
熊本大学基金へのご協力に感謝し、心より御礼申し上げます。

平成２０年９月１日から平成２０年９月３０日までの間にご入金を確認させていただきました、個人２６４名、１法

人・団体等の方々から総額８,５７１,０００円のご寄附をいただきました。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。

ご寄附をいただきました方々すべての皆様へ感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていただきます。公開を希望

されないご寄附者につきましては、掲載しておりません。

１．お名前・寄附金額の掲載を希望されたご寄附者（寄附金額別、五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。）

１００万円 髙見 勝己 春田 洋一

３０万円 佐藤 泰生 五髙済美柔道会九州支部（313,000円）

２０万円 木村 重雄 滝沢 勇一 牧野 雄二

１０万円 岡田 高明

５万円 芦田 大和 阿野 静也 池田 悠爾 甲斐 文朗 神原 武

國武 敬司 黒木 輯 佐々木 隆 猿渡 靖 園田 義宣

富永 雄吉 冨吉 勝美 成松 澄夫 藤井 博昭 松田 猛夫

向江 文雄 吉田 道雄

５万円未満 阿地部友幸 池田 尚 池田 直明 植木 典生 上原 士郎

内野 吉志 大富 武昭 小村幸二郎 島内 保高 清水 博和

下村 勉 鋤本 己信 高橋 啓介 髙群 正晴 塘 正弘

中島 赳 永本 至 納富 勝彦 濱﨑 欣明 林 和美

春田 益男 檜垣 雅男 村田 健郎 村松 清作 森 誠

矢澤 岳 山本 博伸

２．お名前のみ掲載を希望されたご寄附者（五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。）

秋田 國幹 足立 大成 阿部 憲司 飯田 信之 石田心次郎 井手 秀逸

今井 博昭 今村 繁美 牛島 進 宇田 哲生 浦本 義鷹 江頭 侃

江島 健二 大田 政伸 岡崎 一正 緒方 安孝 緒方 雄輔 岡本 英明

小川 隆治 沖 宏治 尾崎 一徳 乙葉 修 尾畑 充男 甲斐 孝明

柿野 完治 角 浩一 角江 紘一 金川 祥一 川上 光信 川口 誠一

北村 大 木月 正善 木下 芳明 木村富久男 木村 裕一 清田 純次

清田 泰輔 草場 武司 國武 徳之 熊丸 浩仁 黒岩 英雄 小出 義輝

神﨑 翔平 古閑 忠之 古賀 正明 古財 正孝 小崎 久光 古瀬 元博

小松原佳子 齊藤 明宏 坂本 優 坂本 芳文 佐土原 浩 実藤 公一

紫垣健二郎 寿藤 久男 白井 忠義 白石 旭 菅原 一雄 杉本 明

杉本 智 垰 茂 髙橋 浩一 髙橋 安行 髙山 隆志 竹下 哲司

田崎 敏生 田中 良直 田中 良純 谷内 稔治 田渕 一誠 千歳 久

土山 清子 角田 浩 出口 大和 冨永 陽一 永井 勲 長尾 哲也

中西 亮二 中野 司朗 仲野 直路 奈須 孝行 西山 羊右 野口 雅章

野中 聖生 東 哲治 平岡 芳郎 平野 圭一 藤本 康孝 古荘 昭憲

古本 重隆 豊東 正員 別府 寛二 星子晋一郎 本田 範正 前田 博

牧 剛司 増田 貫志 町田 和美 松浦 淳 松浦 文人 松下 静祐

松平 嘉明 松間 隆根 御沓 幸吉 水町 秀樹 三好 卓 向田 達宏

森川 藤仁 安田 和詔 山本 宏 由布 雅夫 横川 紀一 吉田 保

吉野 達雄 吉村 隆之

３．お名前・寄附金額の掲載を希望されないご寄附

個人９７名


