
【個人からのご寄附状況／５０音順・敬称略】
ア行

相原　恒博 青地　一郎 青野　正明 青山　幸夫 赤澤　正人 明石　浩幸

赤野　拡 赤間　道夫 秋光　良洋 浅井　英典 東　長雄 安宅　貴生

安部　武美 安部　なおみ 天野　要 天野　富夫 荒木　孝雄 荒木　正美

池内　浩二 池内　千晴 池田　悦夫 伊佐　常信 石井　浩一 石川　貴之

石﨑　峰清 石戸谷　武 石原　直満 石原　善久 石丸　栄満 石光　研治

井関　憲明 磯村　滋宏 市山　明彦 一色　保子 稲富　英大 井上　賢二

井上　昭二 井上　徳治 井上　浩良 井下　裕子 井原　光平 井原　幸夫

今井　勝美 今井　邦之 今井　勝 今西　則彦 今村　チヨ 入倉　修一

岩佐　和幸 岩崎　元紀 岩田　忠男 植田　和昭 上田　修三 上田　尚美

上田　文夫 上野　和也 内田　邦夫 宇野　英満 馬越　博 梅田　道生

浦手　健司 宇和川　正人 榎本　浩幸 胡　光 大澤　壽 大下　浩二

大谷　俊太 大塚　陽介 大西　正志 大野　一之 大橋　亜紀 大橋　裕一

大藤　登 大程　寿博 大森　進 大宅　良一 大八木　保政 岡　岳文

岡　靖子 岡佐古　義高 岡田　俶郎 岡田　武久 岡田　禎之 岡野　勝正

岡部　永年 岡本　健治 岡本　茂男 岡本　俊吾 岡本　富貴雄 岡山　孝雄

小川　真 小川　裕司 小川　祐司 荻山　博之 奥田　拓道 奥村　敏仁

小田　潔 小田　眞一 小田　質 小田　哲志 織田　博 小田原　正和

越智　郁夫 越智　茂雄 越智　義明 小野　敬治 小野　昇

カ行

郭　新宇 笠置　真知子 梶田　智 梶原　郁郎 片岡　かおり 片島　竜治

片山　巌 片山　征洋 加藤　明浩 加藤　慎也 加藤　義郎 加藤　好文

金川　剛宏 兼久　良二 鎌田　宙 亀岡　篤 川合　研兒 川上　妙子

川﨑　史朗 川﨑　尚美 川中　弘二 河南　智晴 河野　博之 川人　秀世

河村　泰之 祇園　光雄 菊地　聡太 菊池　孝明 菊地　久男 菊池　秀樹

北村　茂之 北村　大司 北村　博幸 北村　雅子 木下　千夏 木下　春信

草原　勲 久高　学 久高　三枝 忽那　兼和 国末　達也 国広　隆

久冨木　政弥 久保　玄次 久保　悟 久保　雅宏 久保田　卓 熊野谿　從

久山　出 藏田　兼義 栗田　啓 黒田　伊久男 小池　和夫 小池　秀和

小池　ゆみ子 小泉　勇治郎 合田　陽造 河野　正二郎 古海　百合子 神山　通

小阪　博 小玉　豊美 後藤　珠希 後藤　幹郎 小林　範之 小淵　港

　愛媛大学基金へのご支援に⼼より御礼申し上げます。
　ご寄附いただきました⽅々への感謝の意を込めて，ここにご芳名を掲載させていただきます。
　※ご芳名の掲載については，同意をいただいた⽅のみとさせていただいています。

平成２９年　愛媛⼤学基⾦へご寄附いただきました皆様のご芳名⼀覧



古茂田　淳三 近藤　宏一 近藤　重明 近藤　哲郎 近藤　安儀 近藤　義忠

サ行

佐伯　文夫 佐伯　ゆい 坂井　智宏 榊　哲彦 榊原　正幸 坂本　尚人

坂本　義幸 嵜岡　秀夫 桜井　敏文 桜田　秀幸 定野　和弥 佐藤　亨

佐藤　久子 佐藤　洋介 佐藤　陽三 佐野　和男 澤田　剛 澤村　泰則

汐田　光幸 重松　邦周 重松　春樹 重見　律子 柴田　大法 島川　安男

島﨑　昌明 嶋田　孝 嶋田　昌宣 島田　佳春 下山　幸子 首藤　政親

正　金郎 白石　研策 白川　勇気 新崎　二郎 神野　浩一 神野　哲也

末光　浩也 菅波　悦朗 杉森　正敏 鈴木　啓一 鈴木　聡 砂崎　慎一

砂田　和範 須之内　克彦 須之内　靖彦 隅田　学 須山　靖 清家　馨

瀬尾　彰一 堰　博司 仙波　豊三 曽我　真礼 曽我部　昌治 十河　宏行

タ行

平　知紗 高木　政佳 髙須賀　功 高須賀　妙子 高須賀　康生 高田　清式

髙田　敬子 高田　浩和 高橋　勝久 高橋　敏⽅ 髙橋　祐二 高橋　佑弥

髙橋　葉子 高松　久 髙見　弘道 高見　泰弘 髙山　直樹 竹内　康博

武岡　英隆 竹原　良記 田嶋　実 立花　正之 田中　亮裕 田中　貞輝

田中　孝子 田中　雅人 田中　正幸 田鍋　克仁 田辺　信介 田邉　正憲

谷　弘幸 谷川　宗隆 谷口　勝敏 玉置　理 田村　薫 丹　時子

陳　捷 土田　秀樹 土屋　卓也 土屋　由香 出口　考彦 寺尾　敏

寺本　恵子 寺本　正彦 戸板　滋人 遠山　順一 土岐　直二 徳岡　良則

徳田　守 徳丸　晶 鳥羽　信弘 富田　靖博 友岡　康雄 友近　榮治

友近　弘光 鳥生　静夫

ナ行

仲井　清眞 永井　剛 永井　康豊 長井　偉訓 中江　功 中川　聰七郎

中島　廣孝 中嶋　博道 中城　公一 永田　克幸 中ノ﨑　千惠子 仲道　雅輝

中村　萃 中村　保夫 中村　良二 中矢　雄二 中山　敏行 永山　松生

灘野　成人 並木　功 二階堂　宗雄 西川　正男 西川　将史 西田　和眞

西田　公一 西谷　元宏 西原　功 西原　俊彦 西村　一孝 西村　勝志

西村　謙史 西村　成夫 西本　賢 二宮　崇 野倉　嗣紀 信森　達也

野村　信福

ハ行

萩原　達朗 橋川　恒夫 橋田　幸治 橋本　巌 畠田　秀峰 羽月　章

羽藤　堅治 馬場　一実 濱木　光典 林　秀則 林　洋行 林　美登里

林　芳文 原　健司 治多　伸介 日浅　陽一 桧垣　果実 檜垣　高史

檜垣　直幸 桧垣　正典 久松　大海 兵頭　辰正 平田　秋子 平野　健

平野　裕信 平野　幹 平松　直己 平松　幹敏 平本　勝吉 廣岡　昌史

弘中　靖規 日和田　邦男 胡　柏 深石　一夫 福田　基 福本　正敬



福森　誠一 藤井　栄吉 藤井　敬二 藤井　晃二 藤井　宗治 藤井　洋

藤江　啓子 藤岡　徹 藤沢　政裕 藤田　修 藤田　俊光 藤田　欣裕

伏見　知道 藤好　一男 藤原　彰夫 二神　一郎 二神　剛 堀内　正嗣

本田　浩二 本多　繁喜

マ行

前川　尚 前川　幸枝 前田　眞 曲田　清維 牧野　英一 増田　工

升田　武夫 升田　年紀 松井　隆幸 松浦　貞二 松浦　文三 松岡　淳

松岡　永能 松岡　崇人 松木　一雄 松田　晃 松田　源次郎 松田　正司

松村　恵子 松本　勲 松本　長彦 松本　徹三 松本　八郎 松本　吉充

丸山　広達 三浦　和尚 三木　哲郎 三木　吉治 水木　伸一 水谷　完治

水野　信彦 三角　誉樹 満田　憲昭 水口　和壽 南澤　栄治 三守　芳昌

宮内　紘直 三宅　晋 三宅　正康 宮﨑　修 宮田　清仁 宮田　紀

宮田　義康 宮脇　正法 三好　功 三好　健太 三好　康司 三好　康治

三好　祐吾 向　平和 棟田　慎二郎 村尾　卓爾 村上　厚司 村上　一雄

村上　一雄 村上　博 村上　貢 村瀬　光春 村山　徹郎 MAUVAIS Eric

毛利　郁 毛利　敏幸 茂木　正樹 望月　見一 森　重樹 森田　純雄

森田　輝夫 守屋　均 森山　舜陽

ヤ行

家⽅　大輔 安川　正貴 柳澤　幸四郎 矢野　淳二 矢野　元 八尋　秀典

山内　和美 山木　浩美 山崎　正人 山地　祥之 山下　光 山田　憲二

山田　誠 山田　睦明 山田　容三 山中　広樹 山成　謙造 山根　佑介

山村　滋 山本　篤志 山本　晴康 山本　祐司 弓削　俊洋 横田　裕一

横畑　英明 吉岡　宣史朗 吉田　一恵 吉田　和弘 吉田　怜史 吉田　滿智子

吉野　栄作 吉村　修二 吉村　直道 吉村　博行

ワ行

若林　良和 和氣坂　ハナミ 和気　洋子 和田　和敬 和田　征太郎 和田　武

和田　周子 和田　庄司 渡部　一幸 渡部　弘一 渡辺　光一 渡部　幸喜

渡部　晋平 渡部　英機 渡辺　博利

以　　上： 500名
匿名希望： 275名
合　　計： 775名



【法⼈・企業・団体からのご寄附状況／５０⾳順・敬称略】

ア行

株式会社　アイ・エヌ・エス アイエン工業株式会社 医療法人　愛慶会

一般財団法人　愛信会 医療法人　相原整形外科 アカマツ株式会社

株式会社　アサヒテクノ 株式会社　アットハウジング 株式会社　イープレス

株式会社　いうら 社会医療法人　石川記念会 石崎汽船株式会社

井関農機株式会社 一番町リウマチクリニック 一広株式会社

株式会社　伊予銀行 株式会社　伊予鉄グループ イワキ産業株式会社

医療法人　岩﨑内科 岩佐外科 潮冷熱株式会社

有限会社　永愛ヒューマンリソーシズ 一般財団法人　永頼会　松山市民病院 株式会社　NPシステム開発

株式会社　愛媛朝日テレビ 株式会社　愛媛銀行 公益財団法人　愛媛県総合保健協会

愛媛県農業協同組合中央会 愛媛シールド工業株式会社 愛媛大学生活協同組合

株式会社　愛媛電算 愛媛日産自動車株式会社 第53番　圓明寺

株式会社　大下建設 大西商店株式会社 医療法人　岡宮眼科

カ行

開発測量株式会社 鶴林寺 株式会社　門屋組

医療法人　木村内科医院 株式会社　共進建設 医療法人　くす小児科

医療法人　敬愛会　久米病院 医療法人　グランセル 株式会社　クロス・サービス

株式会社　ＫＥＩＮＳ 医療法人　厚仁会　波方中央病院 医療法人　光陽会　あさの胃腸内科クリニック

医療法人　桑折皮膚科・内科 宗教法人　國分寺 医療法人　こざわ耳鼻咽喉科医院

医療法人　小松内科循環器科クリニック 株式会社　コモテック 五洋建設株式会社四国支店

四国第76番霊場　金倉寺

サ行

株式会社　三福綜合不動産 山陽物産株式会社 株式会社　シアテック

医療法人社団　重信クリニック 四国通建株式会社 四国電力株式会社

株式会社　ｓｈｉｆｔ シブヤ精機株式会社 医療法人　しませ医院

医療法人　清友会　清水医院 医療法人　慈風会　白石病院 医療法人明世社　白井病院

白川製紙株式会社 城山製紙株式会社 株式会社　新来島どっく

一般財団法人　真光会 株式会社　新丸三書店 株式会社　親和技術コンサルタント

医療法人　菅井内科 清家整形外科 全国農業協同組合連合会愛媛県本部

医療法人　ソレイユ会

タ行

株式会社　大輝 株式会社　大昌鉃工所 田窪株式会社

株式会社　田窪工業所 医療法人社団　坪井整形外科 株式会社　テレビ愛媛　経営管理部

医療法人　土居循環器科内科 土佐　国分寺 巴鉄工株式会社

有限会社　トランク



ナ行

南海測量設計株式会社 南海放送株式会社 南海放送音響照明株式会社

株式会社　日本エイジェント 日本食研ホールディングス株式会社 ニンジニアネットワーク株式会社

ネッツトヨタ瀬戸内株式会社 有限会社　能力開発システム研究所 医療法人財団　仁清会　野本記念病院

ハ行

ハイスピードコーポレーション株式会社 株式会社　ヒカリ 医療法人社団　久野内科

医療法人　平井こどもクリニック フジケンエンジニアリング株式会社 株式会社　フジコソ

株式会社　藤田製作所 星企画株式会社 株式会社　本田洋行

マ行

医療法人　松下クリニック 株式会社　松山機型工業 松山市役所　愛大会

松山市役所　ユーカリ会 松山総合開発株式会社　ANAクラウンプラザホテル松山 松山容器株式会社

医療法人彩水会　真部クリニック　 医療法人　丸石整形外科医院 マルマストリグ株式会社

三浦工業株式会社 三浦工業株式会社　卒業生一同 医療法人　みどりクリニック

医療法人　ミネルワ会　渡辺病院 ミリアグループ株式会社

ヤ行

医療法人　矢野整形外科 医療法人社団　矢野内科 株式会社　山喜房佛書林

医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 八幡浜市教育委員会 株式会社　ユイ・システム工房

医療法人　よこて内科クリニック

ラ行

リュウグウ株式会社 株式会社　レデイ薬局

ワ行

医療法人　和田眼科 渡邊建設株式会社

愛媛大学医学部後援会 愛媛大学教育学部後援会 愛媛大学教育学部附属小学校後援会

愛媛大学教育学部附属中学校PTA 愛媛大学工学部後援会 愛媛大学工業会

愛媛大学校友会 愛媛大学社会共創学部後援会 愛媛大学職員有志一同

愛媛大学大学院　医学系研究科　産科婦人科学講座 愛媛大学退職教員の会 愛媛大学退職職員会

愛媛大学農学部後援会 愛媛大学農学部同窓会（ユーカリ会） 愛媛大学古本募金事業「古本で愛大を応援しよう!」

愛媛大学法文学部後援会 愛媛大学法文学部同窓会 愛媛大学理学部後援会

以   　上：  148社（団体）
匿名希望：    23社（団体）
合　   計：  171社（団体）



【クラウドファンディングによるご寄附状況】

１．愛媛大学 空への挑戦！日本飛行機の父の想いを空へ飛ばしたい！（平成29年2月1日～3月31日）

　　個人の皆様からのご支援 １５１名
　　法人・企業・団体等の皆様からのご支援 ３団体

２．愛媛大学特別支援学校生の夢をかなえたい！（平成29年6月8日～7月31日）

　　個人の皆様からのご支援 １４２名
　　法人・企業・団体等の皆様からのご支援 ３団体
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