
ア 相澤　久義 相澤　吉久 会田　彰

相吉　賢一(20,000円) 青木　和博(20,000円) 青柳　敏彦

赤石　真啓(20,000円) 明田川　泰輔(4,000円) 明地　暢夫(100,000円)

浅岡　敏明(5,000円) 浅見　浩之 麻本　和秀

姉崎　利治 鐙　基倫(100,000円) 阿部　英輔

安部　聡子(40,000円) 阿部　重良 安部　恒(20,000円)

阿部　政文 阿部　祐二 阿部　洋一(15,000円)

阿部　良明 安部　良明(10,000円) 阿部　吉晴

阿部　良一 安保　徹(30,000円) 天野　敏之(20,000円)

新井　啓(10,000円) 新井　重文 荒井　勇樹

荒川　博之 荒木　順三 荒木　英俊(10,000円)

有松　美紀子(100,000円) 安藤　武士 安保　訓子(4,000円)

イ 飯野　勝栄 五十嵐　大輝(10,000円) 五十嵐　敏行(20,000円)

五十嵐　文雄(20,000円) 五十嵐　正博 五十嵐　吉信

池内　健(40,000円) 池田　篤史(20,000円) 池田　啓子(20,000円)

池田　謙輔 池田　浩明(60,000円) 石井　正一

石川　信男(10,000円) 石栗　一吉 石坂　眞樹

石﨑　里香(20,000円) 石田　武裕(245,000円) 石田　央(20,000円)

石田　道雄 石塚　千咲(20,000円) 石橋　達弥(100,000円)

石原　智彦(60,000円) 石原　良夫 泉　雅之

和泉　裕子(100,000円) 板垣　成孝 市井　吉三郎

市岡　孝康 市川　理子(20,000円) 市川　未希

一柳　卓夫 伊藤　栄紀 伊藤　伸介(10,000円)

伊藤　貴弘 伊藤　千紘 伊藤　知之(10,000円)

伊藤　雅章 伊藤　仁美(20,000円) 伊藤　道一

伊藤　陽子 糸永　紫歩 犬飼　欽也(10,000円)

井上　千裕(40,000円) 猪瀬　悟史 井部　達也

今井　伸治 今井　正雄(15,000円) 今尾　由梨子

今村　全 今村　麻枝男 入江　太朗

入江　真理子 入澤　義和 岩島　聡(10,000円)

岩野　君夫 岩渕　清乃 岩本　宗春

ウ 上野　稜真(5,000円) 植村　末哉(20,000円) 臼井　利正

臼田　隆太(3,000円) 内田　和仁 内谷　哲

内田　信之 内田　真砂子(10,000円) 内山　聖

宇土澤　光徳 梅田　正子(10,000円) 浦野　正美(60,000円)

エ 江口　駿弥 江口　真人(10,000円) 遠藤　有人

遠藤　国勝 遠藤　智也 遠藤　直人(20,000円)

遠藤　雅子

オ 及川　駿平(2,000円) 及川　仁美(20,000円) 大石　博昭

大石　通明 大井田　哲(5,000円) 大久保　真樹

大熊　忠 大島　邦子(20,000円) 大島　勉(10,000円)

大島　秀男 大島　扶美(100,000円) 大城　政樹

太田　智(50,000円) 太田　智子(25,000円) 大塚　健一(40,000円)

大塚　岳人(40,000円) 大西　義久 大貫　敏春

大橋　和政(60,000円) 大畑　登代 大濱　洋子

大桃　祐介 大森　隆(100,000円) 岡崎　功

岡﨑　裕史(10,000円) 岡澤　恵子(20,000円) 岡畑　真一
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岡村　光展(600,000円) 岡本　春彦(20,000円) 小川　淳(40,000円)

小川　君子(10,000円) 小川　伸之(10,000円) 小川　勝

荻野　淳 荻原　剛 奥　潤一

小熊　勇司(12,000円) 奥山　文雄(40,000円) 小越　信行

尾崎　和幸(80,000円) 小澤　武文(10,000円) 小関　明

小田島　仁 小野　秀平 小野塚　淳哉

小野　真己 小船井　良夫(1,010,000円) 恩田　清

恩田　康彦(20,000円)

カ 開田　有葉 角田　亀春 風間　順一郎

風間　毅 風間　雄一 加澤　正樹(2,500,000円)

梶原　康一(10,000円) 柏木　静(100,000円) 柏木　道子(30,000円)

粕田　操 片桐　明善(10,000円) 片桐　啓三

片野　誠一(10,000円) 片平　邦昭(40,000円) 片柳　憲雄(100,000円)

勝島　一真(100,000円) 加藤　一誠(20,000円) 加藤　僖一

加藤　英樹(20,000円) 加藤　正己 門脇　直哉(114,514円)

門脇　基二(100,000円) 金井　朋行(100,000円) 金井　久容(20,000円)

金津　猛(1,000,000円) 金村　俊文 金子　晃

金子　一成 金子　清(10,000円) 金子　健三(20,000円)

金子　双男 金子　充人 金丸　亮

上川　吉彦 神長　直美 軽部　幸治

苅部　浩二(10,000円) 河合　賢人 川井　洋一(50,000円)

川上　勇士(10,000円) 川崎　砂里 川崎　昭一

川崎　隆(40,000円) 川﨑　匡 川﨑　克(20,000円)

川瀬　芳夫(50,000円) 川名　正史 川並　麗奈

河原　俊 川俣　治(3,000円) 川村　裕(40,000円)

河本　雅弘(100,000円) 神林　照道

キ 木内　徳雄 菊地　謹司(300,000円) 菊地　次郎(20,000円)

菊池　孝明(20,000円) 菊池　利夫 岸　弘道

木島　秀人 北島　蒼大 木戸　一人(10,000円)

木村　喜恵子(100,000円) 木村　聡 木村　さゆり(10,000円)

ク 久須美　憲二 久津間　健治(10,000円) 久保田　健彦(20,000円)

熊井　淑代 熊谷　周三(100,000円) 熊倉　正志(6,000円)

栗城　睦美 栗山　吏 黒崎　亮

黒田　喜久二(200,000円) 桑名　一明(10,000円) 桑野　悟

桑原　太地

ケ 下條　文武

コ 小池　俊朗(100,000円) 小池　文彦(50,000円) 小泉　幸雄(10,000円)

小泉　嘉三 小出　千秋(40,000円) 小岩井　均(5,000円)

高徳　幸男 公平　健治 古賀　良生

腰山　みゆき(4,000円) 小須賀　基通 小杉　誠司(20,000円)

小高　光(16,000円) 小玉　真梨子 児玉　安司

後藤　眞 後藤　直樹 後藤　由美(20,000円)

後藤　渉(5,000円) 小林　勲 小林　巖雄(20,000円)

小林　要(10,000円) 小林　清男(100,000円) 小林　公一

小林　孝至(100,000円) 小林　高範(4,000円) 小林　七雄(115,000円)

小林　浩 小林　康子(20,000円) 小林　義夫

小林　慶彦(3,000円) 小松　賢一(100,000円) 小森山　弘和(10,000円)

小栁　清光(18,000円) 古屋野　晴雄 小山　重人

小山　洋司 近藤　愛夏 近藤　久雄

近藤　裕史

サ 齋藤　昭彦 齋藤　敦 斎藤　綾乃(20,000円)



斎藤　功 斎藤　勲(10,000円) 齋藤　勝三

斉藤　俊一(40,000円) 斎藤　慎一(20,000円) 斉藤　達也

斎藤　俊弘(10,000円) 斎藤　英樹 齋藤　秀憲

斉藤　正志 齋藤　正敏 斎藤　眞利子

斎藤　三千政 三枝　壮一郎(10,000円) 酒井　邦夫

酒井　翔悟 酒井　春香(20,000円) 坂井　政行(10,000円)

坂野　徹 佐久間　修(5,000円) 佐久間　一弘

櫻井　浩治 櫻井　治男 櫻澤　康(10,000円)

迫田　浩一郎 佐々木　拓登 笹本　龍太(10,000円)

笹森　周 佐竹　雄三(3,000円) 定嶋　隆司

佐藤　巌(20,000円) 佐藤　栄子(50,000円) 佐藤　薫(10,000円)

佐藤　矩美子(50,000円) 佐藤　廣治(10,000円) 佐藤　定雄(20,000円)

佐藤　純一 佐藤　純子 佐藤　順子

佐藤　拓一(5,000円) 佐藤　弥生(100,000円) 佐藤　佑輔

佐藤　要一(100,000円) 佐野　敦樹 佐野　克弘(20,000円)

澤田　公和 澤端　喜明(20,000円) 三瓶　一弘(100,000円)

シ 設楽　篤幸(100,000円) 篠原　孝幸 篠原　法夫(50,000円)

芝井　太郎(10,000円) 芝田　正(5,000円) 柴田　大

渋谷　知子 島　和宏 嶋崎　信郎

島田　寛治 島田　正寛 島田　三貴也(12,000円)

島村　公年 清水　紀之(10,000円) 清水　誠

下越　典彦(1,000,000円) 下里　久美子 下里　政博(3,000円)

霜鳥　達雄 下村　真弓(4,000円) 正田　裕一(100,000円)

正道　隆介(40,000円) 白井　邦夫(30,000円) 白井　哲也

新保　光栄(20,000円) 新保　ゆかり(10,000円)

ス 菅沼　志保(40,000円) 菅野　雅史 菅原　正宏(10,000円)

菅原　陽心(100,000円) 菅又　正剛 杉浦　彰彦

杉崎　那朗 杉丸　成子(20,000円) 筋野　隆(200,000円)

鈴木　明夫 鈴木　昭(10,000円) 鈴木　君弘(10,000円)

鈴木　哲 鈴木　保 鈴木　輝雄

鈴木　敏彦 鈴木　直之(20,000円) 鈴木　伸男(12,000円)

鈴木　信博(10,000円) 鈴木　八郎 鈴木　博

鈴木　政弘 鈴木　裕二(10,000円) 鈴木　由紀子

鈴木　禎宏 須田　和行(10,000円) 須田　剛士

須藤　明子 須藤　光竜 ストラッカン　真穂

須永　隆夫(100,000円) 澄井　友香

セ 瀬川　博之 関川　智子(100,000円) 関川　富士夫

関　慶一 関　奈緒 関根　理(10,000円)

関根　健司 関　博之(10,000円) 関　正明

関　靖子(10,000円) 関谷　哲雄(6,000円) 堰　優子(10,000円)

ソ 相馬　達郎(123,456円) 袖野　強(100,000円)

タ 平良　秋音 髙岡　一樹(20,000円) 髙岡　ひとみ(5,000円)

高木　敏之(7,000円) 高木　広道 高杉　浩文

髙田　英樹 高田　祐子(20,000円) 高野　明(5,000円)

髙野　敏郎(3,000円) 高野　弘子(100,000円) 高橋　おがわ(40,000円)

髙橋　収 高橋　邦行(60,000円) 髙橋　堅太郎(6,000円)

高橋　修一(100,000円) 髙橋　修平 高橋　純

髙橋　姿(410,000円) 高橋　丘(3,000円) 高橋　直一郎(13,000円)

高橋　優子(2,000円) 高橋　勇二(40,000円) 田上　聡一郎(30,000円)

竹内　達也 竹内　陽香 竹内　陽子(10,000円)

武田　敏明 竹田　弘(10,000円) 竹林　浩秀



多胡　亨 田才　邦彦 田坂　知久(300,000円)

田代　文俊 田中　和夫 田中　和之

田中　典生(5,000円) 田中　一(40,000円) 田邊　晃(5,000円)

田鍋　栄(3,000円) 田邊　聡美 田邊　匡

谷内　幸久 谷口　和史(10,000円) 谷　達夫(10,000円)

玉井　眞里子 田村　光(20,000円) 田村　宏(100,000円)

田村　雅彦(10,000円) 多和田　孝雄(100,000円)

チ 近　昭二(5,000円) 千葉　順一(300,000円) 千葉　誠

ツ 塚田　均 塚野　浩明(60,000円) 塚本　健二

土田　圭一 土田　知明 土田　秀樹

土田　博史 土田　弘(5,000円) 土屋　淳紀

土屋　優美(100,000円) 筒井　宏 椿　重雄(30,000円)

鶴巻　靖雄

テ 勅使河原　美正 手計　登 寺井　夕美子(10,000円)

寺田　康子(20,000円) 照内　聡美 手呂内　利之(10,000円)

出羽　厚二

ト 遠間　文男(10,000円) 登坂　尚志 戸嶋　慎一(20,000円)

戸塚　正康 鳥羽　雅英 富岡　清嗣(2,400,000円)

富岡　富男(15,000円) 富沢　修一 富沢　峰雄(10,000円)

友野　望(2,000円) 外山　晴夫 豊田　勝(300,000円)

頓所　三十鈴(5,000円)

ナ 内藤　明彦 内藤　哲也(10,000円) 内藤　義隆(40,000円)

永井　和行(10,000円) 永井　譲 永井　透

中川　照基(10,000円) 中澤　浩二(100,000円) 中澤　隆志

中澤　俊郎(40,000円) 中澤　友幸 長嶋　和子

中島　貴子(20,000円) 中嶋　俊明 長嶋　直人

中田　一也 長田　敏彦 中西　雅(10,000円)

永野　修 中野　克俊 永野　幸雄(50,000円)

中村　一彦 中村　秀子 中村　紘朗

中村　義勝 中山　修(2,000円) 中山　光一

中山　輝也(7,000,000円) 並木　威一郎 成澤　林太郎

成田　一衛(10,000円) 成田　昇 成田　賢

成之坊　靖子(20,000円) 成石　知仁 南波　祐二(10,000円)

ニ 新澤　真美 西潟　守(10,000円) 西澤　薫(6,000円)

西澤　真人 西野　勝敏(10,000円) 新田　政博

新田　幸壽(10,000円) 二宮　和郎(10,000円) 庭山　正

庭山　昌俊

ネ 根岸　智也 根岸　裕太(12,000円) 根津　英美

ノ 野上　成樹(20,000円) 能登　知博(10,000円) 野村　幸

野村　隆 野村　智幸(200,000円) 野村　みずき(20,000円)

ハ 萩野谷　拓(5,000円) 萩原　久大(20,000円) 萩原　大智

橋本　修(40,000円) 橋本　喜文 長谷川　晃

長谷川　清(2,000円) 長谷川　慶(20,000円) 長谷川　聡

長谷川　進 長谷川　教子 長谷川　誠(30,000円)

長谷川　義明(100,000円) 長谷部　敬済 畠山　勝義(10,000円)

畠山　貴明 畑中　博文 畑　奈那美(20,000円)

波多野　幹雄(3,000円) 服部　貴應(30,000円) 服部　坦(100,000円)

服部　正人 羽鳥　隆(110,000円) 羽鳥　富男

羽鳥　幹子(100,000円) 花岡　農夫 塙　晴雄

羽場　輝夫 馬場　浩雄(50,000円) 林　純一

早野　信也(10,000円) 原　功(2,000円) 原　隆栄(30,000円)



原田　純仁(10,000円) 原田　正紘(20,000円) 原　敏博(40,000円)

原　正道

ヒ 樋浦　徹 東野　昌彦(40,000円) 樋口　英嗣

樋口　清博(10,000円) 久野　山路(200,000円) 菱沼　恵美子(10,000円)

菱沼　文彦(100,000円) 日吉　巧(20,000円) 平井　明夫(10,000円)

平井　博夫 平野　愛(40,000円) 平野　謙一郎(10,000円)

平野　哲也(10,000円) 平松　要一(50,000円) 蛭間　弘光

広沢　光郎 廣嶋　省太(100,000円) 廣瀬　久三

広瀬　保夫(10,000円) 廣田　昭美

フ 深澤　仁(100,000円) 福井　麻里子 福島　正義(10,000円)

福田　逸人(80,000円) 福田　文雄 福原　紀章(100,000円)

藤井　秀一郎 藤倉　一郎(100,000円) 藤島　秀樹

藤田　アイ 藤田　加奈子 藤田　修一(5,000円)

藤田　隆(10,000円) 藤田　太郎 藤田　正人(40,000円)

藤田　勇一 藤山　友紀 藤原　南那子(10,000円)

藤原　秀元 船木　依子(60,000円) 船村　知世(50,000円)

船山　さおり(20,000円) 古川原　誠

ホ 穂刈　諭 保坂　順一(10,000円) 星　隆夫

星野　正(40,000円) 星　祥彦(10,000円) 堀田　宏

堀井　浩(4,000円) 堀米　恒好 堀澤　恵理(100,000円)

堀澤　貴行(100,000円) 堀本　進 本家　武子

本田　智子 本田　由佳(30,000円) 本間　哲郎(10,000円)

本間　祐子(10,000円)

マ 前沢　政次(15,000円) 槙島　正雄(100,000円) 牧野　久史(20,000円)

牧　裕 眞島　幸平 増田　彰夫(10,000円)

増田　宏明(5,000円) 増家　美香 間瀬　勝久(10,000円)

松岡　琢磨 松岡　尚気(10,000円) 松沢　伸二

松澤　澄江 松澤　秀雄 松下　盛男

松田　公夫(2,000円) 松田　由紀夫(100,000円) 松永　光輔

松本　俊男 松山　洋(10,000円) 丸山　明則

丸山　馨(40,000円) 丸山　勉 丸山　俊行(40,000円)

ミ 三浦　昭 三浦　一真(10,000円) 三浦　健

三浦　浩子(33,000円) 三沢　眞一(10,000円) 三島　逸雄(20,000円)

水谷　大基 水野　航樹 水野　亨(20,000円)

水野　博恵(20,000円) 三田村　憲治(10,000円) 三ツ井　彩花(20,000円)

三井　和廣 皆川　恒彦(300,000円) 湊　泉

湊　雅之 蓑和　英雄 三原　イミ子(5,000円)

宮川　洋輔 宮腰　あかり 宮越　勝久

宮下　裕芳(30,000円) 宮下　正弘(150,000円) 宮村　達男

三輪　浩次

ム 棟方　隆一(20,000円) 村越　智美 村越　知明

村田　浩一 村田　雅史(100,000円) 村田　祐真

村松　徳泰 村山　国弥(10,000円) 村山　弘義

文　相鎬(260,000円)

モ 茂木　大輔(40,000円) 茂木　敏雄 本島　敏乃(40,000円)

本橋　政弘(20,000円) 百瀬　健 森賀　祐司

森下　英夫(20,000円) 森嶋　計(10,000円) 森田　龍義

森　登志男 森　宏 森　正勝(200,000円)

師岡　長

ヤ 八百板　正樹 八百枝　潔 八木　一江(60,000円)

柳本　雄司(7,000,000円) 矢口　健二 矢口　志保(20,000円)



矢澤　隆(10,000円) 安川　敬一郎(100,000円) 谷地田　知子(20,000円)

谷地田　弘(20,000円) 栁沢　早苗(4,000円) 柳原　俊雄

柳　雅之 八幡　順一郎 山岡　秀樹

山形　学(10,000円) 山木　芳久(4,000円) 山口　利夫

山口　芳雄(100,000円) 山崎　和久(20,000円) 山崎　肇(40,000円)

山崎　肇　(40,000円) 山﨑　正毅 山崎　洋子(2,000円)

山科　吉美子(100,000円) 山田　修(100,000円) 山田　正一

山田　信夫 山田　ひとみ 山田　好秋

山本　智 山本　武夫 山本　等晨(5,000円)

山本　寛人(100,000円) 山本　善政(4,000,000円)

ユ 湯澤　基

ヨ 横田　貴美 横山　恵子(200,000円) 横山　恒(10,000円)

吉川　園子(1,000円) 吉川　伸善 吉川　亮

吉澤　浩 吉沢　浩志(22,000円) 吉澤　富美枝(15,000円)

吉田　奎介(10,000円) 吉田　滋 吉田　駿汰

吉田　昭治(2,000円) 吉田　勧 吉田　孝史(20,000円)

吉田　浩樹 吉塚　康一(103,000円) 吉村　卓留(20,000円)

吉村　俊哉(10,000円) 吉屋　誠 米川　宏一(40,000円)

米持　克彦 鰀目　一郎 依田　正

リ 龍　博志

ワ 若井　正之 鷲塚　隆 和田　繁雄(10,000円)

渡瀬　孝彦(40,000円) 渡辺　啓温(10,000円) 渡辺　純蔵

渡部　達範 渡辺　輝浩(10,000円) 渡辺　徹(10,000円)

渡辺　秀明(10,000円) 渡辺　浩匡(60,000円) 渡辺　文智(5,000円)

渡部　優(2,000円) 渡邊　優 渡部　厚史

渡部　雄一 和田　理澄(40,000円) 蕨　陽子(10,000円)

他　匿名希望261人

合計　1052人

団体

ア アーチェリー新潟(10,000円)

カ 株式会社菊地金型(2,500,000円)

サ JA新潟厚生連

医療法人社団紫友会はらだ小児科

有限会社鈴木商店(200,000円)

タ 株式会社第一印刷所(5,000円)

医療法人社団鉄医会

ナ 新潟綜合警備保障株式会社(500,000円)

新潟大学アーチェリー部OB会(300,000円)

新潟大学医学部男子バレーボール部(6,000円)

新潟大学医歯学卓球部(6,000円)

新潟大学剣道部

新潟大学歯学部バスケットボール部(3,000円)

新潟大学歯学部バレーボール部(3,000円)

新潟大学柔道部(7,000円)

新潟大学医学部男子バスケットボール部(20,000円)

新潟大学医療技術短期大学部平成6年卒弓道部OB有志一同(60,000円)

（財）新潟大学学術奨励会(176,300,026円)

新潟大学国際交流情報活動促進会(65,521,598円)

新潟大学歯学部硬式庭球部OB会(250,000円)

新潟大学歯学部サッカー部後援会(250,000円)

新潟大学人・法・経学部同窓会(40,000,000円)



新潟大学全学同窓会(20,000,000円)

新潟大学陸上競技部(2,095,500円)

新潟大学陸上競技部OB・OG会(900,000円)

ハ ハードオフアーチェリークラブ(30,000円)

H18年保健学科卒業生有志

株式会社弁天プラザ(10,000円)

ほか　匿名希望６法人・団体

合計　34法人・団体

＊団体・法人名、個人名のみの方は金額の掲載を希望されていない方です。


