
あ行

会見　博範 赤尾  聡史 赤尾　尚洋 足森　雅己

足立　純一 阿南　佳之 荒木　一郎 有田　孝

有福　文博 有馬　修二 有元　則幸 淺原　建司

有岡　正樹 阿部　友紀 赤松　計弘 青木　根玄

天河　紀浩 足立　淳 安倍　伸弥 秋山　雅彦

安藤　敬子 浅井　秀子

い行

池上　友博 池嶋　正和 井澤　浩則 石村　義久

市野　邦男 一色　伸二 井出　清昭 伊藤　理

伊藤　敏幸 稲葉　正弘 井上　一之 井上　淸敏

井上　貴敏 井上　敏郎 伊福　伸介 今川　昌裕

岩井　高士 岩井　儀雄 岩佐　貴史 岩崎　智弘

岩宮　丈志 今井　眞二 井筒　浩二 池田　正孝

岩倉　幸司 生田　昭則 今堀　正樹 池永　正宗

岩井　伸行 井上　章 石原　光広 井上　薫

岩﨑　自男 入江　あきら 岩田　博 石原　永伯

幾波　孝浩 石丸　雅一 市村　康 石渕　信孝

生川　豊水 石井　晃 岩崎　航 入江　善博

岩垣　雄一 板谷　茂 井上　真二 岩井　彩

岩見　勇希 池信　隆行 石田　雅 伊藤　千寿

池田　仁志 伊藤　良生

う行

植木　光夫 上田　昭臣 上羽　喜八郎 植村　宏二

宇治田　稔 上野　一幸 宇津原　靖之 海賀　真

梅田　康一 浦滝　悦夫 鵜尾　章 上住　和男

内村　一光 薄井　洋行 上田　茂 上田　那須雄

上嶋　伸宏 上田　寿俊 魚谷　勇輔

え行

江川　求 江坂　享男 遠澤　宏樹 戎谷　圭介

遠藤　貴浩 榎本　経民 海老沼　孝郎

お行

大川　佳巳 大木　誠 大澤　克幸 大嶋　重彦

太田　隆夫 大谷　健史 大塚　雅之 大槻　辰男

大西　勝也 大西　直幸 大野　賢一 大羽　秀史

鳥取大学工学部創立５０周年記念事業寄附金芳名録（個人）(敬称略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年７月５日現在



大山　貴大 岡　賀根雄 岡崎　敏夫 岡崎　普子

岡本　義雄 小川　恵士郎 小田　明道 乙野　竜一

小幡　文雄 大観　光徳 大西　司 奥山　佳史

尾崎　理 小畑　良洋 岡本　賢治 大城　隆

奥田　和基 岡　　寛哲 音田　哲彦 奥山　良一

大畑  伸夫 面坪　久美 小川　泰三 越智　万佑子

小野　勇一 岡崎　伸光 尾崎　祐夫 岡部　隆彰

太田　卯三 大谷　敏彦 大江　弘真 大北　正昭

小田　哲 大迫　秀明 大藪　敏晶 奥野　裕明

大下　雄太 岡　宗雄 岡田　憲夫 小野　祐輔 

小田　哲也 大北　正昭

か行

香川　敬生 影本　憲五 影山　泰吉 梶川　勇樹

賀島　薫 忰熊　克久 片田　直伸 片山　慎太朗

神戸　俊男 加藤　丈司 加藤　望 門脇　浩己

鎌田　次郎 上島　宗一郎 河島　謙司 川添　博光

河田　康志 川谷　耕一 川津　幸治 川本　幹彦

川邊　久史 川村　尚生 河村　光雄 冠　潤一

金原　義夫 垣田　亙 河崎　敏文 川口　博己

菅　博孝 亀田　雄二 嘉藤　直宏 河井　博光

川本　英和 笠田　洋文 川瀬　太己 神部　俊一

河原　喜八 鎌田　正裕 河藤　清延 門脇　亙

陰山　太郎 香川　徹 川上　礼子 柿本　哲宏

亀田　隆 川上　孝志 狩谷　昂城

き行

岸本　佳介 木瀬　直樹 木村　晃 木村　勝典

木村　周平 桐林　尚広 木下　健太郎 岸田　正明

岸田　悟 北川　雅彦 北岡　征一郎 城戸　康宏

木村　光宏 木下　仁志 木下　良一 木谷　祐紀

木山　英郎 木地　實夫 北川　友之 菊川　清

岸田　晋輔 北村　章 北山　和要 金　洙列

岸　武保 岸　洋子 北村　浩幸

く行

久野　正明 櫛田　大輔 栗本　保夫 桑垣　雄治

日下部　重幸 国方　博之 国田　敦彦 黒田　保

黒岩　正光 熊田　康邦 桑野　将司 熊木　功

黒住　悟



け行

見生　貴弘

こ行

小坂　二郎 小嶋　隆吉 後藤　克史 後藤　賢治

後藤　知伸 粉川　宗久 小林　敬司 小松　三郎

小柳　淳二 是永　真朗 近藤　克哉 近藤　純

河野　勝宣 小出　隆夫 小谷　範人 近藤　英生

小池　陽二郎 小林　洋志 小山　純市 小島　富子

河野　茂 古賀　勝明 小滝　訓一 小西　正郎

小関  幹夫 小谷　秀行

さ行

斎本　博之 酒井　良和 榊　栄広 坂口　裕樹

嵜　義昭 櫻間　一徳 笹岡　直人 佐々木　正義

佐藤　英治 笹倉　博 佐伯　弘幸 才木　佳行

櫻井　敏彦 佐藤　昌彦 坂本　憲一 坂井　和子

坂口　正義

し行

塩野　誠 鹿田　圭二 重本　仁 四宮　正行

清水　雄作 霜村　智恵子 白神　敬治 新宅　建文

澁谷　容子 柴田　芳昭 進藤　勇 嶋尾　正行

柴田　幸悦 志賀　寿 下條　友子 重政　好弘

嶋本　宏征 塩崎　一郎 白神　敬治 清水　正喜

清水　忠昭

す行

菅沼　学史 杉井　正克 杉原　恵理 鈴木　悟

鈴木　洋二 鈴村　孝裕 鈴木　宏和 洲濱  康秀

陶山　義和 鈴木　幸一 住広　則枝 鈴木　貴之

杉村　佳昭

せ行

盛山　憲治 関原　康成 千光士　真実 瀬戸川　浩

そ行

相馬　裕

た行

大丸　満壽 高馬　俊樹 高倉　健二 高堰　正敏

高橋　健一 高見　勝美 竹井　友明 武市　久仁彦

竹山　淳吉 多田　陽一 立辻　保之 立川　幹夫

田中　壱知 田中　素直 田中　利治 田中　俊彦



田中　博氏 谷口　朋代 玉木　恒彰 玉置　弘志

丹　雅 高嶋　一也 滝石　金彦 大道  淳司

田村　篤敬 谷口　弘 田中　敏彦 田中　正敏

丹松　美由紀 高橋　正幸 田村　慶信 田中　久隆

谷本　圭志 高井　浩信 谷川　綾 田中　耕一

竹内　孝朗 平良　弘 橘　一輝 高橋　祥司

竹歳　大樹 辰己　恭子 竹内　元一 田村　文男

竹安　勝功 高田　憲司 玉置　泰

ち行

千葉　敦生 千葉　晄淳 陳　中春 張　東烈

つ行

塚口　智継 塚本　優 月原　久美子 立木　純夫

築谷　隆雄 塚本　真一 次田　和生 土屋　哲

て行

手嶋　一仁 豐島　良太

と行

土居　照幸 得能　貢一 栃尾　謙三 富永　政巳

富森　靖彦 豊國　寛基 鳥越　哲史郎 當間　郁子

戸田　省三 徳高　平蔵 道見　康弘 土井　俊行

友田　祐爾

な行

内藤　力 中井　生央 中井　耕治 長江　信顕

中尾　憲二 中尾　耕造 中川　純一 中嶋　利博

中田　篤志 仲田　健治 中西　功 中嶋　良光

中西　輝美 永野　真吾 永見　浩司 中島　路可

中村　憲史 永安　仁 南条　真佐人 羅　貞一

中安　義顕 中島　貴治 柳楽　幸雄 中村　公一

中島　博 苗村　賢一 永井  陽介 中村　司

中川　雅博 長島　正明 中島　廣光 難波　千秋

中村　明人 中尾　敬一 中尾　克哉 奈良　禎太

中村　隆博 中村　和彦 名越　直文 夏目　邦和

鍋野　幹夫

に行

西尾　隆幸 西田　信一郎 西原　浩幸 西村　正治

西本　幸男 二ノ方　康裕 仁木　尚治 丹羽　幹

西村　強 西本　弘之 西墻　徳彦 西浦　定継

西田　良平 西田　良男 西村　悟 新田　友昭



西　遼佑

ぬ行

ね行

根山　敦

の行

野口　竜也 野田　潤 野田　正樹 野間　史郎

野上　敏材 野田　英明 能勢　隆之 野間　秀樹

は行

橋本　泰典 羽田　幸生 浜崎　晃 濱野　隆雄

早川　守男 原　豊 原田　眞一郎 春名　隆徳

韓　旻娥 早川　元造 原田　清司 原　佳彦

林　農 長谷川　正和 濵邊　民江 畑岡　寛

波多　浩昭 原田　尚志 濱邊　正義

ひ行

桧垣　聰 平井　昭 平尾　篤 檜谷　治

日野　智也 引野　正之 枚田　道行 樋口　俊男

平井　幹男

ふ行

深本　正博 福井　茂壽 福井　淑晴 福田　康智

福原　誠 福政　孝啓 福政　孝尚 福山　敬

藤村　薫 藤本　秀昭 藤原　正則 船岡　和廣

古川　勝 古本　友紀 古谷　祐治 渕見　龍彦

深井　憲 副井　裕 福岡　治郎 深田　哲司

藤原　達司 藤本　昭範 福田　貴之 藤井　肇

福間　三喜 福本　隼也 藤田　賢吾 福田　弥栄子

古塚　秀夫 藤田　和正 藤岡　智弘 藤田　聖矢

福田　充宏

へ行

ほ行

堀部　哲夫 本間　孝一 芳地　康征 法橋　誠

星見　扶美 細井　由彦 堀　節夫 本庄　和志

星　健夫

ま行

前田　孝寿 間島　俊彦 増原　正則 馬田　秀文

松尾　利久 松ヶ下　伸介 松下　功 松下　正二郎



松原　英樹 松見　吉晴 松村　和郎 松本　卓也

豆田　順一 丸山　清幸 松野　弘法 松山　恭司

丸本　善次 松下　真一 松本　純弘 増井　敏行

松原　孝彦 松岡　良明 松本　昭夫 松本　浩司

松浦　和則 松原　雄平 前田　恭明 増田　貴則

丸岡　弘季 松尾　知宏 前川　二太郎 前橋　康昭

前田　徳雄 松田　幸信 松村　富男 松岡　広成

牧村　亮司

み行

三浦　久人 三代　秀男 水田　敏史 水谷　健一

溝端　知宏 三橋　俊夫 光本　欽哉 三橋　清己

三宅　優 宮下　英俊 宮田　美模 三谷　啓司

溝口　十九 三宅　正治 三谷　康夫 湊　正彦

水本　洋 宮﨑　拓也 道上　正規 峯　浩二

宮元　秀幸 三上　和彦 三浦　康弘 三木　孝信

三宅川　洋亮 宮近　幸逸 水根　正人 三柴　数

む行

村上　哲也 村田　真樹 村江　清志 村松　隆司

め行

目出　和千代

も行

森清　正伸 森國　誠一 盛田　俊二 森本　禎

森本　拡伸 森本　泰樹 森本　幸生 森山　司郎

森山　秀樹 森川　和展 森島　繁 持安　謙一

望戸　裕司 森川　勝仁 森木　悟 森川　修

森山　仁 森本　稔 森下　善正

や行

矢壁　正樹 矢島　啓 安岡　範夫 安田　沙織

安本　憲司 安本　幹 簗瀬　英司 山崎　幸太

山下　伸 山下　知行 山下　好雄 山田　有隆

山田　茂 山根　大作 山口　和範 山本　敦也

山本　真二 山口　武視 山本　二郎 矢野　直人

八木　寿梓 安本　善征 山中　俊滋 山本　健一

安西　晟 矢野　憲秀 八戸　誠 矢崎　勝之

山福　善次 山根　伸治 山本　洋輔 山口　雅実

藪田　美乃 山野　誠 山根　茂典 山内　豊

山藤　大輝 八壁　千代美 山嵜　正人 山根　一実



山口　耕治 山下　展央 山地　一孝 安永　政司

薬師寺　恒治 山下  章 山口　礼

ゆ行

湯本　匠

よ行

吉川　達也 吉沢　英一 吉田　和信 吉田　和正

吉野　公 吉本　正治 吉田　正孝 横田　孝義

吉川　真理 吉田　浩之 横田　眞征 吉田　和之

吉岡　茂雄 吉田　淳 吉本　芳英 横野　瑞希

横山　忠弘 米山　幸太郎 横山　巧

ら行

り行

李　仕剛 李　相錫

る行

れ行

ろ行

わ行

涌島　良和 和田　克利 和田　昌浩 渡邉　和宏

渡部　規充 和田　正徳 若　良二 渡邉　雅人

和佐田　国聖 渡邊　儀秀 和田　肇

　　　　　　　　（姓五十音順)

※掲載の承諾をいただいている個人のみ掲載しております。


