
あ行 青山　重男 青山　真理子 赤井　護 赤木　隆 赤熊　とも子

赤澤　徹朗 明石　正雄 明石　好弘 赤畑　昭 赤松　真美

東江　美加 安喜　絢花 安藝　景子 安岐　康晴 秋友　信男

秋山　剛久 秋山　浩章 秋山　祐子 秋山　友祐

明田　定満 浅尾　正敏 浅沼　幸宏

浅野　智賀子 浅野　登 浅原　悠希 朝馬　雅夫 芦沢　直之

東　圭介 東田　朱生 穴吹　隆士

阿部　眷 阿部　幸輔 安部　三郎 阿部　次郎 阿部　辰夫

阿部　文雄 阿部　滋 安部　由美子 安部　陽一 安部　利恵

天野　常春 安室　朝健 綾　弘司 新垣　公美子 荒木　秀暢

荒木　良樹 有馬　道久 安西　一夫 安西　眞喜江 安藤　あおい

安藤　慎一郎

飯尾　賢志 飯田　鶴子 飯田　正博 飯沼　花織 飯間　智子

伊賀　三千廣 生田　幸代 生西　樹莉 池内　和代 池内　裕二

池浦　亜弓 池上　大典 池上　孝宏 池上　裕太 池川　敏幸

池澤　輝男 池田　喜美代 池田　耕一 池田　蒼一郎 池田　俊幸

池田　奈緒美 池田　聖 池田　弘之 池田　富士美 池野　武行

池本　龍二

伊坂　好史 石井　邦紹 石井　知彦 石井　典子 石井　宏美

石井　洋光 石井　実来

石岡　博文 石垣　正司 石倉　浩介 石川　整司 石川　哲朗

石川　のり子 石川　実鈴 石川　豊 石川　亨一 石田　伊久雄

石田　俊彦 石田　憲司 石谷　智宏 石塚　日奈子 石塚　正秀

石根　典幸 石濱　琢央 石丸　郁宏 石森　隆司 和泉　佐知代

和泉　翔太 泉　祐作 泉川　淑子 磯山　朋宏

板垣　賢二 板倉　宏昭 板野　敬二 板野　俊文 一井　眞比古

市川　俊英 市川　侑和 一ノ瀬　雄一 出射　知佳 伊藤　佐登志

伊藤　慎吾 伊藤　寬 伊藤　正男 伊東　昌紀 伊藤　靖夫

井戸川　恭久 糸瀬　理 糸谷　早耶香 糸山　東一 稲垣　紀子

稲垣　昌秀 稲田　孝一郎 稲田　真也 稲多　卓 稲田　雅英

稲冨　健一郎 稲葉　博 稲本　明菜 稲谷　塁 犬伏　明

伊野　英男

井上　愛 井上　明夫 井上　和美 井上　克仁 井上　圭一

井上　武次 井上　浩和 井上　博司 井上　正人 井上　正敏

井上　泰子 井上　由花里 猪口　颯太 伊原　玄英

射場　俊江 今井　勝 今泉　満 今井田　克己 今川　真梨子

今城　歩 今瀧　昇 今滝　洋次郎 今村　隆基 今村　祥史

伊村　由美 井本　正隆 井元　洋次 入江　謙介 入江　清

入谷　沙紀 入野　昭三 入星　愛花 岩井　清 岩井　隆行

岩井　雄司

岩岡　伸朗 岩﨑　達雄 岩瀬　孝志 岩中　昭洋 岩部　喜美子

岩部　晴美 岩本　直樹

宇井　郁也

植島　真理子 上杉　正幸 上杉　裕一 上田　敏広 上田　夏生

植田　博司 植田　将暉 植野　あゆみ 上乃　健司 上野　正樹

上原　亜子 植松　茂暢 植松　美輝 植村　典昭 植村　乗夫

植本　勲 上本　竜次 上森　博文 上山　幸弘 魚森　信司

宇賀　文香 請川　加奈子 宇佐見　哲哉 氏家　保 氏家　徹也

牛丸　和之 埋見　典恵

宇多　弘次　 宇田　美岐 宇田　芳章 内海　園子 内河　正興

内田　克哉 打田　三郎 内田　立志 内田　輝 内田　靖則

海野　三喜男 梅枝　知輝 梅田　政成 梅本　愛子 浦江　美由紀

潤井　孝司 漆原　正英 漆原　愛菜 漆原　善雅 上井　悦子

江頭　光江 江川　卓弥 江島　正毅 枝川　幸司 枝木　久治

江藤　博文 榎本　泰明 蛭子　智成 海老名　将宏 遠迫　克昭

大井　静江 大影　敏彦 大上　幸子 大内　もも 大浦　智華

大岡　世津子 大賀　睦夫 大川　誠 大久保　修一 大久保　正臣

大越　佐也加 大﨑　隆司 大迫　栄作 大島　知子 大島　由紀江

大島　嘉子 大島　礼奈 大杉　公人 大杉　茂樹 太田　有咲

大田　佐代子 太田　昌司 太田　導次 大高　司 大谷　弘樹

大塚　唯倭 大坪　貴美子 大坪　正輝 大寺　造 大中　昭

大西　明 大西　育恵 大西　可奈子 大西　和孝 大西　邦弘

大西　浩司 大西　敏美 大西　弘倫 大西　誠 大野　拓行

大野　裕介 大野　容子 大庭　聖也 大庭　康弘 大畑　幸子

大林　一友 大林　孝裕 大林　清弘 大林　茂宣 大原　昌樹

大平　嘉一郎 大平　文和 大平　昌司 大前　和弘 大南　彰宏

大森　眞弓 大山　唯希 大山　侑子 大利　正宏

岡　愛子 岡　一夫 岡　幸子 岡　哲也 岡　裕美

岡　真由美 岡　充範 岡　康正 岡　洋子 岡市　友利

岡内　尊重 小笠　一 岡崎　和人 岡崎　廣子 小笠原　啓克

香川大学支援基金寄附者のご芳名
（五十音順・敬称略）

※ご協力ありがとうございます。ご了承を得た方のみ掲載しています。

令和元年６月３０日現在

＜個人＞



小笠原　正一 岡田　和明 岡田　敬一 岡田　健一 岡田　謙二

岡田　浩司 岡田　浩平 岡田　敏和 岡田　秀美 岡田　宏基

岡田　佳子

岡野　眞 岡鼻　利文 岡林　薫平 岡部　卓史 岡部　智恵美

岡本　晃 岡本　研正 岡本　森 岡本　拓也 岡本　博人

岡本　真典 岡本　昌泰

小川　恵子 小川　昭正 小川　和彦 小川　智司 小川　千賀子

小川　雅廣 小川　美和 小川　礼樹 沖　亜沙美 荻野　利幸

奥田　幸一 奥村　俊介 奥村　智樹 奥村　典子 奥山　久美子

小倉　芳信 尾崎　公亮 尾崎　隆志 尾﨑　寛之 小沢　拓也

小澤　政勝 押谷　信広

尾関　忠正 小田　威司 小田　智雄 小田　利紗 越智　菜月

小野　一広 小野　浩三 小野　覚 小野　修二 小野　淳子

小野　直実 小野　正大 小野　真佐奈 小野　未樹 小野　美奈子

小野　良幸

尾上　初恵 尾端　勝宏 小比賀　俊彦

か行 貝出　千絵 鏡原　公乃 香川　徹也 香川　昌弘 香川　隆司

柿田　和幸 郭　書祥 筧　善行 影山　清美 笠井　建一

笠井　公 風間　喜美江 柁谷　雅子 柏野　咲々 梶野　雅義

梶原　守

片岡　敦也 片岡　郁雄 片岡　暢彦 片岡　理 片原　尚美

片山　華織 片山　健至 片山　美智子 葛西　敬二 加藤　貴久美

加藤　礼旺 門田　浩二 門田　光聖 門脇　則光 門脇　満

鉛口　梢 金崎　孝一郎 神余　智夫 鹿庭　緑 金平　哲洋

金子　正 金子　亮 兼定　孝 金田　篤宗 金田　一郎

金谷　匡能 金谷　嘉郎 金光　直子 金本　叡 加野　彰人

加野　芳正 加納　孝文 加納　孝真 鏑木　淳一 加野　芳正

鎌田　誠司 鎌田　宙 鎌田　智裕 鎌田　美洋子 鎌矢　義夫

鎌野　美弥 竃本　智 神垣　良昭 紙漉　慶子 上地　文恵

上谷　敏寬 神原　良雄 亀田　光治 亀山　しおり 鴨井　博文

萱原　信雄 仮屋　優儀 河井　敏行 河井　信行 河合　真由美

川池　晃子 川池　拓史 川池　秀文

河江　奈緒美 川上　勝也 川上　佐紀子 川地　敦夫 川地　直子

川嶋　弥寸夫 川尻　寿彦 河田　悦夫 川田　豪 川田　通子

川田　保明 川田　裕里亜

河西　浩一 川西　耕輔 川西　毅 川西　宏紀 川西　宏輝

川西　宏実 川西　裕幸 川畑　和也 川端　義則 川原　丈明

川原　菜美 川村　理 河村　有加利 川本　和明 河村　朋之

河原林　政樹 菅　則雄 神崎　泰尚 神田　賢司

木岡　恵美子 菊地　佳代子 菊本　暁人 岸上　多栄子 岸本　務

岸本　守 喜田　恵治 喜田　共代 北内　得子 北岡　隆

北川　工 北谷　猛 北出　幸大 北野　英二 北原　和仁

北原　誠二 北村　隆之 北山　幸子 吉川　美加子 鬼頭　克幸

木下　博之 喜馬　真衣子 木原　溥幸

木村　彩音 木村　英士 木村　幸一 木村　進 木村　大三郎

木村　等 木村　雄一 木村　雄一朗 木村　好次 木村　行緒

清岡　博美 清國　祐二 清永　真理子 桐村　豊志

日下　博之 串田　幸子 櫛橋　一雅 葛西　富子 葛原　廣之

忽那　研司

國方　美佐 國方　理恵子 国沢　正則 國重　和俊 国富　武夫

國見　亜矢 国宗　芳彦 國吉　毅 久保　邦子 久保　小桜

久保　晴香 久保　義史 窪井　利光 窪田　忠男 久保田　英俊

窪田　良次 窪地　稔 熊　紀三夫 熊谷　功 熊谷　英男

倉橋　守 倉増　敬三郎 蔵本　孝広 九郎座　仁美 黒川　健司郎

黒川　友司郎 黒木　景子 黒田　憲生 黒田　康弘 黒野　宏則

桑崎　修 桑島　浩司 桒島　日菜子 桑田　晃 桑原　洋紀

桒原　良直

剱持　敏朗

呉　景龍 小池　勉 小出　泰弘 上里　優 幸口　浩子

香西　尚実 香西　博之 香西　浩嘉 河津　佑弥 郷津　和広

香月　弘恵 光地　江美 河野　王見 河野　司 河野　智行

河野　雅史 神江　伸介 肥塚　肇雄 肥塚　なお子

國土　ユカリ 小坂　卓之 湖﨑　武秀 小﨑　博史 越田　美穂子

小島　光統 小島　大典 小嶋　龍輔 古城　健

児玉　英子 小玉　久美子 児玉　ルミ子 小塚　武司 小塚　知子

小傳茂　隆造 後藤　貞夫 後藤　信次 後藤　俊一 後藤　文郎

小西　薫 小西　誠二

小畠　巧也 小濱　みほ 小早川　龍司 小林　修二 小林　竜也

小林　弘茂 小林　美香 小林　理昭 小林　由佳 小林　由佳子

小林　立

小原　圭典 小原　英幹 小東　和史 駒坂　俊雄 小松　修

五味　香与 小味　克巳 五味　久和 菰田　裕一 菰田　祐香子

小森　治比古 小森　雅彦 古谷　猛 小山　結子 近藤　香里

近藤　香 近藤　浩二 近藤　伸一 近藤　伸治 近藤　晋

近藤　孝徳 近藤　てるみ 近藤　めぐみ 紺屋　久美子

さ行 雑賀　美和 西条　順子 齊藤　秀史 齊藤　博臣 斉藤　寛英

斉藤　勇紀 斎藤　良光 佐伯　健二 佐伯　辰美 佐伯　隆二



三枝　恭子 堺　文子 酒井　佳代 酒井　俊一 酒井　悠祐

阪井　眞利子 榮　岩男 坂上　良子 阪上　計助 榊原　敏方

坂口　澄子 坂口　良昭 酒巻　正英 坂本　浩介 坂本　隆幸

坂本　辰弘 阪本　晴彦 坂本　寛 坂本　秀夫 佐川　奈都美

佐川　友佳子

笹川　泰弘 笹川　結子 佐々木　育子 佐々木　佳代子 佐々木　成治

佐々木　宏 佐々木　弘光 佐々木　麻衣 笹田　卓 笹本　隆志

佐式　大策 佐藤　明広 佐藤　一馬 佐藤　清人 佐藤　浩二

佐藤　剛平 佐藤　航也 佐藤　里美 佐藤　忍 佐藤　雅子

佐藤　優行 佐藤　美芽 佐藤　由香

真田　幸一 真田　敏雄 佐野　邦雄 佐野　虎太郎 澤井　行広

澤田　浩二 澤村　東太郎 寒川　加奈 三道　健一

塩入　ひろみ 塩田　真琴 塩田　純久 塩田　悠貴 塩田　祐子

塩津　孝 重田　宏恵 七條　晶 七條　正典 實守　裕哉

品川　一成 篠﨑　敏雄 四宮　健 芝　裕貴 柴田　昭二

柴峠　光成 島　健二 島上　昌明 島崎　康暢 島田　久志

島根　廣之

島村　貞男 島村　恭行 島本　輝久 清水　明 清水　厚延

清水　勇三 清水　香織 清水　俊治 清水　秀明 清水　正憲

下地　秀樹 下田　敦 首藤　敬二 白井　香織 白井　孝

白石　理

白神　豪太郎 白川　恵美子 白木　渡 白川　博章 白鳥　吉章

宍道　元 新納　富士雄 新見　治 新川　伸幸 新本　華菜

神野　武夫

末﨑　英之 末竹　路弘 菅原　諭貴 杉内　脩太郎 杉田　幸子

杉本　陽 杉本　実穂 杉本　洋一 杉元　幹史 杉元　由佳

須崎　繁行 須崎　忠雄 圖師　比呂彦

鈴川　健太 鈴川　聖也 鈴木　一志 鈴木　勝美 鈴木　可奈子

鈴木　浩司 鈴木　咲子 鈴木　聡 鈴木　速雄 鈴木　利貞

鈴木　遥 鈴木　守 鈴木　由香 鈴木　偉一 鈴木　芳幸

砂崎　慎一 須田　正義 隅　万紀夫 角田　光代 角田　隆博

角田　直人 住友　宏綺 陶山　豊広 諏訪　正則 洲脇　年樹

瀬尾　一夫 関　博 関　義雄 関岡　信二 関野　正

関守　亜美 瀬谷　和夫 瀬戸　克予 千崎　洋治 千田　直樹

泉保　和夫 泉保　壽雄

造田　大輔 曽我部　幸志郎 曽我部　輝久 曽我部　昇 空田　幸徳

空田　昇

た行 田井　湧大 髙尾　誠 高尾　良子 髙岡　加苗 高木　健一郎

髙木　耕三 高木　琥羽 髙木　茂実 高木　雄一郎 高木　由美子

髙﨑　洋一 高砂　江佐央 高澤　千鶴 高嶋　佑季 高城　正利

髙瀬　淸 髙瀬　隆雄 高田　郁典 高田　等 髙月　肇

髙野　眞澄

髙橋　一英 高橋　聡 高橋　昭 高橋　忍 髙橋　拓也

髙橋　尚貴 高橋　尚志 高橋　弘子 高橋　輔美 高橋　正俊

髙橋　道一 高橋　瑞貴 高橋　美帆 髙橋　康夫 高橋　由起

髙橋　佳生 高橋　佳文

高橋　遼 高畑　宏基 高原　正明 髙原　洋一郎 高松　厚

高水　徹 高本　義国 高森　晴子 髙柳　睦夫 高山　真一

多川　絵理 瀧　昌郎 瀧川　一幸 瀧川　美彩 滝川　稔

瀧本　智代 瀧本　浩士 瀧本　奈緒子

田口　眞則 竹内　繁太郎 竹内　美加 武岡　考 竹﨑　直子

武田　修治 竹田　周平 武田　敏秀 武田　光弘 武智　孝志

竹中　生昌 竹中　良文 竹原　信彦 竹村　亜貴 蛸谷　小百合

田島　茂行 田島　正彦

多田　葵 多田　敦 多田　耕三 多田　賢 多田　淳子

多田　ひとみ 多田　未希 多田　光廣 多田羅　尚登 立川　敏明

立野　省一 立石　裕貴 田所　知弥 田所　弘

田中　かおり 田中　一作 田中　一也 田中　左知子 田中　幸奈

田中　聰 田中　淳子 田中　民江 田中　ひとみ 田中　英夫

田中　廣 田中　正宏 田中　雅道 田中　美妙子 田中　雄二

田中　幸延 田中　翔也 田中　義道 田中　梨絵 棚橋　月美

田邉　正忠 田辺　幹郎 谷井　優子 谷口　賢一郎 谷口　学

谷田　王昭 谷野　憲一 谷舗　浩明 谷本　尚美 田埜　賢士郎

田原　菜々実 玉置　梨音 環　修 田港　朝彦 田宮　隆

田村　敏 田村　久美子 田村　啓敏 田村　道美 爲房　由美子

垂水　浩幸 樽本　導和 丹治　美保

近澤　裕明 近間　多美生 千木良　佳亜 中條　美穂 中城　稲実

鄒　博馨 塚本　正美 柘植　敏秀

　栄一郎 辻　唯之 辻　寮子 辻　泰弘 対馬　健三

津嶋　徹 津田　千明 津田　俊彦 土田　哲也 筒井　茂子

筒井　雅久 筒井　雄一 綱嶋　良一 壷井　線一郎 鶴海　由佳

手塚　雅之 寺岡　英郎 寺島　雅顕 天雲　俊夫

戸井　由佳 土井　和之 土居　功 土居　恵子 土居　俊一

土居　裕昭 土居　保弘 土居　良助

銅金　真美 道津　瞳 遠山　あすか 遠山　治俊 土岐　篤史

土岐　利男 徳田　薫 徳田　寿則 德田　雅明 徳地　暢子

徳永　洋一郎 徳原　顕宣 徳弘　隆志



戸田　敬二 戸田　雄太 戸谷　信幸 富岡　史行 冨岡　宥太

富田　照美 富永　聡 富永　洋和 富永　雅人 富永　光裕

富永　洋平 冨永　隆一 冨本　仁 冨山　清江 豊川　順子

豊嶋　克美 豊島　保 豊島　千尋 豊田　正範

な行 中荒江　聖 中井　真礼 中井　由郎 中石　英恵 中石　雄治

永井　誠司

長井　務 永井　義美 中内　勇太 中尾　勝重 中尾　寿男

長尾　かおり 長尾　香織 長尾　健司 永尾　智 長尾　省吾

永尾　隆志 長尾　響 長尾　真由美 長尾　みゆき 長尾　康子

永丘　順一 中桐　直身 中川　清 中川　拓哉 中川　直子

中川　益夫 中越　正浩 永坂　治雄 中澤　智哉 長澤　重信

中島　大地 中嶋　祐司 仲田　耕三 長田　奈々 永田　正広

中條　一 中塚　紗和子 中務　敏男 中務　光人 中務　豊

中妻　征子 中西　勝寛 中西　俊介 中西　千代子 中西　ひとみ

長西　舞 中根　崇志 中野　安耶子 中野　千鶴 永野　拓也

中橋　清子 長畠　駿一郎 中林　良孝 中原　千里 中原　徹

中原　康雄 中原　康博 長濱　明子 長原　秀樹 中村　かおり

中村　国広 中村　千晴 中村　敏信 中村　洋之 中村　光代

中村　保廣 中村　友香 中山　朝子 中山　真弓 中山　充

中溝　寛之 中安　崇文 中舎　喜博 名越　民江 奈良　恵丞

並松　亜希 並松　利貴 灘波　博司 難波　芳夫

新居　隆文 新居　拓馬 新居　恭代 新居　誠一郎 新谷　憲正

新見　光平 仁澤　順 西内　民江 西内　崇將 西尾　英一

西尾　恵美 西尾　邦彦 西尾　富美子 西尾　直樹 西尾　日向

西岡　里志 西岡　幹夫

西川　積 西川　悦子 西井　晋司 西川　淳子 西川　昌司

西川　武春 西川　智宣 西木　友希 西﨑　俊二 西崎　宗雄

西田　尚弘 西谷　祐美 西出　祥子 西野　翔太 西原　浩

西原　寛人 西原　勝 西峯　純子 西村　仁志 西山　明宏

西山　成 西山　弘子 西山　洋司 西山　佳宏 丹生　香里

庭瀬　真琴

根ヶ山　理英 根木　哲郎

納田　広美 野﨑　武司 野崎　未佳 野崎　豊 能勢　めぐみ

野田　圭祐 野田　憲一 野田　聖子 野田　裕介 野々垣　智之

乃万　宏之 野元　克彦 野本　裕二 乘松　洋子 則本　一久

は行 橋口　原 橋口　峰雄 橋本　一人 橋本　克哉 橋本　好造

橋本　明香 橋本　千栄美 橋本　迫人 橋本　浩之 蓮井　早苗

蓮井　孝浩 蓮井　文 長谷川　忍 長谷川　修一 長谷川　順一

長谷部　佑宜 畑　耶真斗 畠山　善幸 蜂谷　茂己 花房　淳真

花房　由美 羽田　喜次 馬場　一郎 浜岡　直哉 濵田　一久

浜田　澄子 浜田　太 浜野　希美 濱野　友琳 浜辺　定徳

濱本　裕里 早川　茂

林　章人 林　克也 林　恒夫 林　敏信 林　敏浩

林　智一 林　雄二 林田　晃興 早瀬　裕 原　量宏

茨木　孝治 原田　亜弥 原塚　孝裕 原　智子 坂東　優

坂東　夕子 坂東　志弥 半山　章人

東本　圭介 東田　浩幸 樋口　昭夫 樋口　和子 樋口　輝昭

樋口　昌士 日口　慎介

久岡　隆 久田　浩司 備前　信之 左　二良 人見　浩史

日野　彰 姫野　信明 飛矢　純子 馮　旗 兵頭　詩野

平井　明美 平井　敦 平井　賢一 平井　賢治 平井　正博

平尾　美穂 平岡　彰宏 平川　佳里南 平木　久美子 平田　英之

平野　和彦 平野　勝也 平野　恵三 平野　美紀 平場　優介

平松　秀記 平本　徹 廣瀬　恵子 廣瀬　貴志 弘田　雅英

廣西　賀子 廣峰　忠史

深田　和宏 吹浦　修一 福井　直裕 福井　敏樹 福岡　浩史

福島　則明 福島　宏幸 福田　佳代子 福田　喜久夫 福田　忠義

福田　日出夫 福田　泰子 福田　好子 福武　透 福本　雅昭

福良　好治 福家　香代子 福家　直幸 福家　雅彦 藤井　亜紀

藤井　昭洋 藤井　賢太郎 藤井　英明 藤井　宏史 藤井　康雄

藤川　勝 藤倉　尚吾 藤倉　義朗 藤崎　裕子 藤田　和彦

藤田　久美子 藤野　哲司 藤田　俊輝 藤田　由美子 藤髙　裕子

藤中　研策 藤中　敬久 伏見　明子 藤峰　慶德 藤村　幸嗣

藤本　敦美 藤本　さとし 藤本　昇 藤本　誠 富士本　美梨子

藤本　善秀 藤森　友寛 藤山　一夫 藤原　和夫 藤原　健志

藤原　伸彦 舟橋　徹 古市　祥子 古川　善吾 古竹　孝一

古谷　浩之 古地　敬利 古松　秀章 古村　惇 風呂　千秋

ﾎﾞｲｳﾞｨﾝ　ﾀｲﾗｰ 北條　久志 北條　宏美 星加　昌俊 星野尾　恵美

ﾎｾｲﾝ　ﾑﾀｻｯﾃﾞｨｸ

細岡　美沙 細川　滋 細川　常久 細川　久 細谷　謙次

細谷　佳英 堀田　茂樹 堀江　克則 本條　昌子 本城　凡夫

本田　保 本多　智恵 本多　利博 本多　美枝 本間　幸男

ま行 前川　豊弘 前河内　信行 前田　幸治 前田　肇 前田　菜月

前田　博司 前田　陽子 前田　佳哲 前野　富雄 前原　和雄

牧野　一生 槇野　久美子 牧野　純子 正田　育恵

間島　保 間嶋　由美子 益岡　享代 舛形　尚 増田　郁夫

増田　さやか 町川　法子 松井　克之 松井　妙子 松浦　江里



松浦　邦治 松浦　弘達 松江　正幸 松尾　治 松尾　晃樹

松尾　紗枝 松尾　剛志 松尾　初美 松岡　栄徳 松岡　憲史

松岡　弥生 松川　直人 松川　保 松木　由美

松下　明子 松下　友誠 松下　文夫 松下　美香 松下　みゆき

松下　有希子 松島　学 松田　弘通 松田　陽子 松永　京一

松永　奈々

松原　克弘 松原　幸子 松原　敞 松原　弘樹 松原　光代

松前　有香 松村　彩加 松村　京子 松本　恵子 松本　大輔

松村　将裕 松本　敦志 松本　かおり 松本　克己 松本　久美恵

松本　健司 松本　佐和子 松本　誠二 松本　月美 松本　菜緒

松本　比呂志 松本　正美 松本　政幸 松本　義人 松本　八起

真鍋　恵美 眞鍋　久美子 真部　正敏 真鍋　康彦 真鍋　光輝

馬渕　勉 丸亀　晴美 丸田　和温 丸舛　愛 丸山　勝矢

丸山　武彦 丸山　哲示 丸山　幹人 真弓　哲一郎

三浦　茂治 三浦　修平 三浦　裕之介 三木　健司 三木　貴志

三木　崇範

三崎　世為子 三澤　和男 三島　和敏 水尾　裕美子 水澤　義樹

水野　康一 水野　進 溝口　隆之 溝口　善則 溝渕　章司

溝渕　隼士 溝渕　新 溝渕　成也 溝縁　万有美 溝渕　義明

三谷　亜希 三谷　知己 三谷　真由 三谷　康彦 三井　心暖

光中　里江 光元　千晶 岑田　正彦 湊　大智 湊　智洋

三野　一三 三野　紀美子 美野　心乃美 美野　智子 美野　英樹

三野　満子 三野　靖 三野　優美 蓑輪　桜 三原　一哲

三原　豊 美馬　章宏 美馬　由布子

宮内　輝昭 宮宇地　優子 宮内　嘉明 宮内　吉和 宮内　伶

宮川　勇人 三宅　彩夏 三宅　啓介 三宅　速 三宅　菜津実

三宅　実 三宅　善子

宮崎　哲夫 宮﨑　正夫 宮下　圭二 宮下　武憲

宮武　明子 宮武　伸行 宮武　浩子 宮武　真衣 宮武　政代

宮本　明美 宮本　敦仁 宮本　沙美 宮脇　裕史 宮脇　由紀美

三好　修

向井　悦子 向井　孝一 向江　俊行 向田　哲規 椋田　和幸

向原　直木 宗政　透 村井　成人 村尾　怜美 村岡　利之

村上　綾 村上　可奈江 村上　献橘 村上　光 村橋　明

村宮　祥之 村山　聡 室伏　克己

毛利　猛 杢村　直樹 望岡　亮介 森　郁代 森　克己

森　久美子 森　崇博 森　匠 森　健 森　智宣

森　望 森　初音 森井　豊 森岡　多栄子 森岡　哲也

森　美智子 森川　則之 森木　直美 森崎　豊 森下　篤

森下　哲次 森島　千都子 森田　和政 森田　貞一 森田　順子

森田　伸子 森田　久 森田　弘子 森田　貢 森野　正道

森本　加代子 森本　貴文 森本　典子 森本　善美 森脇　信雄

森山　真衣 諸橋　輝雄 門田　千晶

や行 八木　信子 八木　美月 矢倉　幸榮 矢代　顕子 安田　壽賀子

安田　毅 康永　龍男 安原　昇 柳　智博 柳原　恵美

矢野　一廣 矢野　公洋 矢野　文康 矢野　裕也 矢野川　清

藪内　康則 藪添　隆一 山内　昭奈 山内　清隆 山内　鉄也

山内　みどり 山内　康道 山岡　恵美 山川　宰 山口　重則

山口　順一 山口　貴充 山口　雅司 山口　理恵

山先　久志 山崎　朗子 山﨑　晋弥 山崎　辰雄 山﨑　次男

山崎　徹 山崎　敏範 山﨑　秀美 山﨑　満里加 山崎　祐佳

山﨑　裕里加 山﨑　怜

山下　亜紀子 山下　理 山下　加奈子 山下　清人 山下　さくら

山下　さゆり 山下　澄 山下　哲平 山下　徹 山下　明昭

山下　智恵 山下　昌広 山下　雅也 山下　美佳 山下　洋司

山田　清孝 山田　慶子 山田　敬太郎 山田　幸 山田　修三

山田　淳 山田　千明 山田　信雄 山田　理恵

山地　立治 山手　智夫 山中　博康 山中　稔 山間　昭典

山村　勝哉 山村　まゆ

山本　恵美 山本　香美 山本　晉平 山本　尚美 山本　英弘

山本　弘幸 山本　文雄 山本　真帆 山本　真弓 山本　由佳

行廣　和治 湯沢　純一 湯浅　敦子

横井　英人 横井　泰英

横川　浩嗣 横田　妙子 横田　則子 横見瀬　裕保

横山　育代 横山　香奈 横山　新二 横山　恒雄 横山　則久

横山　秀樹 横山　るみ子 横山　豊 吉井　英美 吉岡　栞

吉岡　徹 吉岡　万里子 吉川　暁子 吉川　牧生 吉澤　ひとみ

吉田　明未 吉田　佳代子 吉田　沙織 吉田　徹 吉田　直哉

吉田　秀典 吉田　博 吉田　正敏 吉田　美佳 吉田　悠太

吉田　由樹 吉田　義和 吉田　樹

吉仲　崇 吉永　浩明 吉原　章子 吉原　久男 吉久　博満

吉本　圭男 吉本　浩之 𠮷本　誠一 米村　耕平 米本　詞一

頼冨　一彦

ら行 李　枝蓮

わ行 若井　亜希子 若尾　昭夫 若林　利明 脇　光里 脇田　義久

和田　善明 和田　喜樹 和田　行雄 渡辺　恵利 渡邉　康一郎

渡邉　五郎 渡邉　幸 渡邉　順子 渡邊　照代 渡部　奈緒美

渡部　浩 渡邊　尚志 渡部　裕行 渡邉　美瑚 渡辺　良雄

渡邉　渡 和唐　正樹



あ行 味のちぬや 穴吹興産(株)

(株)アムロン 浮田歯科医院

ヴァーナル・せとうち株式会社 (有)恵比寿電機

公益財団法人エレキテル尾崎財団 医療法人社団　小野医院

か行 海部医院 (株)香川銀行

香川県信用組合 (株)香川サイエンス

香川大学外国人留学生友の会 香川大学生活協同組合

香川大学図書館　中央館 (株)香川ダイハツモータース

香川トヨタ自動車(株) 香川トヨペット(株)

(財)香川農林振興財団 香川三菱自動車販売(株)

(株)形山会計 カトーレック(株)

社会医療法人　川島会 関西電子工業(株)

医療法人財団博仁会　キナシ大林病院 教職員共済生活協同組合

(株)コヤマ・システム

さ行 三和工業株式会社 三彩商事株式会社　

四国コカ・コーラボトリング(株) (株)四国石油

(株)四国総合研究所　　　　　 四国総合信用(株)

四国電力(株）　　　 四国八洲薬品（株）高松営業所

(株)七宝 医療法人社団　しのはら医院

松南会小豆支部 伸興電線(株)

(株)甚助 生活協同組合コープかがわ

(財)誠恵会 セーラー広告(株)

医療法人社団　善紀クリニック

た行 大同ガス産業（株） (株)大一器械

高松商運(株) (株)タクテック

(株）たまや (株)電通西日本高松支社

東洋工業(株) (株)トーカイ

東交バス（株） 医療法人社団とみおか内科クリニック

トヨタL&F香川(株) トヨタカローラ香川(株)

(株)トヨタレンタリース東四国

な行 医療法人　中原クリニック (財)南海育英会

西野金陵(株) 西山司法書士事務所

日渉塗料株式会社 ネッツトヨタ高松（株）

は行 (協)ハイウェイシステム ハウス美装工業株式会社　

(株)フェアリーテイル 富士産業(株)

富士ゼロックス四国(株)

ま行 (株)マキタ (株)マキ産業

松谷化学工業(株) みどり合同税理士法人

(株)宮脇書店 (株)三好鉄工所

ミリヤグループ(株) 牟禮印刷(株)

(株)森川ゲージ製作所

や行 四電エンジニアリング(株)

わ行 (株)ワコー製作所

＜法人・団体＞

E-mail：kikin@ao.kagawa-u.ac.jp

(株)白洋舎

※ご寄附されました方で万一お名前がもれておりましたら、

誠に恐縮ではございますが、香川大学支援基金事務室までご連絡をお願いいたします。

香川大学支援基金事務室

〒760-8521　香川県高松市幸町1番1号

TEL:087-832-1382　　FAX：087-832-1053

一般財団法人 百十四銀行学術文化振興財団


