
岐阜大学基金寄附者のご芳名 

（五十音順・敬称略） 

    
    

 ご寄附をいただいた皆様への感謝の意を込めまして、ご芳名を掲載させていただきます。 

 公開を希望されていないご寄附者につきましては、掲載しておりません。 
    
    

令和２年８月分   
    

【個人】   
    
 青木 利夫   秋田 州三  (¥25,000) 荒井 裕介  (¥5,000) 
 荒木 厚喜   安藤 晃一   安藤 嘉彦  (¥5,000) 
 池戸 千賀子  (¥10,000) 池戸 亙   井坂 健司   
 石黒 一江   井戸 繁明  (¥5,000) 井戸 春美  (¥30,000) 
 井戸 英行  (¥5,000) 伊藤 登  (¥200,000) 井上 進   
 猪田 美智子  (¥30,000) 今泉 史雄  (¥10,000) 岩瀬 明彦  (¥100,000) 
 岩田 和彦   岩田 航   岩水 民子  (¥30,000) 
 岩屋 広光  (¥10,000) 岩屋 美穂  (¥10,000) 上田 悠祐   
 宇佐美 祥子   宇佐美 辰夫  (¥5,000) 梅田 勝   
 梅原 香織  (¥10,000) 黄倉 崔  (¥100,000) 近江 英家   
 大井 直人  (¥30,000) 大江 昇一  (¥5,000) 太田 恵子  (¥5,000) 
 太田 雅人  (¥20,000) 大塚 俊之   大西 勇吉  (¥10,000) 
 大橋 啓之  (¥200,000) 大橋 みち子   大町 深雪   
 岡田 謙吾  (¥10,000) 岡本 尚  (¥10,000) 小川 隆幸  (¥10,000) 
 奥田 哲司   奥田 博明   小椋 奈央子   
 尾崎 郁子  (¥5,000) 尾関 巌  (¥10,000) 小田 啓介   
 笠松 雅之  (¥20,000) 梶原 秋久   春日井 良隆   
 片山 光正・智子・佳奈  (¥15,000) 勝野 高志  (¥10,000) 桂川 幾郎  (¥10,000) 
 加藤 星来   加藤 正彦  (¥10,000) 加藤 竜児   
 亀井 隆  (¥10,000) 河合 春奈  (¥10,000) 川口 直紀  (¥10,000) 
 川島 保國  (¥10,000) 河村 英雄   河本 拓也   
 河原 秀聡   木全 隆幸  (¥5,000) 木村 光利  (¥100,000) 
 清 郁子  (¥5,000) 清田 愼二  (¥50,000) 國枝 正義  (¥5,000) 
 久野 正雄  (¥20,000) 窪田 研介   熊澤 忍   
 倉本 弥生   桑原 富子  (¥30,000) 小池 優希   
 纐纈 貴美子  (¥10,000) 上坂 裕之   兒島 友子  (¥30,000) 
 後藤 和世   後藤 武司  (¥30,000) 古山 友子  (¥5,000) 
 齋藤 建樹  (¥10,000) 酒井 孔祺  (¥20,000) 坂﨑 芳範  (¥5,000) 
 坂本 清次郎  (¥10,000) 櫻井 徹  (¥100,000) 桜井 伸彦  (¥5,000) 
 笹野 伸治  (¥10,000) 佐藤 彰芳  (¥10,000) 佐藤 厚司   
 佐藤 純一郎   佐藤 隆一  (¥5,000) 佐藤 輝繁   
 佐藤 祐二   塩谷 均  (¥10,000) 嶋 睦宏   
 清水 弘数   清水 保治   清水 義昭   
 菅井 保宏  (¥5,000) 杉浦 一保   杉浦 良直  (¥5,000) 
 杉山 達彦  (¥5,000) 鈴谷 淳   髙木 正巳  (¥20,000) 
 高岸 勝典  (¥10,000) 高橋 晴子  (¥5,000) 高橋 宗見  (¥20,000) 
 髙橋 祥泰  (¥50,000) 竹内 紀久雄  (¥30,000) 竹内 宏一  (¥200,000) 



 竹内 良隆   竹村 重男  (¥10,000) 立松 仁   
 田中 治彦  (¥10,000) 棚橋 良子  (¥5,000) 谷口 陽一  (¥10,000) 
 知工 悦子  (¥50,000) 千葉 浩司  (¥10,000) 築山 茂  (¥20,000) 
 辻本 道孝  (¥10,000) 土屋 かすみ   常富 圭子  (¥10,000) 
 常富 覚  (¥10,000) 富成 健二  (¥10,000) 友松 武夫   
 豊島 啓子  (¥5,000) 長瀬 敏之   中西 美也子  (¥5,000) 
 中村 富幸  (¥10,000) 西村 和宏   西家 敦   
 西脇 裕美   合歓垣 誠司   野田 静市   
 野村 孝幸  (¥10,000) 野村 英則   野村 佳子   
 羽賀 啓子   長谷川 豊  (¥10,000) 服部 泰男   
 浜口 智則   浜村 吉昭   早川 一雄  (¥10,000) 
 早川 徳男   林 毅彦  (¥10,000) 林 雅人   
 原 純一郎   原口 佳也   伴野 祥平   
 久松 義幸   日高 健   日比野 敏晴   
 平野 太志  (¥50,000) 廣澤 実   深谷 秀巳   
 福田 正  (¥10,000) 福田 寛隆   藤井 宣仁   
 藤田 泰次  (¥10,000) 藤野 舜一   藤森 雅博   
 古田 千鶴子  (¥10,000) 細野 寿  (¥10,000) 松尾 治  (¥100,000) 
 松岡 成典  (¥30,000) 松坂 吉偉  (¥5,000) 松原 保  (¥20,000) 
 松原 永吉   (¥10,000) 松久 初子   松久 文子  (¥5,000) 
 松本 啓一   松山 欣壽  (¥5,000) 三浦 靖成  (¥10,000) 
 御崎 晶嗣   箕輪 光顕  (¥30,000) 宮城 穏  (¥10,000) 
 宮腰 政貴  (¥10,000) 宮本 俊輔  (¥5,000) 宮脇 修   
 三輪 崇   村上 克   村上 欣子   
 村上 美鈴   村瀬 輝起  (¥10,000) 村本 尚洋  (¥10,000) 
 森 克己  (¥10,000) 森 茂雄   森 麻由美   
 森 眞弓   森腰 俊亨   森崎 隆雄   
 森下 有輝  (¥10,000) 森田 浩之   安福 嘉則   
 矢野 治久   山口 英徳  (¥10,000) 山下 研二  (¥10,000) 
 山田 圭一  (¥10,000) 山田 修士  (¥10,000) 山田 朋子  (¥10,000) 
 山田 雅春   山田 稔  (¥10,000) 山田 素之  (¥5,000) 
 山本 典生   山本 眞由美  (¥100,000) 山本 真理子  (¥20,000) 
 横尾 真一  (¥5,000) 横幕 國広   吉川 利彦  (¥10,000) 
 吉田 敬   吉村 安弘   劉 友明  (¥10,000) 
 脇田 英和   脇田 律子  (¥5,000) 渡辺 建  (¥10,000) 
 渡辺 曻  (¥10,000)   

    

掲載を希望されないご寄附者   
 個人 205 名   

    
    

【法人・団体等】   
 アピ (株)  (¥4,800,000)  

 岐阜大学工業倶楽部中部支部    

 (株) 関ケ原製作所  (¥100,000)  

 特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所    

 福岡技術士事務所  (¥5,000)  

    

掲載を希望されないご寄附者   
 法人・団体等 2 法人  

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 
                                                                                                                              

新型コロナウイルス感染症緊急対策プロジェクト 
学生支援プラン～夢をあきらめるな～ 

 【生活支援金 30,000 円を対象学生約 3,000 名に支給】 
 

寄附申込状況 1,758 件 48,360,000 円 
（2020 年 9 月 17 日現在） 

 
皆様からの温かい支援を心よりお待ちいたしております。 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 
お問合せ先 ： 岐阜大学 Development Office (DO 室)  TEL ０５８－２９３－３２７６ 

岐阜大学基金 HP  ☞ https://www.gifu-u.ac.jp/fund/ 

速報 


