田 正敏　様 山花 英司　様

長田 任史　様 松尾 保明　様 山本 茂　様

中根 康治　様 眞鍋 彰　様 横内 久猛　様

仲野 眞次　様 水﨑 吉彦　様 横川 稔　様

中林 安雄　様 水主 宗明　様 吉井 優一　様

奈須 善彦　様 水野 秀樹　様 𠮷𠮷岡 威雄　様

難波 勉　様 宮内 圭二　様 脇長 良行　様

新居 浩二　様 三宅 覚　様 和田 英治　様

新居 武煕　様 宮武 興司　様 渡津 秀孝　様

西 裕治　様 宮原 榮一　様

西中 充治　様 宮本 武士　様

西野 達夫　様 宮本 宏　様

西村 朋晃　様 村尾 武之　様

秦 延永　様 村田 茂　様

浜松 健　様 村田 忠　様

林 勲男　様 望月 秋利　様

林 和夫　様 森 康成　様

林 博美　様 森川 明　様

原 嘉章　様 森澤 忠和　様

原井 正臣　様 安田 栄孝　様

原田 新一　様 安田 昌弘　様

原田 律夫　様 矢野 敏也　様

坂東 孝浩　様 山内 章広　様
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