
【個人からのご寄附状況／５０音順・敬称略】
ア行

相原　恒博 相見　哲男 青木　良樹 青山　幸夫 赤木　大介 赤澤　正人

秋山　英毅 荒木　正美 粟津　浩光 李　在勲 飯尾　寛治 伊賀上　靖正

池内　浩二 池内　千晴 池田　純規 石井　伸弥 石井　浩一 石井　見奈

石川　貴之 石﨑　節子 石島　秀幸 石田　忠秋 石光　研治 猪谷　富雄

市下　真之 市原　満紀 井門　義男 稲富　英大 稲葉　勉 井上　昭二

井上　雄次 今村　友萌 入倉　修一 植木　秀実 上田　浩司 上西　喜晴

上野　修一 上原　智子 牛丸　和之 内田　陽一郎 宇都宮　順 梅田　勇次

梅原　一芳 江藤　暢美 胡　光 遠藤　彌重太 大上　博基 大上　正善

大北　隆介 大田　正之 大塚　哲 大塚　照美 大塚　陽介 大西　眞由美

大野　定幸 大野　真暉 大野　雄河 大橋　裕一 大本　裕貴 大森　進

大森　泰希 岡　靖子 小笠原　富夫 岡田　安雄 岡田　禎之 岡本　俊紀

岡本　康志 沖　哲志 荻山　隆行 奥村　敏仁 尾﨑　克之 尾﨑　康雄

尾﨑　庸子 鴛原　進 小田　潔 小田　陽南斗 越智　郁夫 越智　金明

越智　祥江 越智　常雄 小原　正啓 居石　敏克

カ行

郭　新宇 影浦　浩二 粕谷　哲男 片岡　龍雄 片島　竜治 片山　剛

加藤　美和 加藤　好文 門屋　智 金川　剛宏 亀岡　篤 川合　研兒

川上　昌祐 川口　一生 河地　利人 川中　麻衣 川人　真菜 北村　茂之

北村　千晴 北谷　悦男 木下　卓 木下　春信 木村　篤史 木村　靖

清末　浩平 清瀬　勲 草原　勲 忽那　愛子 国末　達也 久保　悟

久保　俊文 久保田　大 久保田　卓 熊井　清雄 黒澤　広一 黒田　伊久男

小池　啓司 小坂　吉美 小島　一志 小玉　豊美 児玉　雅信 小林　えれな

小林　展章 小林　亘 古茂田　淳三 近藤　和明 近藤　耕二郎 近藤　陽子

サ行

齋藤　保宏 酒井　滋 榊原　正幸 坂口　光弘 坂本　世津夫 坂本　義幸

桜田　秀幸 定野　和弥 定房　雅晴 佐野　栄 直原　通治 重松　さつき

篠﨑　舞子 篠田　瑛 渋谷　裕一 嶋田　照剛 清水　栄子 徐　祝旗

庄田　康夫 末光　浩也 菅波　悦朗 菅原　淳二 杉原　敦 杉森　正敏

砂盛　拓也 洲之内　貞治 角田　眞吾 隅田　学 清家　馨 関川　紀子

タ行

垰田　実 髙井　秀和 高市　幸造 高木　翔一朗 髙木　真紀子 高木　亮斗

高須　康仁 高須賀　妙子 高田　浩和 高橋　真 高橋　健志 高橋　寛

髙橋　祐二 髙橋　葉子 髙見　弘道 髙山　直樹 髙山　裕司 寳　泉

　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３０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



武内　アオイ 武智　和子 武智　義行 竹永　雄二 竹吉　章 立入　哉

田中　雅一 田邉　正憲 玉井　邦博 玉井　周平 玉木　善洋 田村　尚久

丹下　晴喜 陳　捷 津賀　京子 月原　登哲 辻　直一 鶴岡　悟

寺尾　敏 戸板　滋人 當具　敬三 富永　真奈美 友近　信江 豊島　滉樹

豊田　涼華 豊田　夢叶

ナ行

内藤　修治 永井　剛 中尾　勢子郎 中尾　智代 中口　隆行 中洲　浩二

永田　陽丈 中津　淳 中西　薫 中野　和美 中野　加奈子 中ノ﨑　千惠子

中平　正宏 中平　安彦 中村　萃 名越　善彦 西内　洋二 西尾　剛

西岡　智子 西垣　映利奈 西川　潤一 西川　正男 西口　正通 西田　和眞

西谷　純　 西谷　元宏 西谷　瑠乃 西村　勝志 二宮　崇 野口　珎彦

野津　寛延 信森　達也 野間須　淳一 野村　信福

ハ行

萩原　達朗 橋本　飛鳥 橋本　和美 橋本　邦宏 羽月　章 濱　天使

林　和男 原　健司 桧垣　果実 樋口　貴裕 日野　正夫 平尾　宏

平岡　英 平田　浩一 平野　幹 廣田　章子 日和田　邦男 福森　誠一

藤井　晃二 藤井　隆司 藤井　洋 藤江　啓子 藤岡　晋之介 藤崎　嘉𠀋𠀋

藤田　寛二 藤田　正幸 藤村　宗 藤好　一男 藤原　崇志 紅谷　啓太

邉見　俊一 堀内　功 堀内　光男 本田　修 本多　繁喜

マ行

前川　幸枝 前田　眞 牧野　英一 正岡　裕志 増田　工 増田　雅一

松浦　道明 松岡　永能 松木　一雄 松崎　貞憲 松田　正司 松長　和志

松本　勲 松本　勲 松本　信治 松本　貴裕 三木　節子 三木　哲郎

水谷　完治 三角　誉樹 三瀬　雄一 満田　憲昭 光藤　ナナ 三寺　芳樹

湊　隆太郎 南澤　栄治 宮内　紘直 三宅　映己 宮田　紀 宮脇　凌

三好　徹治 三好　洋一 向　平和 棟田　敬一郎 棟田　慎二郎 村上　昭彦

村上　厚司 村上　研二 村瀬　光春 村田　政行 MAUVAIS Eric 毛利　俊樹

望月　見一 森原　文雄 森本　久美 森本　哲夫 森山　舜陽

ヤ行

安川　詞一 安原　和弘 矢田　展久 矢野　正 矢野　幹博 八尋　秀典

山内　和美 山内　聡 山内　博史 山岡　雅 山口　廣 山口　由等

山﨑　敏朗 山﨑　妃紗 山下　光 山田　久仁夫 山田　憲二 山田　浩史

山中　広樹 山根　未久 山部　咲季 山本　明彦 山本　直樹 横江　八郎

横山　英樹 吉田　正広 吉田　光昭 吉村　直道 米田　健二

ワ行

若林　良和 脇田　緑 和氣家　孝夫 和田　和敬 和田　清男 渡邊　政広

渡邉　稔 渡部　保夫

以　　上： 357名
匿名希望： 251名
合　　計： 608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　愛亀 一般財団法人　愛信会 いしづち興産株式会社
今治造船株式会社 株式会社　伊予銀行 株式会社　ウイン
株式会社　ウエスコ 医療法人　浦岡医院 株式会社　愛媛ＣＡＴＶ
愛媛日産自動車株式会社 愛媛パッケージ株式会社 株式会社　エポラ
株式会社　エンカレッジ 医療法人　岡宮眼科 有限会社　小川工務店

カ行
医療法人　華青会　おしかわ内科医院 医療法人　神南会　久保内科循環器科 キスケ株式会社
医療法人社団　北川整形外科 株式会社　共栄木材 医療法人　久我耳鼻咽喉科
株式会社　ＫＥＩＮＳ 株式会社　建芯 宗教法人　郷照寺
神山運輸株式会社

サ行
佐伯ビル管理株式会社 医療法人隣善会　西条道前病院 医療法人社団　さくら会
株式会社　サニクリーン四国 株式会社　三福綜合不動産 株式会社　シアテック
医療法人社団　重信クリニック 医療法人　順風会 浄瑠璃寺
白石循環器科 医療法人明世社　白井病院 新企画設計株式会社
住鉱テクノリサーチ株式会社 医療法人聖ルカ会　木原病院 セキ株式会社

タ行
株式会社　大建設計工務 大進建設株式会社 医療法人　武田脳神経外科
株式会社　中予精工 医療法人社団　坪井整形外科 東京第一ホテル松山
医療法人　土岐医院

ナ行
南海放送音響照明株式会社 ニッシン・グルメビーフ株式会社 医療法人　野口記念会　野口病院

ハ行
檜垣造船株式会社 福泉株式会社 医療法人　不老

マ行
株式会社　松山建装社 松山市役所　愛大会 医療法人　丸石整形外科医院
医療法人　ミネルワ会　渡辺病院 有限会社　宮﨑金属 ミリアグループ株式会社
株式会社　モバイルコム

ヤ行
宗教法人　薬王寺 株式会社　ヤスハラ 医療法人社団　矢野内科
株式会社　山喜房佛書林 八幡浜市 医療法人　よこて内科クリニック

ラ行
株式会社　レデイ薬局

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）
愛媛大学附属五校園マイスター倶楽部 愛媛大学古本募金事業「古本で愛大を応援しよう!」 愛媛大学文理学部人文学科乙昭和43年卒業生一同

愛媛大学法文学部後援会 愛媛大学法文学部同窓会 愛媛大学理学同窓会
愛媛大学理学部後援会

以   　上：  83社（団体）
匿名希望：  10社（団体）
合　   計：  93社（団体）
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