
2020年2月ご寄附入金分

【個人】（敬称略・50音順）

西崎　浩

　　ご寄附に感謝し、公開に同意いただいたご寄附者様のお名前を掲載させていただきます。

　　なお、お名前がもれている場合や、その他、掲載に関してご不都合がある場合は、

　　誠に恐縮ですが、新潟大学サポーター連携推進室（025-262-5651）までご連絡ください。

　　※お名前の掲載を希望されない方は、匿名希望とさせていただきます。

新潟大学まなび応援基金寄附者名簿
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2020年2月ご寄附入金分

【個人】（敬称略・50音順）

相澤　悠太 赤澤　宏平 安達　雄治 阿部　春奈

阿部　弘美 荒井　健次 荒井　理香 飯島　宣昭

五十嵐　久芳 五十嵐　裕之 五十嵐　博中 井口　清太郎

池　治幸 池上　文彦 石川　晶子 石川　卓

石崎　裕子 石澤　尚子 石添　慶太 石田　剛士

井関　智加 市川　寛 一箭　圭介 稲月　まどか

稲山　紗良 井上　誠 井上　早希夫 今井　千速

今井　義則 今井　守 今村　勝 岩田　尚志

岩谷　淳 椎井　慎太郎 内田　眞 梅津　祐介

永島　敬子 江口　正樹 越後谷　政幸 遠藤　裕

遠藤　正博 大井　さつき 大蔵　幹彦 大島　邦子

大滝　一 大谷　正榮 大橋　一洋 大山　俊之

大山　朋子 岡崎　篤行 荻原　正暢 小黒　健児

小沢　綾子 小野　倫子 小野　しほり 小野　高裕

小野寺　理 加賀田　峻介 笠井　英裕 笠原　隆

柏村　健 勝見　徳子 勝山　幸一 勝山　宗章

金井　梨絵 金澤　勉 金原　英雄 金子　文江

金子　佳賢 金子　哲 狩野　健一 上林　洋子

上村　旭 川﨑　真依子 神林　徹 菊地　利明

北原　洋 北見　敦史 木村　恵美子 木村　久明

熊倉　徹 倉品　光雄 榑松　淳 小久保　美子

　　ご寄附に感謝し、公開に同意いただいたご寄附者様のお名前を掲載させていただきます。

　　なお、お名前がもれている場合や、その他、掲載に関してご不都合がある場合は、

　　誠に恐縮ですが、新潟大学サポーター連携推進室（025-262-5651）までご連絡ください。

　　※お名前の掲載を希望されない方は、匿名希望とさせていただきます。

新潟大学基金寄附者名簿

1 新潟大学基金寄附者名簿　　　



小暮　俊 小島　清市 小菅　敏夫 後藤　早苗

小西　徹 小林　玲 小林　和博 小林　隆

小林　令奈 小林　江里 小林　哲夫 小松原　三奈

小師　優子 小山　明生 近藤　淳子 今野　直之

齋藤　和英 齋藤　なか 斎藤　勇三 齋藤　あや

齋藤　功 齋藤　智子 齋藤　正志 酒井　愛

坂田　純 坂本　信 櫻井　茂樹 櫻井　潤一郎

櫻井　典子 佐々木　隆志 佐々木　千佳子 佐藤　一嘉

佐藤　純一 佐藤　大二郎 佐藤　太 佐藤　昌子

佐藤　拓一 佐藤　千秋 佐藤　努 澤野　久美子

澤野　堅太郎 澤野　好裕 塩原　真帆 塩谷　祐子

柴田　佐都子 島田　能史 島田　裕 庄司　圭介

杉山　滋 杉山　松次郎 鈴木　悌二 鈴木　勇人

鈴木　一郎 清野　暁 清野　万記 瀬尾　憲司

曽根　あずさ 髙井　和江 髙井　真利子 高桑　好一

高杉　浩文 高塚　尚和 髙橋　姿 高橋　百寿

髙橋　絵美 高橋　俊幸 滝沢　一泰 竹内　卓

竹内　若奈 武澤　絵里奈 田代　喜久恵 田中　篤

田中　一 田村　真由美 田村　美喜 塚田　しげみ

土田　啓子 土田　秀樹 𡈽田　利康 手嶋　謡子

寺尾　正義 戸井田　一美 冨田　善彦 寅ヶ口　敬祥

内藤　哲男 中井　恵美 中川　進 中川　聡

長崎　啓祐 長沢　紀夫 仲澤　幹雄 中澤　文子

永田　雅典 中枝　武司 永野　太 永橋　昌幸

長濱　芳伸 中牟礼　優美 棗田　学 成澤　林太郎

鳴海　多賀子
難病YouTuber

点滴がお友達ぴっちゃん
西崎　浩 二宮　裕之

沼田　修 沼野　藤人 野澤　佳世 野瀬山　知巳

野田　雅之 野村　智幸 橋本　謙司 長谷川　睦男
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長谷川　由紀 畠山　貴明 服部　正人 Hadley,Gregory Stuart

ハドリー　浩美 羽入　隆晃 林　三枝 平井　敏彦

廣瀬　保夫 藤井　幸彦 藤江　進 藤崎　茂

藤沢　千尋 藤澤　信義 藤本　篤 降旗　輝彦

古川　陽子 保坂　竜晟 星井　達彦 星野　智裕

細野　正道 堀　優子 堀井　新 本間　しのぶ

前田　千香子 牧口　由依 増家　美香 松井　賢介

松井　亨 松尾　日佐子 松尾　正之 松永　秀一

丸山　喜一 丸山　佐和子 丸山　明美 丸山　隆行

三浦　宏平 皆川　春香 宮尾　雅人 三善　美奈子

村上　玲子 村山　賢一 村山　紫雲 村山　等

毛呂　光一 八子　正彦 山口　賢一 山口　芳雄

山口　俊光 山田　茂孝 山田　智広 山田　梓

山田　謙一 山田　尚彦 山田　浩之 山本　佐智代

横野　知江 横山　一枝 吉澤　初記 吉澤　健

吉田　智佳子 吉羽　邦彦 吉松　康裕 與曽井　順子

米川　宏一 LIU XUEFENG 若井　俊文 渡邊　恭平

渡辺　孝一郎 渡辺　哲也 渡辺　浩匡 渡部　真知子

渡辺　明弘 渡邊　慶

匿名希望193名

3 新潟大学基金寄附者名簿　　　



【団体】（敬称略・50音順）

NPO法人アロマ・リンク・ステーション

EIC保険エージェンシー株式会社

医療法人社団LCG 加藤 智治

金井度量衡株式会社

医療法人社団かみむら小児科

興和創薬株式会社

さいとう歯科

全国共済農業協同組合連合会　新潟県本部

全国農業協同組合連合会　新潟県本部

株式会社第四銀行

一般社団法人長岡市医師会

ナミックス株式会社

一般社団法人新潟県医師会

新潟県厚生農業協同組合連合会

新潟県信用農業協同組合連合会

新潟県農業協同組合中央会

新潟百働会・ 新潟満福会

妙高市役所

匿名希望5団体
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