
学校法人東海大学松前重義記念基金 

寄付者ご芳名 
※ 2021年４月１日～2022年３月 31日

2021 年度にご寄付いただいた企業等法人・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） 

有限会社青木商店 イースタン技研株式会社

株式会社市村写真巧芸社 株式会社オーテック 

元旦ビューティ工業株式会社 港北出版印刷株式会社 

株式会社コロナ社 サクラグローバルホールディング株式会社

山王総合株式会社 秀和ビルメンテナンス株式会社 

タスクイクイップメント株式会社 株式会社ティーティービー・エンタープライズ 

株式会社道央理化産業 株式会社東海教育研究所 

東洋熱工業株式会社 株式会社ナカヨ 

南海砂利株式会社 株式会社日本設計 

日本設備工業株式会社 株式会社プロフェッショナル・ネットワークス 

望星サイエンス株式会社 光多制服株式会社 

ヤマダユニア株式会社 株式会社ヤマプラス横浜 

株式会社豊工務店 りんかい日産建設株式会社 

団体の皆様（50 音順） 

東海大学栃木県校友会 東海大学連合後援会 

東海大学同窓会 東海大学同窓会栃木支部 

東海大学医療技術短期大学後援会 東海大学付属浦安高等学校後援会 

東海大学付属浦安高等学校中等部後援会 東海大学付属相模高等学校・中等部後援会 

東海大学付属高輪台高等学校・中等部後援会 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部ＰＴＡ 

東海大学付属熊本星翔高等学校ＰＴＡ 東海大学付属諏訪高等学校ＰＴＡ 

東海大学付属札幌高等学校後援会 東海大学付属福岡高等学校保護者後援会 

東海大学付属大阪仰星高等学校保護者会 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部保護者会 

東海大学付属市原望洋高等学校後援会 東海大学付属望星高等学校後援会 

東海大学付属甲府高等学校ＰＴＡ 東海大学山形高等学校ＰＴＡ 

東海大学菅生高等学校・中等部父母の会 東海大学付属静岡翔洋小学校ＰＴＡ 

認定こども園東海大学付属静岡翔洋幼稚園保護者会 東海大学付属自由ケ丘幼稚園翼の会 

認定こども園東海大学付属本田記念幼稚園後援会 認定こども園東海大学付属かもめ幼稚園愛育会 
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個人の皆様（50音順）                          

相澤 康夫 青木 貴 青山 徳虎 秋山 正裕 浅田 修 

浅田 祥幸 芦田 伸一 安心院 國雄 安心院 幸子 安心院 常嘉 

網代 智明 畔上 兼一 安達 松枝 安達 未菜 安室 肇 

新井 義一 新井 眞澄 新居 元行 新川 剛 新野 昭治 

荒牧 駿太 安東 紘和 飯島 康道 飯田 堅碁 飯田 文実 

飯塚 知香 五十嵐 満 池田 幸裕 石川 進 石川 義信 

石郷岡 勲 石嶋 浩 石本 弘治 礒 賢次 一幡 徹 

市原 正喜 井手 正幸 井戸 宣孝 伊藤 賢次郎 伊藤 慎 

伊東 高志 伊藤 紀夫 伊藤 正範 稲葉 陽夫 井上 崇子 

井上 康久 井上 芳文 井ノ下 敏行 今井 渉 岩城 瑛世 

岩水 智幸 上田 純也 植田 哲夫 植田 哲夫 上竹 眞知子 

上竹 實 上野 良介 内山 宗一 内山 皓 内山 八千代 

榎 稔 江間 淳二 遠藤 尚夫 大池 紗代子 大石 幸治 

大奥 史也 大島 小夜子 大嶋 浩行 大舘 敏雄 大谷 徳義 

大塚 正法 大友 範之 大庭 博孝 大村 悟 岡垣 達也 

緒方 健 尾形 亨 岡田 欣久 岡部 昭三 岡宮 保彦 

小川 均 小川 政義 尾郷 良幸 長掛 邦子 小田 哲朗 

小野 惣七郎 小野 義浩 小野寺 基 折式田 重志 貝塚 克実 

加賀谷 毅 加賀谷 達 加賀谷 元嗣 加川 正彦 柿沼 雄一郎 

笠間 光男 鍛治 良一 梶賀 康弘 梶山 大輔 柏崎 太朗 

柏村 泰博 堅谷 朝基 片山 恵一 勝野 昭三 勝又 雅子 

加藤 一知 加藤 友信 加藤 英夫 加藤 博之 金子 眞也 

金子 実 金子 義明 神子 誠 上杉 幸博 川井 忠雄 

川井 俊幸 河上 征一 川口 久夫 川添 英生 河西 正彦 

川村 善明 川本 博樹 木暮 卓也 木阪 尚志 北野 長生 

木下 聡 木下 博夫 木下 浩 木村 利行 木村 勝 

桐生 浩 隈 拓海 栗田 英生 栗原 正孝 栗山 哲夫 

鍬田 誠也 小泉 浩一郎 小泉 由郎 小泉 良幸 小谷 維夫 

児玉 省三 古藤 信義 後藤 実 後藤 良平 後藤 亘 

小畑 拓久 小林 喜三郎 小林 俊一 小林 幹永 小林 幸隆 

小林 義史 高麗 誠 駒崎 友和 小松 憲代 五味 等 

小宮 邦夫 込山 順 近藤 雅久 西郷 勝行 斎藤 雄 

齋藤 友樹 酒井 茂樹 坂井 真 坂本 博一 佐川 良次 

櫻井 正啓 佐々木 嘉宏 佐々木 次郎 佐々木 均 笹田 功 

佐藤 和彦 佐藤 克佳 佐藤 美成 佐藤 吉秀 佐原 芳孝 

澤崎 博志 椎名 國雄 椎名 健二 重田 達男 重丸 建一 

篠田 眞一 柴田 明廣 島野 良紀 清水 庄司 白崎 晃 

白浜 憲一 辛坊 順一 菅沼 貴美三 菅原 隆夫 杉下 道生 

杉山 眞宣 鈴木 顕一郎 鈴木 孝明 鈴木 孝典 鈴木 政成 

鈴木 勝 関 水奈子 相馬 克正 傍島 正純 髙石 哲男 
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高須 英樹 高瀬 喜彦 髙田 忍 髙野 治彦 高橋 郁乃 

高橋 清人 髙橋 紘 高橋 優 高橋 亮一 高柳 啓 

田口 重夫 武 紘一 竹田 英キ 竹中 綾乃 竹花 嗣生 

田尻 益太郎 橘 弘一 田中 健史 田中 誠一 田中 將基 

田中 之則 棚原 良一 棚原 良平 谷合 孝昌 谷藤 貴紀 

田埜 寧 田端 隆司 玉井 茂雄 玉崎 真二 田村 崇 

千葉 大誠 千葉 仁 塚本 登 津田 義憲 坪井 清 

露木 武光 鶴島 眞太郎 手塚 清憲 手塚 保 寺瀬 久臣 

寺田 周弘 天明 満 土井 崇司 堂上 雅史 藤間 恵一 

冨樫 直樹 外川 博一 德江 傳三 殿河内 猛 冨田 雄一郎 

豊島 修 豊増 明 鳥海 享 長尾 昭男 仲川 幸代 

中條 依久雄 永田 修一 中田 良平 中西 孝夫 中野 多一 

中野 雄次 中原 格 中原 聖也 中村 賢五 中村 耕三 

中邑 壽子 中村 智一 仲村 弘喜 中村 実 永山 和文 

成田 篤哉 南條 伯志 仁木 智 西 義雄 西崎 泰弘 

西山 卓志 野尻 孝 野瀬 元興 野田 雅義 野間 伸 

野村 勝之 橋本 敏明 長谷川 保 羽鳥 左夫佑 浜田 国治 

浜野 憲典 林 誠一 林 智久 林 源 林田 和孝 

原 辰徳 原 義郎 樋口 有二 日原 徹 平出 照之 

平岡 和人 平岡 正司 平川 寛 平野 精昭 平山 正剛 

深澤 孝義 深田 稔 深水 一夫 福井 翠 福士 広通 

藤島 千春 藤本 憲一 藤森 了 藤原 一茂 二重作 昌明 

二重作 昌満 星野 厚子 細野 久一 堀口 武彦 前田 哲 

増澤 皇徳 増田 千春 増田 利明 町田 晴男 松井 美奈子 

松岡 哲 松波 登 松原 輝明 松本 孝 間中 寛 

丸山 修 水谷 了 三田村 伸生 御法川 真弓 宮下 卓也 

宮田 豊弘 宮武 晴昭 宮戸 みつる 宮根 孝範 村田 勝則 

村山 政太郎 望月 昭秀 望月 武司 望月 義久 本橋 一郎 

森崎 正 森田 展三 森永 航介 八木 眞 八木 正伸 

矢嶋 寛幸 八代 裕 矢田 真一 柳沢 真一 山岸 宏吉 

山口 朗 山口 拓真 山口 剛 山口 広助 山口 真理子 

山崎 尚彦 山崎 弘文 山路 修身 山下 謙一 山下 龍太郎 

山田 敏雄 山中 征治 山根 治仁 山本 銀次 山本 純代 

横田 忠夫 吉岡 毅史 吉田 貴彦 吉成 伸一 李 承秀 

若林 敏雄 若山 真喜 和田 篤 和田 将行 渡邊 晶子 

 

 

≪ 実績報告に戻る 
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