
青柳　好泰 青柳　倫太郎 青山　歓生

浅野　幸男 蘆田　聡 芦原　佑樹

遊田　裕律 穴田　善昭 新井　哲政

荒金　憲一 荒川　善廣 荒木　義人

有賀　清隆 有賀　奨 飯田　賢一

五十嵐　良 池内　和彦 池永　彰吾

池淵　忠紀 伊崎　泰和 石井　吉太郎

石垣　昭 石川　忠夫 石川　裕之

石田　貴将 石丸　裕士 石丸　豊

石山　裕 泉　生一郎 櫟　弘明

一岡　芳樹 市川　まどか 市瀬　辰己

稲田　直久 乾　庄一 乾　大輔

犬田　修正 井上　修 井上　一也

井之上　健児 井上　幸次郎 井上　次夫

井上　智司 伊庭　貴之 井原　秀人

茨木　宏和 今井　裕芳 今田　周二

今中　三朗 井村　榮仁 井本　英幸

入田　正仁 岩井　達雄 岩井　保善

岩下　哲雄 岩名　孝夫 上北　一良

上田　悦子 上田　勝彦 上田　順一

植田　健夫 植田　猛 上田　力

植平　裕哉 内田　佳孝 宇戸　禎仁

梅原　忠 梅本　勝司 裏戸　喜久

浦野　哲郎 上野　秀剛 遠澤　もと子

大垣　善之 太田　和之 太田　崇史

大谷　真弘 大西　雅孝 大森　芳太郎

岡嶋　俊郎 岡田　和之 岡田　浩司

岡田　典悦 岡田　康弘 岡西　俊明

岡本　禎治 奥田　隆英 奥村　直大

尾崎　信次 長田　芳裕 押田　至啓

織田　達也 小野　肇 斧田　有平

樫内　良信 梶岡　俊之 梶谷　芳之

梶原　孝 鹿島　泰輔 片岡　郁雄

片倉　勝己 片倉　泰子 片山　信二

葛西　敬子 勝見　嘉彦 勝村　好延

角　昌美 兼　英樹 加納　直美

神澤　和明 亀田　浩司 川口　泰右

河越　幹男 川﨑　友輔 川島　吉一

川波　徹 河野　浩二 川村　修

創立５０周年記念事業　ご寄附合計　￥１２,０９２,０００
ご寄附いただきました皆様、ご協力ありがとうございました。
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川森　康一 上林　志朗 岸　裕人

喜多　栄一 北川　裕亮 北村　誠

木俣　雄太 木村　伊一 木村　成人

木村　倫幸 京兼　純 玉泉　賢一

玉泉　洋文 桐川　修 桐山　元位

楠原　喜太郎 工藤　英男 椚原　隆氏

久保　佳司 久保田　基之 久保村　秋宏

九里　孝義 小泉　最弘 小柴　孝

小谷　直生 小谷　優介 小寺　義徳

後藤　伸二郎 木葉　繁樹 小林　満男

駒　俊晴 米田　博美 小山　卓恭

頃末　良雄 近藤　勝也 酒井　史敏

榊野　隆弘 榊原　和彦 阪田　聖司

阪部　俊也 坂本　雅彦 佐古　祐嗣

佐田　政和 佐藤　真一 佐藤　裕信

佐藤　良一 佐野　勝彦 塩谷　嘉伸

塩野　悟 　孝 科野　裕史

芝田　考一 島岡　三義 嶋村　薫

清水　美代 上垣内　茂樹 白井　康夫

白石　隆久 神　直人 新宮　徹

杉田　奈央子 椙谷　真也 杉村　裕庸

杉本　龍信 杉本　共延 杉本　善昭

杉森　一三 鈴木　徳宏 鈴木　英明

関岡　正記 関山　和彦 世古　忠

銭谷　典男 髙城　頌太 髙田　修二

髙田　龍一 髙橋　肇 竹川　博

武川　博三 武田　充啓 竹中　浩太郎

武野　孝義 竹村　治 田尻　惠美子

田代　佳孝 多田　和也 多田　宏

多田　義孝 橘　誠 田中　勝也

田中　啓一 田中　成幸 田中　武志

田仲　弘忠 田中　康文 谷　宗一郎

谷川　保 谷口　研二 谷口　貞久

谷口　裕司 多根井　文明 田端　敬昌

玉井　康方 玉木　隆幸 近山　壽子

千葉　勝 陳　廉忠 塚原　祐子

辻　哲也 辻川　秋雄 堤　友彦

坪根　潤 土井　修 德田　公男

德永　克己 戸毛　登 刀根　義晴

冨野　忠 豊島　篤 豊田　さとみ

仲　茂也 中　英司 中井　健吾

中井　崇 中尾　忠幸 中島　弘善
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仲島　裕 中捨　雅友 永田　順一

中田　敏夫 中田　実喜子 中田　義治

中谷　洵 長渡　文男 中西　茂巳

中西　康祐 中野　篤志 中野　勇

中野　龍俊 中橋　孝博 中林　正友

中林　義夫 中村　圭吾 中村　篤人

中村　寿夫 中村　善一 中室　一也

中本　勝教 長矢　郁 中山　隆義

中和田　武 名倉　誠 南口　敬司

尾　雄介 西岡　成憲 西垣　栄一

西川　雅清 西川　康生 西川　圭一

川　悦徳 西田　茂生 田　俊輔

西村　太一 西本　滋一 野口　剛嗣

野殿　健一 野々垣　稔 野本　雅洋

萩岡　淳 萩原　幸久 橋本　理

橋本　諭 畑内　優子 端無　裕子

濱野　富美 早川　恭弘 林　貴典

林　晴美 原　哲也 東野　秋二

久田　和生 百歩　健 冷水　佐壽

兵本　隆司 平　俊男 平井　明洋

平井　敬 平瀨　一良 平山　高嗣

廣　和樹 廣岡　清志 廣瀬　英樹

廣田　修二 廣野　英雄 福井　淳一

福井　艶子 福井　敏之 福井　洋子

福岡　秀和 福島　克則 福田　稔

福田　喜実 藤井　成男 藤裏　育三

藤木　角也 藤澤　暢泰 藤田　直幸

藤本　晶 藤本　昇 古川　幸司

古川　英志 細井　一良 細井　誠司

堀田　真一 堀内　啓介 堀内　泰男

堀木　一男 堀口　修 本庄　徹

本田　哲也 前田　清幸 前田　弘人

前田　亮逸 前野　邦男 前場　隆史

松井　幸栄 松井　光男 松井　良明

松浦　寿之 松浦　幸仁 松浦　亮太

松尾　賢一 松尾　新治 松岡　一起

松岡　喜久夫 松林　俊明 松村　英哉

的場　茂樹 丸石　浩太 丸本　佳則

御堂　隆 南　勝久 南　聡

南　貴之 南　康人 峯島　博

宮奥　晃希 三宅　伸弥 宮澤　孝幸

宮津　英雄 宮本　惠司 宮本　止戈雄
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宮本　直典 宮本　英明 向井　浩

椋本　匡 村井　易久 百瀬　隆

森　國治 森居　京美 森岡　一三

森川　章次 森口　二三雄 森口　泰臣

森田　天平 森継　正彦 森本　勝之

矢尾　匡永 八木　桂藏 安田　宗義

柳大路　功 柳澤　彰紀 矢野　恭子

矢部　修一 山岡　修一郎 山門　均

山口　修 山口　大輝 山口　龍夫

山口　智浩 山口　博司 山口　道明

山﨑　義史 山下　明広 山田　伊織

山田　政信 山本　純平 山本　健史

山本　哲也 山本　時夫 山本　英勝

山本　裕久 山本　佳弘 山鷲　正治

湯本　敏彦 横田　浩 吉井　秀雄

吉井　良一 吉岡　邦康 吉川　明宏

吉田　俊仁 芳野　公明 吉村　勝庸

吉村　隆史 吉本　喜史 若林　英明

脇坂　啓司 和田　誠一 和田　荘嗣

和田　任弘 和田　基 渡辺　庄一郎

渡辺　信次 渡邊　正範 渡辺　康仁

１２０ 名掲載を希望されないご寄附者
※ご寄附いただいた皆様の中で、「ホームページの氏名・法人名の掲載を希望しない。」と
された方は、一覧から除いております。



eBASE株式会社 川内ソフトウェア開発株式会社

佐藤薬品工業株式会社 三和澱粉工業株式会社

城南産業株式会社 昭和工業団地協議会

大同薬品工業株式会社 ダイワ精密プレス株式会社

高橋先生を偲ぶ会　実行委員会 寺崎電気産業株式会社

一般社団法人奈良経済産業協会 奈良工業高等専門学校後援会

奈良工業高等専門学校同窓会 西自動車

日本心理美容カウンセラー協会 82E有志一同

株式会社ファインディックス 株式会社マイスターエンジニアリング

寄附者一覧（企業・法人・団体）
平成２６年１２月３１日現在

※敬称略


