
  
新型コロナウイルス感染拡大に伴う 

学校法人東海大学松前重義記念基金 

寄付者ご芳名  
 

202０年５月に募集を開始して以来、１年１１か月の募集期間中に、ご寄付いただいた企業等法人・任意団体・個

人のご芳名を掲載させていただきます。 

なお、ご寄付お申込み時に、ご芳名の掲載を不同意とされた方は掲載しておりません。 

皆様のご協力に対し深く感謝を申しあげますと共に、今後一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

法人の皆様（50音順）                         

アーパス技研工業株式会社 イースタン技研株式会社 

岩崎建設株式会社 株式会社小笠原 

奥村組土木興業株式会社 株式会社勝又熔接工業所 

株式会社川崎商店 株式会社がんばりっ子 

協立海上運輸株式会社 株式会社合田工務店東京本店 

株式会社小長井治郎商店 株式会社セレモア八王子本社 

タスクイクイップメント株式会社 株式会社ティー・ワイ 

東亜電設株式会社 東海ウイング株式会社 

株式会社東海教育研究所 トーテック株式会社 

戸田建設株式会社 那賀都工業株式会社 

株式会社西原衛生工業所 株式会社春間工務店 

望星設備工業株式会社 ヤマダユニア株式会社 

りんかい日産建設株式会社  

任意団体の皆様（50音順）                      
東海大学学園校友会 東海大学栃木県校友会 

東海大学静岡県学園校友会 東海大学山口県校友会 

東海大学連合後援会 東海大学千葉県後援会 

東海大学東京都後援会 東海大学神奈川県後援会 

東海大学静岡県後援会 東海大学長野県後援会 

東海大学山梨県後援会 東海大学大阪府後援会 

東海大学熊本県後援会 東海大学札幌地区白鴎会 

東海大学栃木県白鴎会 東海大学千葉県白鴎会 

東海大学神奈川県白鴎会 東海大学島根県白鴎会 

東海大学香川県白鴎会 東海大学同窓会 

東海大学同窓会北海道ブロック 東海大学同窓会北海道ブロック苫小牧地区会 

東海大学同窓会栃木支部 東海大学政治経済学部同窓会 

東海大学コンピュータ応用（制御）工学科同窓会 東海大学付属浦安高等学校同窓会 

東海大学付属相模高等学校同窓会 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部PTA 

東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部翔洋会 東海大学付属静岡翔洋高等学校同窓会 

東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部同窓会 東海大学付属諏訪高等学校ＰＴＡ 

東海大学付属諏訪高等学校同窓会 望星ソフトウェア同友会 

松前カップ実行委員会 学校法人東海大学財務部 

東海大学湘南校舎教学部 東海大学付属浦安高等学校・中等部教職員一同 

東海大学付属諏訪高等学校教職員有志一同 
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個人の皆様（50音順）                          

相澤 祐子 相原 正雄 粟飯原 正浩 青木 彩香 青木 英二 

青木 煕元 青島 一泰 赤谷 洋 赤羽 綾子 秋山 慎一郎 

浅田 祥幸 浅野 幸介 浅見 新一 浅見 女久美 芦田 伸一 

安心院 國雄 畔上 兼一 安達 建夫 安達 宏 安達 松枝 

熱田 清明 安部 美也子 阿部 義美 天野 肇 網野 真一 

荒井 要 新井 啓之 荒井 元明 新川 剛 新野 昭治 

有賀 敏彦 安西 一昌 安生 正比古 飯 正志郎 飯島 康道 

飯田 善四郎 飯田 陽一 飯塚 知香 飯塚 昌和 飯原 健二郎 

五十嵐 克明 池田 篤史 池田 加代 池田 陸奥子 池田 安広 

井坂 剛 石井 啓之 石井 政夫 石井 良江 石川 和男 

石川 重樹 石川 滋 石川 周一 石川 寛幸 石郷岡 勲 

石沢 嵩之 石田 博 伊地知 優 石塚 雅一 石原 圭子 

石丸 明弘 石本 弘治 泉谷 光昭 泉 庄太郎 伊豆本 剛啓 

礒 賢次 板倉 みゆき 市川 享子 一戸 榮子 一野谷 陽一 

市原 正喜 井手 正幸 伊藤 勲 伊藤 勉 伊藤 利章 

伊藤 文明 伊藤 正範 伊藤 洋一 稲垣 さおり 稲垣 直哉 

稲津 敏行 稲葉 毅 稲村 忠雄 犬丸 敏之 井上 亨 

今尾 昌弘 岩城 瑛世 岩崎 剛久 岩田 光広 岩森 暁 

植木 博 植田 哲夫 上唐 学 牛山 武明 牛山 保人 

内川 勝太 内田 清三 内山 明夫 内山 皓 宇津 圭祐 

浦本 太一郎 江口 真由 江副 文臣 榎 稔 江間 淳二 

遠藤 繁幸 及川 充 大内 慎一 大久保 明美 大久保 美浩 

大熊 邦幸 大澤 加代子 大島 宏 太田 賢哉 太田 紘一 

大竹 美江 大舘 敏雄 大谷 隆 大谷 晴夫 大谷 美智 

大塚 拓 大塚 直 大塚 弘子 大友 範之 大野 幸延 

大東 俊博 大村 悟 大村 利光 大屋 京 大屋 芳史 

大山 純平 小笠原 至美々 岡田 欣久 小川 均 奥田 潔 

奥本 弘文 奥山 貴裕 奥山 敏昭 長掛 邦子 尾崎 規宏 

長田 雅夫 小沢 一滋 小澤 誠 小澤 幸久 押田 良光 

小田 心一 小田島 香織 小田嶋 めぐみ 落合 昭 小野 惣七郎 

小野 健生 小野 文明 小野寺 文雄 表 勇三 小山田 裕行 

折式田 重志 恩田 善彦 海田 繁 海保 豊 加賀谷 達 

加口 隆 風間 衷徳 笠間 光男 鍛治 良一 柏木 明 

柏木 茂 片桐 辰也 片瀬 敏行 交野 富清 堅谷 朝基 

片山 恵一 片山 忠和 片山 靖之 勝野 千恵子 勝又 保 

加戸 伸明 加藤 弘司 加藤 達郎 加藤 剛 加藤 博之 

加藤 文夫 加藤 三紀彦 加藤 吉史 加藤 亮一 金井 二郎 

金子 一彦 金子 眞也 金子 髙夫 金児 英文 金子 実 

金子 義明 樺沢 さつき 壁田 真樹 亀山 俊 河合 宏明 

川口 智靖 川口 久夫 川﨑 慎之介 川崎 好子 川島 協 

河西 正彦 川野 琢平 河部 宣弘 川辺 裕 川村 千絵 

河村 裕文 川村 善明 川本 謙 菅野 高延 菅野 兵助 

菊地 達弘 菊地 壽雄 菊池 等 菊谷 八州子 木阪 尚志 

北川 祐也 北野 長生 北村 学裕 北村 泰一 喜納 雅之 

木下 聡 木下 博夫 木村 明子 木村 健也 木村 紀之 

木村 宏樹 木村 勝 木村 穣 木村 豊 清田 幸司 

清田 弘幸 草野 健 工藤 なな子 国谷 和夫 久保 幸晴 

久保田 美明 熊倉 俊夫 熊田 和也 倉知 文江 栗原 友和 

栗山 哲夫 黒田 和一郎 桑野 妙子 煙山 政夫 小池 一二 
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小石 麻子 小泉 浩一郎 髙口 哲也 合津 純一郎 幸田 史子 

小亀 岳史 小阪 貴 小太刀 富雄 後藤 忠義 後藤 実 

後藤 良平 後藤 亘 小林 一謙 小林 和人 小林 俊一 

小林 幸隆 小堀 太 小松 斉 五味 等 込山 順 

込山 武 小谷崎 均 近藤 啓子 齊藤 重俊 斎藤 雄 

齋藤 正 齋藤 友樹 齋藤 秀麿 斉藤 保彦 境 重彦 

榊原 利喜雄 坂下 孝二 鷺原 寿文 佐久間 啓秀 櫻井 洸太 

櫻井 英正 櫻田 壮一 櫻田 浩之 佐々木 京子 佐々木 園子 

佐々木 均 佐々木 宏 笹森 裕一 定方 晟 佐藤 和夫 

佐藤 和彦 佐藤 和也 佐藤 純子 佐藤 直也 佐藤 宣践 

佐藤 英一 佐藤 正興 佐藤 理裕 佐藤 正欣 佐藤 美成 

佐野 弘二 佐野 直哉 澤田 茂洋 澤邉 薫 塩澤 正貴 

重森 敦 品田 京子 篠田 眞一 篠原 清 澁谷 勉 

島 孝一 島田 宗男 清水 好仁 霜垣 幸雄 首藤 健富 

東海林 晃 正路 美房 稱原 俊雄 白石 光一 白石 周一 

白崎 晃 白瀬 貴美子 白土 俊祐 神 修一 進 信義 

新家 富美子 新保 直美 新谷 知之 杉 一郎 杉田 公生 

杉原 敏弘 杉村 敏夫 杉本 章子 杉山 眞宣 筋野 弘樹 

鈴木 貫永 鈴木 孝典 鈴木 恒則 鈴木 晴彦 鈴木 雅英 

鈴木 雄一 須藤 奈津江 須藤 正章 須藤 幸雄 須山 浩克 

關 範雄 関 洋 関 水奈子 関川 浩 瀬水 澄夫 

副島 有夏 添田 真司 添田 峻彰 髙石 哲男 高瀬 久美子 

髙野 治彦 高橋 明彦 高橋 彰 髙橋 駿也 髙橋 猛 

髙橋 紘 高橋 優 高林 秀幸 滝川 幹崇 瀧本 佳美 

田口 晴生 田口 陽子 竹内 友章 武田 友泰 竹花 嗣生 

竹本 舜一 田島 文男 橘 弘一 伊達 秀男 田所 啓弘 

田中 彰一 田中 昭彦 田中 久美子 田中 慶秋 田中 紘一 

田中 利夫 田中 直樹 田中 寿絵 田中 裕司 田中 康数 

棚原 良一 棚原 良平 田辺 圭一 田畑 日出男 玉置 誠 

田丸 重彦 田村 治久 丹野 吉昭 千葉 信俊 塚田 崇人 

築地 孝昭 辻 和哉 辻 由希 土元 知子 坪田 信一郎 

弦本 透 手塚 清憲 寺田 周弘 土井 崇司 土井 博司 

藤間 恵一 冨樫 直樹 礪波 清一 殿河内 猛 土肥 功 

冨田 鉄二 富所 健司 豊島 修 豊増 明 内藤 三惠子 

仲 健一 長尾 久恵 仲川 康雄 長岐 耕三 中崎 恵美 

中島 聡司 中條 依久雄 中須 將太 中杉 憲雄 中薗 幸男 

永田 修一 中谷 幸廣 永沼 正直 中野 恭暢 中野渡 勝孝 

中村 賢五 中村 敏之 中村 俊幸 中村 則江 仲村 弘喜 

中村 実 長屋 貴代美 永山 和文 鍋島 昭大 鳴島 和夫 

鳴島 輝幸 南條 伯志 新出 真一 仁木 智 西尾 常宏 

西方 勇雄 西崎 泰弘 西澤 恵子 西田 靖人 西村 賢治 

西山 公陛 西山 卓志 新田 真理 野口 明子 野中 清吉 

野村 勝之 橋詰 智剛 橋本 勝美 橋本 武文 橋本 敏明 

長谷川 隆正 長谷川 千恵 はたなか りょう 波田野 暢彰 服部 拓 

服部 幹夫 羽鳥 左夫佑 花倉 直樹 花城 正一 馬場 稔行 

濱田 信一 濱田 雅代 濵村 伸治 林 誠一 林 誠治 

林 裕彦 林 平馬 林田 和孝 早田 和郎 早野 正生 

葉山 きい子 原 広子 原口 由美子 原田 永幸 原田 治 

原田 勝之 比嘉 直樹 檜垣 恭一 東 成希 樋口 善次 
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樋口 直樹 久一 博世 平石 泰介 平岡 千鶴 平川 寛 

平田 弘志 平野 桜子 平山 正剛 廣瀬 豊明 深澤 孝義 

深町 健 深水 一夫 深谷 浩憲 福井 信子 福島 甫 

福島 薫 藤崎 敏弘 藤本 憲史 藤本 大丈 藤原 大督 

藤原 康晴 二重作 弘美 二重作 昌明 二重作 昌満 喰代 静枝 

堀田 裕 洞澤 三喜雄 堀内 亮 堀口 雅巳 堀沢 清和 

本田 優輝 本間 茜 前田 勝正 前田 哲 増澤 皇徳 

増澤 康雄 増田 貴美子 松尾 圭子 松尾 洋一 松岡 宏明 

松下 光昭 松田 勝彦 松田 邦昭 松田 宗一郎 松田 雅章 

松田 喜貴 松原 信行 松本 勝信 松本 一仁 松本 美香 

松山 裕子 丸林 一孝 丸山 修 三上 早苗 三家本 洋子 

三木 誠 水間 利男 溝渕 信一 三田村 好矩 蓑輪 智章 

宮崎 英隆 宮下 卓也 宮田 豊弘 宮武 晴昭 宮本 修男 

宗像 哲夫 村上 哲也 村川 俊彦 村越 節子 村越 美香 

村山 政太郎 餅越 洋一 餅越 すみ子 望月 武司 望月 竜太 

本島 英 桃井 渉 森 朱美 森 香織 森 健一 

森 芳郎 森崎 正 両澤 透 屋上 安弘 八木 英昭 

柳下 早苗 矢島 悦宏 八代 裕 安田 清光 安田 晴紀 

柳澤 政統 柳原 基 矢野 克征 薮井 眞二 薮田 直秀 

山内 伊与治 山内 実 山岡 京子 山川 尚 山岸 宏吉 

山口 庄一 山口 拓真 山口 剛 山口 有吾 山﨑 東夫 

山崎 平吉 山下 増男 山下 泰裕 山田 清志 山田 法生 

山根 治仁 山野 千鶴子 山本 敦夫 山本 敦士 山本 佳男 

山本 竜靖 山脇 壽治 弓場 常正 湯山 央実 百合本 和正 

横田 幸子 横田 秀和 横林 数美 吉岡 毅史 吉川 俊郎 

吉田 寿一 吉田 信一郎 吉田 昌也 吉田 守 吉田 理一 

吉野 鷹夫 吉原 洋二 吉村 和文 義村 広幸 吉森 晶彦 

李 泉美 鷲塚 尚志 和田 尚 渡邉 一正 渡邊 慎一 

渡邊 秀達 渡邉 英徳 渡辺 廣彬 渡辺 雄二 渡部 重行 

 

≪ 過去のご支援についてに戻る 
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