
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県⽴⼤学学⽣⾶躍基⾦ 〜創⽴ 10 周年・創基 85 周年記念〜 寄附者御芳名 
（平成 2８年８⽉ 31 ⽇現在） 

 

平成 25 年 11 月 18 日から平成 28 年 8 月 31 日までの間、個人 1,131 名、法人等 79 団体の方々から総

額 102,783,088 円の御寄附を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

御寄附をいただきました皆様に感謝申し上げ、ここに御芳名を掲載させていただきます。 

（掲載についてご承諾いただいている方のみを掲載しております。なお、ここに御名前がある方以外の

方からも御寄附をいただいております。重ねてお礼を申し上げます。） 

 

【個人】敬称略（50 音順）785 名 

ア 相河  聡 青木  昭子 青田  良介 

 青戸  暁 青沼  龍雄 青山  保弘 

 赤澤  智子 赤澤  宏樹 赤浜  裕一 

 赤秀  泰弘 秋田  路代 秋葉  博 

 穐宗  秀明 秋山  正明 秋吉  一郎 

 芥田  暁榮 浅田  尚紀 浅見  敏彦 

 芦田  泰輔（照夫） 東   ますみ 安倍  宏之 

 阿部  好成 天池  尚三 天野  道広 

 綾部  享子 荒木  久晴 有馬  龍生 

 有馬  昌宏 

イ 飯田  久夫 碇本  隆夫 鵤木  秀夫 

 井口  清二 池内  静夫 池野  忠司 

 池野  英利 池本  明代 池本  宏 

 石井  治 石井  孝一 石井  武志 

 石井  千代子 石井  正明 石川  弘毅 

 石川  秀子 石川  睦生 石川  律子 

 石黒  靖子 石田  弘明 石田  潤 

【創立 10 周年・創基 85 周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズ】 



 石田  靖夫 石場  紘彦 伊勢  智彦 

 市村  忠信 一色  かつみ 伊藤  綾乃 

 伊藤  国彦 伊藤  晴朗 伊藤  洋一 

 稲垣  カツヒコ 稲田  紘 乾   美紀 

 井上  邦彦 井上  昭一 井上  尚三 

 井上  二郎 井上  輝茂 井上  靖子 

 井上  良治 井内  善臣 井口  博夫 

 猪子  禮司 井原  豊昭 伊原  有里 

 今井  教博 井巻  久一 今高  寛晃 

 岩城  立夫 岩木  秀臣 岩木  英一 

 岩岸  哲也 岩佐  光夫 岩崎  千里 

 岩本  正明   

ウ 呉   小玉 上垣  徹 上杉  勝彌 

 上杉  雅彦 上田  次雄 上田  敏三 

 上田  雅康 上田  通雅 上野  秀樹 

 上野山 泰規 内田  仁 内田  裕子 

 内布  敦子 内海  均 内海  裕一 

 有働  英司 宇野  知秀 梅園  良彦 

 梅野  巨利 

エ 江川  竜平 江口  温 枝広  由紀 

 江畑  一路 江村  修 永来  稔章 

オ 大内  幹雄 大浦坂 啓祐 大江  一之 

 大澤  勝郎 大島  孝 大隅  隆 

 大隅  直規 大住  康之 太田  勲 

 太田  眞一 太田  武郎 太田  博史 

 太田  正明 大塚  悦夫 大西  磐彦 

 大西  君代 大西  徹 大西  勝 

 大西  稔 大野  かおり 大野  暢亮 

 大橋  琢也 大畑  知也 大見  武 

 大村  幸三 大室  洋一 大森  敬三 

 大森  武二 大森  尚 皐   俊之 

 岡   牧子 岡田  吉弘 岡野  公夫 

 岡野  昌弘 岡村  征二 岡本  久之 

 岡本  浩志 小川  猛雄 小川  勇人 



 奥田  孝一 奥田  泰造 奥田  仁 

 奥田  勝 奥田  恭士 奥田  隆一 

 奥野  満壽美 奧見  哲也 奥村  宏子 

 小倉  尚志 小倉  陽子 小栗  浪雄 

 生越  利昭 尾﨑  公子 小沢  春彦 

 小田  慶子 小田  泰三 小野  博幸 

 小野  雅弘 小野田 光宜 小宅  一夫 

カ 貝瀨  徹 垣内  義夫 柿田  弘治 

 郭   陳来幸 格内  敏 影山  勝行 

 蔭山  欣也 篭島  靖 加治  秀介 

 菓子野 康浩 片田  範子 片ノ坂 明郷 

 片山  邦彦 片山  博夫 片山  昌保 

 片山  安孝 加藤  健治 加藤  三郎 

 加藤  久雄 加藤  陽一郎 加藤  洋子 

 加藤  恵正 門岡  広光 金井  光代 

 金澤  良道 金谷  翠 金山  二生 

 金治  朝子 兼田  薫 金長  義宏 

 金光  弥重子 金本  通子 金吉  芳敬 

 釜井  政澄 上浦  尚武 上寺  晃子 

 上村  麗子 亀岡  紘一 加茂  信行 

 河合  啓介 川口  久郁 川島  美明 

 川島  陽介 河内  正行 川鍋  彰男 

 川道  宏明 河本  宏司 河本  佐知代 

 川本  義人 川元  利津子 神田  一浩 

 神田  晋治 神田  聯藏  

キ 岸   肇 貴志  治夫 岸田  昌也 

 岸村  昌明 岸本  恵一 岸本  純一 

 北   茂正 北郷  和也 北野  佳辰 

 北林  泰 喜多村 英夫 北村  元志 

 衣川  民子 木下  繁敏 木下  健 

 木下  博雄 木下  幹彌 木下  康子 

 木村  啓三 木村  さよ子 木村  省三 

 木村  雅子 木村  亮太 清原  正義 

 清元  英子 



ク 日下  正広 草薙  真一 櫛笥  光晴 

 久代  育生 楠本  和男 國武  敏明 

 国村  勝 久保田 康 久保田 豊子 

 熊谷  哲 熊谷  信昭 熊丸  博滋 

 倉田  悟 鞍谷  哲夫 栗岡  恭子 

 栗岡  俊丈 栗西  精一 車   俊宏 

 車井  浩子 黒川  隆行 黒田  有寿茂 

 黒田  隆夫 黒田  均 黒田  良孝 

 桑畑  芳郎   

コ 小池  裕幸 高坂  七三 髙坂  誠 

 河野  美千代 小久保 吉裕 児島  武 

 小島  満弘 小舘  誓治 小谷  信雄 

 児玉  真也 小寺  寛敏 小寺  倫明 

 後藤  武 後藤  眞理子 小西  美和子 

 小西  行郎 小橋  昌司 小濵  裕正 

 小林  繁雄 小林  昭一 小林  延匡 

 小林  比呂人 小林  玲子 小東  信良 

 米家  正朗 小山  恭司 兒山  真也 

 小山  秀夫   

サ 齋木  愼三郎 斉藤  庸平 齊藤  悦一 

 斎本  将大 酒井  正雄 酒井  良正 

 榊原  聡 坂口  武男 阪口  雅郎 

 坂口  芳三 坂下  玲子 佐方  二郎 

 坂田  達哉 阪田  芳昭 阪原  秀行 

 坂本  良夫 先山  徹 櫻木  卓也 

 笹川  浩 佐々木 孝之 佐々木 幸美 

 笹倉  義信 佐竹  俊二 貞末  清 

 佐谷  裕司 佐藤  邦弘 佐藤  眞一 

 佐藤  哲雄 佐藤  裕司 澤田  正 

シ 塩崎  宏治 塩田  憲吾 志方  克巳 

 志儀  英昭 繁治  義信 重松  大造 

 篠田  明 篠原  洋二 柴﨑  義幸 

 柴田  好文 渋谷  章 渋谷  一秀 

 清水  勝 下村  定弘 庄司  收 



 庄司  國男 庄司  元昭 白水  英 

 城山  豊 沈   悦 新免  輝男 

ス 末井  健作 末永  美紀子 末永  山彦 

 菅   英子 菅澤  真央 菅野  裕之 

 杉原  基弘 杉村  高志 杉本  義文 

 鈴木  剛志 鈴木  道隆 鈴木  胖 

セ 関   哲洋 関   尚弘 関谷  幸嗣 

 世古  洋康 瀬澤  真弓 瀬藤  友子 

 千家  喜平   

ソ 曽我  雄三 園部  誠司  

タ 田井  晰 高岡  卓史 高崎  邦夫 

 高須  一郎 高須  教夫 髙寺  美慈 

 鷹野  修 高野  幹子 高野  佳良 

 高橋  晃 高橋  和彦 髙橋  克己 

 高橋  齋 高橋  慶紀 田川  榮造 

 瀧川  博司 滝川  良則 竹内  健二 

 竹内  裕 竹川  益美 武田  憲子 

 武田  正博 田島  裕之 多田  和昭 

 多田  和也 多田  滋和 立山  堪丈 

 伊達  ちぐさ 竪   英己 立石  嘉明 

 立岩  基 田中  克幸 田中  聖和 

 田中  達郎 田中  俊 田中  俊則 

 田中  智子 田中  豊久 田中  伸明 

 田中  延幸 田中  信行 田中  憲子 

 田中  義人 田辺  憲二 谷   博和 

 谷口  章子 谷辺  眞司 谷村  利克 

 谷本  善男 田原  直樹 玉井  正博 

 玉岡  妙子 樽井  彰一  

チ 千葉  貴世   

ツ 塚本  隆文 辻   武 辻   正次 

 土田  俊也 筒井  重夫 常村  武史 

 椿野  晴繁 坪田  一夫 坪田  晴美 

テ 寺岡  二三男 寺岡  義伸 寺部  茂 

ト 土井  俊昌 東藤  義弘 當間  克雄 



 堂本  晃 十倉  正行 利岡  仁 

 戸田  康 土橋  栄次 飛松  春作 

 冨川  稔 冨永  榮一 冨永  勝博 

 友繁  義典 友野  哲彦 豊田  隆俊 

 鳥井  美奈子 鳥居  靖弘 鳥海  幸四郎 

 鳥塚  史郎   

ナ 内藤  和明 内藤  辰義 内藤  充博 

 中井  朱美 永井  一良 中居  順三 

 中井  亨 長井  悠宰 永井  豊 

 永尾  勝利 長尾  芳江 中川  将司 

 長澤  秀行 中下  登司彦 中島  要 

 中島  千進 中島  好幸 永末  裕明 

 中瀬  恵子 中園  弘幸 長田  博樹 

 永田  正義 中谷  勉 中谷  透 

 中谷  英章 中辻  愼一 中西  均 

 長野  清洋 長野  寛之 永野  康行 

 中平  雄造 永廣  徹 中村  悟 

 中村  尚作 中村  龍哉 中村  俊樹 

 中村  真善 中村  有希 中村  慶裕 

 仲本  興順 中山  博史 永良  新 

 名古屋 眞智子 波元  洋 成田  浩一 

 成瀬  峰伸   

二 新澤  秀則 新野  幸次郎 西尾  慶子 

 西川  祥子 西谷  秀男 西埜  増宏 

 西村  省三 西村  治彦 西村  麻衣子 

 西村  政洋 西村  美奈雄 西村  幸夫 

 日光  秀政 新田  純代  

ヌ 沼田  公一 沼田  覚  

ネ 根来  誠司   

ノ 野田  五郎 野田  大樹 野津  隆志 

 野並  葉子 野原  賢二 信原  男 

 野村  昌司   

ハ 芳賀  和敬 萩野  邦雄 萩原  弘子 

 橋目  秀夫 橋本  節雄 橋本  靖忠 



 長谷川 貴則 畑   征士郎 畑   豊 

 畠山  賢一 八軒  浩司 八田  公平 

 服部  修三 服部  憲和 埴岡  冨好 

 羽田  好実 馬場  一 羽渕  俊明 

 濵上  章之 濵口  淑子 浜口  行雄 

 濱﨑  宏夫 濵田  昭生 濵田  道夫 

 浜田  元雄 早川  洋一 早﨑  洋一郎 

 林   加代子 林   秀行 林   雅彦 

 原   司郎 原田  信也 原田  哲男 

 原田  泰典 春山  雄一  

ヒ 疋田  展雄 樋口  芳樹 菱垣  道弘 

 一二三 隆 檜山  幸生 平井  宏樹 

 平岡  雄策 平田  隆啓 平田  紀男 

 平野  正幸 平間  達也 平松  直子 

 平松  秀則 平松  政男  

フ 福井  啓介 福寿  忠勝 福田  嘉平 

 福田  真澄 福田  泰弘 福永  優子 

 福本  愛 福本  直之 福本  好昭 

 福本  良一 福山  重樹 藤井  清 

 藤岡  亮太 藤川  雅幸 藤木  大介 

 藤田  公昭 藤田  健治 藤田  隆司 

 藤田  裕子 藤花  義典 冨士原 博美 

 藤原  道郎 藤村  征治 藤本  貞夫 

 藤本  二郎 藤森  信裕 藤森  泰宏 

 藤原  閲夫 藤原  和夫 藤原  茂之 

 藤原  宣正 藤原  史博 舟木  哲秀 

 舩倉  敏朗 古川  友明 古隅  弘樹 

ホ 朴木  正 外園  稔彦 星住  壯吾 

 細川  克彦 細川  長弥 細見  友昭 

 堀田  啓子 堀   忠昭 堀   敏和 

 堀   喜博 堀川  英祐 堀野  晃生 

 本田  和男 本田  敬宜 本坊  愛一郎 

マ 前川  郁夫 前川  貞子 前川  善純 

 前田  勝彦 前田  恵一 前田  龍夫 



 前田  治彦 前田  幸雄 前田  由紀子 

 増井  克行 桝田  次郎 町田  徹 

 松井  真二 松井  伸之 松井  正典 

 松井  康明 松尾  政和 松尾  昌博 

 松下  剛士 松下  宗弘 松代  和郎 

 松田  成弘 松田  陽子 松葉  博雄 

 松葉屋 幸則 松原  典孝 松原  由加里 

 松本  岩雄 松本  繁樹 松本  武城 

 間宮  仁史 丸尾  高弘 丸川  泰徳 

 丸山  正人   

ミ 三浦  武彦 三木  元昭 三崎  秀央 

 水島  恒裕 水野（松本）由子 水守  清隆 

 溝口  孝遠 見田  洋介 三谷  雅純 

 湊   幸子 南   裕子 南   恭廣 

 峰雪  芳宣 三村  春樹 三宅  和宏 

 宮澤  淳夫 宮地  毅 宮村  肇 

 宮本  修治 宮本  裕之  

ム 村上  隆文 村上  光 村上  光正 

 村上  房雄 村瀬  彰 村田  和久 

 村田  佳子郎 村松  康司 無漏田 法子 

 室谷  さおり   

モ 望月  孝晏 本西  敦子 森   義明 

 森川  良一 森下  政夫 森田  孝 

 森田  昌子 森本  繁夫 森本  豊 

 森家  章雄   

ヤ 八重  真治 矢形  善彦 八木  紘二 

 矢木  智子 八木  直美 八木  美智 

 矢澤  哲夫 安岡  則武 安川  智之 

 安川  文夫 安田  修悟 安田  義郎 

 矢野  恵一朗 藪木  謙一 山内  香 

 山内  大輔 山内  康弘 山家  健盛 

 山縣  潤 山口  圭子 山口  幸蔵 

 山口  洋史 山口  義郎 山坂  昇 

 山崎  淳三 山﨑  徹 山﨑  陽子 



 山路  紳護 山下  計雄 山下  耕三 

 山下  直子 山下  陽一 山田  和之 

 山田  順一 山田  伸彦 山田  剛生 

 山田  治輝 山田  裕子 山田  行茂 

 山名  和代 山野  ゆかり 山本  あい子 

 山本  明子 山本  厚之 山本  清尊 

 山本  邦義 山本  順一 山本  登士 

 山本  卓也 山本  忠男 山本  照子 

 山本  浩男 山本  浩子 山本  洋 

 山本  芳裕   

ユ 弓削  健次郎 遊佐  真一 湯之上 英雄 

ヨ 横屋  由紀子 吉岡  恒夫 吉兼  甲二 

 吉川  浩二 吉川  洋 吉田  周治 

 吉田  順一 吉田  進 吉田  孝臣 

 吉田  尚 吉田  秀郎 吉久  徹 

 吉久  宏 吉村  美紀 好本  菜乃 

リ 李   錦純 力宗  幸男  

ロ 六嶋  兼太郎 六渡  岱司  

ワ 渡辺  一郎 渡辺  久也 渡邊  幸子 

 渡邊  健夫 渡辺  哲良 渡辺  俊博 

 渡邉  泰宏 渡辺  由紀子  

    

    

【法人等】敬称略(50 音順) 

淡路信用金庫 

医療法人仁寿会石川病院 

エスペック株式会社 

大阪ガス株式会社 

大島金属工業株式会社 

オムロン株式会社 

化研テック株式会社 

学校法人神戸学院 

株式会社ＯＫＡＭＵＲＡ 

株式会社神戸工業試験場 

株式会社神戸製鋼所 

株式会社神戸ポートピアホテル 

株式会社スイタ情報システム 



株式会社ダイセル 

株式会社ダイヘン 

株式会社但馬銀行 

株式会社東芝 

株式会社ノーリツ 

株式会社フクテツ 

株式会社フジキン 

株式会社ホテルニューアワジ 

株式会社三井住友銀行 

株式会社みなと銀行 

株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 

株式会社ＵＡＣＪ 

川崎重工業株式会社 

関西学院大学 

グローリー株式会社 

Ｋ・ビジネスプロモート株式会社 

公益財団法人川西記念新明和教育財団 

神戸松蔭女子学院大学 

神戸新聞社 

神戸信用金庫 

シスメックス株式会社 

神栄株式会社 

神姫バス株式会社 

スプリングエイトサービス株式会社 

ダイキン工業株式会社 

ダイネン株式会社 

タテホ化学工業株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

西兵庫信用金庫 

日新信用金庫 

日製電機株式会社 

日東コンピューターサービス株式会社 

日本ジャバラ工業株式会社 

播州信用金庫 

播州電装株式会社 

バンドー化学株式会社 

姫路信用金庫 

兵庫信用金庫 

兵庫トヨタ自動車株式会社 

富士通テン株式会社 

古野電気株式会社 



星屋電工株式会社 

三菱重工業株式会社神戸造船所 

三菱電機株式会社神戸製作所 

ミナト医科学株式会社 

明昌機工株式会社 

大和製衡株式会社 

有限会社ケイツーコンサルタント 

 

学６ 千鳥会 

神戸商科大学 淡水会 山口県支部 

パナソニック白鷺会 

姫路工業倶楽部山陽特殊製鋼支部 

兵庫県立大学神商会後援会 

兵庫県立大学生活協同組合 

兵庫県立大学同窓会けやき会 

兵庫県立大学姫路支部硬式テニス部ＯＢ会 

兵庫県立大学名誉教授会 

ゆりのき会 １３期生 

渡部浩太郎先生を偲ぶ会 

計 72 団体 

 

 

※お名前の掲載を希望されない方 

【個人】         346 名 

【法人等】         7 団体 

※御名前の公表を希望されていない方につきましては、掲載をしておりません。 

※掲載内容についてお気づきの点がございましたら、誠に恐縮ではございますが、兵庫県立大学

学生飛躍基金事務局（本部総務人事課内）までご連絡ください。 

 

 


