
 

  

 

 

 

兵庫県⽴⼤学学⽣応援基⾦  寄附者御芳名 
（平成 2９年３⽉３１⽇現在） 

  

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、個人157名・法人団体2社の方から総額6,765,000

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。） 

 

＜平成 29 年３月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）１名 

 大島 幸子 

 

＜平成 29 年２月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）４名 

 石田  潤   小林 立夫   信濃小路 充  田中 稔 

 

【法人等】敬称略(50 音順) 

   － 

 

＜平成 29 年１月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）３名 

 金長 義宏   武田 正博   吉村 美紀 

 

【法人等】敬称略(50 音順) 

   － 

 

＜平成 28 年 12 月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）17 名 

 阿比留 拓也  有馬 昌宏   梅野 巨利   大西  稔   川月 喜弘 

 北村 誠司   對田 恒雄   竹原  歩   多田 滋和   土田 俊也 

 筒井 孝子   中井  亨   藤原 道郎   松田 陽子   安岡 則武 

 

 



 安田 義郎   渡邉 泰宏  

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

 

＜平成 28 年 11 月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）９名 

 大槻 博司   岡本 加代子  小宅 一夫   清水 芳信   立山 堪丈 

 古隅 弘樹   水野 由子   水戸  毅   吉川 浩二 

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

 

＜平成 28 年 10 月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）12 名 

 池田  潔     一ノ瀬 真人   岩國 美貴子  植田 聡哲   岡本 俊二 

 奥野所 正樹   繁治 義信      宗得 知花子  利安  武    西村 治彦 

畑   豊    吉岡 英雄 

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

 

＜平成 28 年９月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）12 名 

 飯田 久夫     出雲 淳雄     榎原  晃   太田  勲   岡田 浩司 

 河本 佐知代   木下 康子      福永 博一   堀内  聡    丸山  靖 

三宅 和宏    山本 あい子 

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

 

＜平成 28 年８月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）13 名 

 秋吉 一郎     乾  美紀      今後 元彦   内田 勇人    北内  信幸 

 衣笠 年晴       高須 教夫      永井   豊   長野  寛之    橋本  倫行 

宮原  芳文        安川  文夫      藪木 謙一 

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

 



＜平成 28 年７月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）19 名 

 鵤木 秀夫    伊藤  聡   岩木 英一   岡田 秀樹   釜江 義明 

清原 正義    工藤 美子   杉村 高志   杉本 明彦   高野 幹子  

田島 裕之    田中 義人   土井 哲也   西山  裕   芳賀 和敬 

八重 真治    山崎 淳三   山名 和代   山本 清尊 

    

【法人等】敬称略(50 音順) 1 団体 

 ミリアグループ株式会社 

 

＜平成 28 年６月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）12 名 

 五百井 嬉美代  大澤 勝郎   鴛田 國治   叶  敏当   阪口 雅郎 

 戸田  康    内藤 充博   長尾 真理子  福田 眞澄   堀田 啓子 

 松原 久美子   山本 邦人 

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

 

＜平成 28 年５月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）4名 

 小沢 治彦    北林  泰   草薙 真一   吉田 素三 

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

 

＜平成 28 年４月＞ 

【個人】敬称略（50 音順）2名 

大内 幹雄    廣瀬 勝義 

 

【法人等】敬称略(50 音順)  

   － 

    

※お名前の掲載を希望されない方 

【個人】  ４９名 

【法人等】  １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

学生応援基金事務局（本部教育企画課内）までご連絡ください。 


