
令和元年度日本大学校友会スポーツ振興 応援募金の御礼

日本大学118万人の校友の皆様，日頃は日大スポーツ応援活動に深いご理解を賜り厚く御
礼申し上げます。
本委員会では，各競技部を支援すべく幅広い募金活動を展開しております。
また，この度は，日大スポーツ振興のためご寄付を賜りましたことを心より御礼申し上

げます。ご寄付いただいた方々のご協力に感謝し，ご芳名を五十音順・敬称略にて掲載さ
せていただきます。

寄付者ご芳名（令和元年4月1日～11月30日分）

間 友恵 相場 順一 青葉 昌幸 青山 道夫 秋葉 宏司

浅沼 弘一 淺野 恭司 浅利 剛之 芦澤 裕子 芦田 俊幸

東 一之 阿部 和時 安部 信幸 阿部 秀人 天坂 友美

鮎澤 均 新井 智 新井 勇治 新江 崇史 新榮 宏茂

荒澤 瑞男 有賀 聡 有本 照一 有吉 敏 有賀 千晶

粟澤 浩之 安藤 圭二 安蒜 圭子 飯田 伊佐務 飯塚 生

五十嵐 丈太朗 五十嵐 理香 池田 博政 石井 進 石井 博子

石岡 正信 石川 直子 石田 秀樹 石村 浩志 五十部 誠一郎

一箭 正孝 井坪 幸代 井手 達雄 伊藤 一郎 伊藤 富夫

伊藤 智夫 伊藤 智加 伊藤 裕子 伊藤 昌夫 伊藤 昌己

稲山 隆太郎 井上 敦雄 井上 恵子 井上 昭二 井上 典之

井上 由大 今津 正人 今福 孝子 岩崎 克彦 岩下 圭之

岩谷 和義 岩渕 喜規 岩本 智恵子 上杉 剛史 上田 浩司

上野 博司 碓井 和夫 宇田 隆康 宇田川 麻未 宇田川 裕之

打越 賢一 内田 勝利 内田 俊太郎 内田 友幸 内田 正人

内田 幸彦 梅田 勝利 梅津 麻衣子 浦田 奨 江黒 俊弘

【個人の部】 524名



江﨑 泰元 江森 康弘 遠田 誠司 遠藤 文雄 遠藤 雅資

老月 勝弘 大池 賢一 大岡 敦 大川 和基 大里 裕行

大澤 慶吉 大澤 紘一 大島 明 太田 長和 大田 朝章

太田 靖夫 大塚 吉兵衛 大西 真紀子 大貫 真生 大野 好二

大野 修平 大平 里美 大矢 卓 大矢 祐治 岡田 章

岡田 健太郎 岡田 達也 岡田 努 岡野 勝久 岡野 匡雄

岡本 敬史 岡本 文夫 小倉 宏明 小栗 郁郎 小沢 暁

小澤 正和 小髙 俊明 小田島 美通 落合 雅人 落合 実

女屋 斉 小野 和彦 小野 隆 小野 英美 小野 浩樹

小野 実 小野寺 隆幸 小幡 純 小美濃 英幸 織本 博子

恩田 裕介 加賀山 隆士 角田 和彦 梶岡 達也 柏原 裕司

梶原 優 加瀬 雅章 片桐 一之 加藤 英司 加藤 賢一

加藤 琢哉 加藤 めぐみ 門倉 正憲 金澤 和枝 要田 恵久子

金森 和人 金山 幸司 金子 栄輔 金子 徳男 蒲地 美砂

苅込 敏夫 河合 紀彦 河上 賢 川崎 和広 川田 智志

河原 和人 川原 智明 川邉 秀樹 神田 信 菅野 弘之

菊地 利邦 菊池 智洋 木崎 孝之助 木田 哲量 北村 信行

木村 政司 木村 幸夫 桐ｹ谷 政行 桐原 とし子 久佐賀 雅靖

工藤 圭亮 熊井 一浩 久米 元夫 栗原 幸一 黒沼 景子

桑原 学 古賀 千晴 小久保 洋一 小坂井 嘉孝 越川 憲明

越澤 亮 小島 真 児玉 美沙 小寺 貴久 後藤 英次

後藤 渉 小林 亜紀子 小林 登世和 小林 徳子 小林 正志

小檜山 恵 小船井 修一 小松 修 小山 真樹 近藤 明宏

近藤 広樹 三枝 禎 齋藤 靖幸 齋藤 義高 酒井 和人

酒井 泰志 逆井 彰 坂爪 信介 坂巻 憲一 相良 浩三



佐久間 誠剛 佐久間 隆 桜井 良吉 佐々木 佑介 佐々木 吉信

佐藤 耕一郎 佐藤 三武朗 佐藤 丹明子 佐藤 照彦 佐藤 博幸

佐藤 雅省 佐羽 恭哉 澤 政利 澤井 直樹 澤田 教行

椎名 啓一郎 志賀 弘一 篠﨑 英樹 篠原 健司 柴﨑 聡

島田 敦子 島田 聖子 島津 宏道 清水 浩平 清水 正一

清水 康樹 庄司 晃 東海林 孝之 正田 純一 白石 正寛

白方 千晴 白川 美保 白瀨 朋仙 申 景澈 神 尚子

神 一生 神 雄太 新宅 啓巨 杉﨑 穣 須崎 勉

鈴木 克久 鈴木 邦成 鈴木 健二 鈴木 浩史 鈴木 彰一

鈴木 眞一 鈴木 惣三郎 鈴木 孝弘 鈴木 隆之 鈴木 典紘

鈴木 久美 鈴木 政博 鈴木 基子 須藤 文朗 砂田 貢

スレンドラ シュレスタ 清野 正昭 瀨川 一之 関 秀三 関 裕一郎

関 雄太 関口 成一 関沼 光男 関根 修司 関根 真介

関根 喬 関根 二三夫 関根 正之 関野 浩二 関村 具由

千田 博通 曾根 一幸 側島 孝司 高井 智章 髙木 圭介

髙鹿 弘樹 髙城 秀光 髙田 力 髙橋 アヅサ 髙橋 亜佑美

髙橋 岩仁 高橋 香 髙橋 潤 髙橋 秀典 髙橋 宏明

髙橋 浩 高橋 光浩 髙橋 善人 高山 太志 武内 哲夫

武内 典久 竹内 康雄 武田 貢 武田 裕治 武政 充

立花 司 田中 久己 田中 敦 田中 勝治 田中 智

田中 健雄 田中 惟允 田中 教仁 田中 哲弘 田中 裕治

田中 縁 田中 志典 谷 由紀夫 谷口 郁生 谷村 祥世

田野倉 剛 田渕 正和 玉井 孝丸 玉木 伸雄 田松 正樹

田村 武 千葉 佳予子 千葉 学 塚田 典功 塚田 典功

土屋 将悟 土屋 光恵 圓谷 榮 出村 克宣 寺島 幸一



道明 康毅 遠山 信幸 德江 傳三 德竹 晃 戸倉 直美

戸塚 浩行 富澤 経裕 内藤 明典 長倉 澄 長倉 啓貴

長澤 裕子 中島 慎一 長島 武志 中嶋 剛志 中田 真寛

仲藤 暢孝 中西 哲也 中村 裕充 中村 雅行 中村 光宏

中村 好延 那須野 光博 並木 洋明 成瀬 雄二 西ヶ谷 洋司

西村 英一 西村 太一 西銘 富士子 西本 隆司 西本 哲也

西山 博孝 高野 和雄 貫井 昌利 沼子 博 根本 一男

根本 修克 野口 幸男 野崎 良一 野澤 達也 野澤 渉

野瀬 公博 野田 正人 芳賀 信夫 長谷川 弘 長谷川 義晃

秦 賢蔵 秦 諭 秦 雅 服部 史郎 馬場 邦明

濱口 富博 濱田 大輝 濱田 泰邦 羽村 弘之 林 稔幸

林 正寿 早田 卓次 原田 秀一郎 原田 英男 半貫 敏夫

東 英一 東盛 直樹 樋口 伸雄 久松 たず子 肱岡 堅一

平井 要子 平野 晃 平野 雅之 平林 良人 蛭田 利昭

廣瀬 誠子 廣田 健史 廣田 直行 深澤 榮造 深澤 豊史

福田 富一 福田 浩子 福本 俊一 福和 由加里 藤井 清一

藤井 智子 藤田 信一 藤田 隆 藤森 裕基 二見 拓希

船木 希人 古田 朋洋 辨野 英幸 傍島 文明 星 智明

星野 純子 星野 直也 星野 雄大 本庄 禮子 本多 いづみ

本田 和也 前田 邦弘 前野 正夫 真壁 直也 牧野 安孝

増田 善計 町田 雅裕 松井 重喜 松井 苗美 松井 寛之

松﨑 哲 松崎 裕幸 松﨑 文子 松原 太郎 松本 英雄

真船 守人 間宮 聡 三浦 大 三浦 俊宏 水澤 和英

水田 信道 水谷 敬喜 水野 吉勝 水村 友香 三田 和利

南 尊雄 峯岸 克亘 三原 克也 三村 孝幸 三村 敏行



宮川 純子 宮川 美知子 三宅 修平 宮﨑 啓一 宮嵜 健児

宮島 吉夫 宮臺 和三 宮地 秀哉 三山 正志郎 村岡 幸雄

村上 仁 村田 義和 村山 賢是 茂木 幹央 望月 和彦

望月 一弥 本橋 重康 本山 裕子 森 清美 森丘 保典

守田 隆司 守野 敏也 安田 弘恵 安田 穂乃花 安田 ゆかり

谷田部 光則 栁川 雅男 柳島 力 柳田 和己 矢作 眞大

山内 良一 山浦 賀弘 山口 真 山崎 惠子 山崎 恭弘

山瀨 匠 山田 長満 八町 斉 山中 茂己 山部 有一

山本 倫未 山本 捷 山本 捷 山家 浩二 山谷 吉樹

横川 屹 横田 大輔 横山 達也 吉川 秀昌 吉澤 明孝

吉澤 誠 吉澤 幸夫 吉田 宣子 吉田 誠 吉富 望

吉村 益吉 若鍋 昌史 鷲尾 眞廣 和田 貴広 和田 達也

渡邊 昭廣 渡邊 和子 渡邉 耕平 渡部 貞良 渡部 真大

渡邉 将之 渡邉 保之 渡邊 幸雄 渡邊 陽子

岩﨑電気工事株式会社
（株）冨山房インターナショナル

日大文理学部店
株式会社ユアテック東京本部

学校法人土浦日本大学学園
学校法人平方学園
明和県央高等学校

学校法人宮崎日本大学学園

サン・ウオッシング（株） 駿豆建設株式会社 太平ビルサービス（株）郡山支店

宝化成機器株式会社 長永スポーツ工業株式会社 東亜サービス株式会社

日本大学工学部校友会 日本大学校友会秋田県支部 日本大学校友会神奈川県支部

日本大学校友会佐賀県支部 日本大学校友会千葉県支部 日本大学校友会十勝支部

日本大学校友会栃木県支部 日本大学校友会富山県支部 日本大学校友会新潟県支部

日本大学校友会福岡県支部 日本大学国際関係学部校友会 日本大学商学部校友会

日本大学法学部校友会 会長
廣田 健史

日本大学松戸歯学部 日本大学薬学部校友会

【団体等の部】27団体
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