
 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ―

会沢　允文　様 網野　善之　様 石原　昌江　様 今井　康好　様

青江　肇　様 阿山　修久　様 伊豆田　るか　様 今岡　和志　様

青尾　謙　様 荒木関　由佳　様 泉　好古　様 今城　保　様

青木　佐知子　様 荒木　勝　様 出雲井　眞　様 今城　良悟　様

青山　進作　様 粟本　康子　様 磯田　謙二　様 今津　勝紀　様

青山　哲也　様 安藤　伸子　様 磯山　亜純　様 今津　秀紀　様

青山　肇　様 安東　広喬　様 伊丹　由行　様 今津　幸雄　様

赤井　及子　様 安藤　裕美子　様 板矢　和人　様 今福　茂樹　様

赤枝　治　様 安ノ井　昌代　様 板谷　恒平　様 入江　啓太郎　様

赤江　剛夫　様 鵤　里緒　様 市岡　優典　様 入江　伸　様

赤木　順子　様 生田　福郎　様 市川　廣　様 入江　隆　様

赤木　俊太郎　様 池内　秀成　様 市原　澪　様 岩泉　智子　様

赤澤　潔　様 池田　朝陽　様 市丸　侑樹　様 岩井　孝夫　様

赤松　興一　様 池田　智恵子　様 井手　伸介　様 岩崎　克巳　様

秋積　孝江　様 池田　浩規　様 井出　斉家　様 岩﨑　誠　様

秋野　隆仁　様 池本　茂樹　様 井手　斉家　様 岩﨑　良章　様

秋山　進　様 石井　栄一　様 糸井　久和　様 岩佐　順吉　様

秋山　高良　様 石井　貴朗　様 伊藤　一郎　様 岩瀨　敏秀　様

秋山　朋子　様 石井　武明　様 伊藤　千智　様 岩田　薫　様

浅海　淳一　様 石川　和紀　様 伊藤　雅人　様 岩谷　好子　様

朝國　誠司　様 石川　澄佳　様 伊藤　優希　様 岩藤　秀一　様

朝田　弘子　様 石川　孝夫　様 糸島　浩一　様 岩橋　郁夫　様

淺沼　幹人　様 石川　朝海　様 糸島　達也　様 岩淵　泰　様

浅野　薫　様 石川　正洋　様 稲垣　賢二　様 岩本　雅弘　様

浅野　将宏　様 石川　康晴　様 稲森　岳央　様 上岡　美保子　様

東　真理　様 伊茂　琉乙　様 井上　歩海　様 植木　清介　様

東　義晴　様 石郷岡　政広　様 井上　覚　様 上島　淳二　様

足立　潔　様 石田　明子　様 井上　麻夕里　様 植田　一輝　様

足立　哲夫　様 石田　弘明　様 井口　智年　様 植田　修治　様

安立　裕人　様 石田　友梨　様 伊野　英男　様 植田　泰史　様

足立　博之　様 石田　梨乃　様 猪股　晶子　様 上野　孝史　様

阿部　宏史　様 石橋　幹彦　様 射場　石成　様 上野　莉々子　様

阿部　匡伸　様 石原　伸一　様 射場　浩介　様 上畑　公一　様

阿部　美穂子　様 石原　信夫　様 井原　英二　様 上原　信一　様

阿部　善斗　様 石原　久司　様 猪原　妙子　様 上原　通利　様

　※令和５年４月１日現在



 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ―

宇川　雅人　様 大塚　愛二　様 小川　桂史　様 加賀　勝　様

内野　徹　様 大塚　敏夫　様 小川　健　様 香川　市子　様

内村　暁　様 大塚　久子　様 小川　真優華　様 香川　大輔　様

右手　敦子　様 大坪　進　様 小川　芽姫　様 香川　昌弘　様

梅田　一郎　様 大坪　芽空　様 小川　義弘　様 影山　信子　様

浦上　明正　様 大年　順子　様 小川　芳弘　様 梶田　和肖　様

浦川　忠繁　様 大友　雅士郎　様 荻野　勝　様 加地　竜也　様

雲内　荘　様 大西　寛幸　様 沖屋　康一　様 柏田　和哉　様

海野　展靖　様 大野　勝久　様 沖　陽子　様 梶原　毅　様

江口　傑徳　様 大野　俊明　様 奥田　珠有　様 片岡　昌樹　様

江口　泰生　様 大野　龍聖　様 小熊　佑実　様 片岡　仁美　様

江尻　博子　様 大橋　洋三　様 奥村　周三　様 片岡　佳三　様

榎本　智恵　様 大濱　幹也　様 小椋　真衣　様 片木　淳　様

榎本　雅夫　様 大房　陸　様 小郷　進　様 片桐　康一郎　様

江原　亨　様 大村　智恵　様 尾坂　明義　様 嘉手川　勇　様

依馬　正　様 大守　伊織　様 尾崎　敏文　様 加藤　貞則　様

遠藤　誠一　様 大森　武生　様 尾崎　敏之　様 加藤　禎久　様

遠藤　博子　様 岡　和広　様 尾崎　靖彦　様 加藤　嘉美　様

及川　晶弘　様 岡崎　聡　様 長田　育大　様 門野　八洲雄　様

大池　眞帆　様 岡﨑　壮真　様 長田　憲子　様 金澤　右　様

大岩　真二　様 岡﨑　雅治　様 押田　大司　様 金谷　輝人　様

大江　二郎　様 岡田　あゆみ　様 尾髙　愛斗　様 金光　豊治　様

大賀　泰三　様 岡田　克三　様 織田　勝博　様 金子　修二　様

大賀　寿夫　様 岡田　多惠子　様 小谷　優太　様 金田　隆　様

大岸　眞爾　様 尾形　隆次　様 小野　英四郎　様 金田　道弘　様

大倉　充博　様 岡田　千恵美　様 小野　幸一　様 金田　道弘　　様

大澤　恵美子　様 岡田　哲弥　様 小野　三郎　様 金築　みき　様

大下　壽毅　様 岡田　智宏　様 小野　俊朗　様 加納　幸久　様

大下　毅　様 岡　久雄　様 小野　皓叶　様 上村　昌司　様

大嶋　欣也　様 岡　秀行　様 小野　正則　様 神山　倫　様

大杉　博幸　様 岡部　正義　様 小野　益弘　様 假谷　伸　様

大隅　淑弘　様 岡本　歌織　様 小野　美江子　様 河合　昭　様

大田　翔平　様 岡本　友里　様 小野山　貴子　様 川井　崇　様

太田　学　様 岡山市役所ＯＵ会　様 小比賀　美香子　様 河合　伸高　様

太田　佳宏　様 小川　昌　様 折田　薫三　様 川井　美恵子　様
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川上　雄飛　様 木戸　大貴　様 黒岩　雅夫　様 小西　啓介　様

川上　善行　様 木梨　尚美　様 黒川　通男　様 小林　英毅　様

川口　昭彦　様 衣田　彩乃　様 黒崎　東洋郎　様 小林　勝弘　様

川﨑　健市　様 絹見　佳子　様 黒﨑　勇二　様 小林　健太郎　様

河﨑　晃治　様 木下　星那　様 黒瀨　滿明　様 小林　榮　様

川﨑　史朗　様 木股　敬裕　様 黒谷　陽子　様 小林　哲也　様

河尻　伸作　様 木村　和昭　様 慶上　千寿子　様 小林　十三夫　様

河田　篤弥　様 木村　照史　様 劒持　聖啓　様 小林　英雅　様

河田　和子　様 木村　裕子　様 小池　一栄　様 小林　裕彦　様

河田　兼壽　様 木村　文昭　様 高　秋夫　様 小林　由美　様

河田　孝志　様 木村　吉伸　様 高坂　温和　様 小原　英子　様

川端　顕典　様 木村　亮三郎　様 神田　克美　様 小曳　展子　様

川畑　胡実　様 木本　豪　様 香田　史朗　様 五福　明夫　様

川原　丈明　様 木本　立春　様 合田　文人　様 小松原　正吉　様

河原　祐馬　様 京野　達也　様 河内　智美　様 小松　弘明　様

河邊　知之　様 草地　功　様 近藤　恭子　様 薦田　貴久　様

川村　久男　様 鯨岡　さち子　様 河野　聡真　様 小山　裕輝　様

川本　精一郎　様 久都内　章雄　様 河野　武明　様 伊永　俊雄　様

河本　徹夫　様 工藤　ジュン　様 河野　宏　様 近田　幸典　様

神崎　浩　様 工藤　基　様 河野　真寛　様 近藤　瑛　様

神崎　正美　様 国司　操　様 古賀　旭　様 近藤　愛佳　様

苅田　昌　様 国末　忠広　様 古賀　暢子　様 近藤　弦之介　様

神原　信幸　様 窪木　拓男　様 小亀　康太郎　様 近藤　隆則　様

木浦　勝行　様 久保園　芳博　様 古賀　隆治　様 近藤　のぶ代　様

菊地　英樹　様 久保谷　康平　様 國米　重行　様 近藤　政明　様

木柑子　日富美　様 窪田　政寛　様 古武　卓弥　様 近藤　典博　様

岸　一郎　様 久保　康隆　様 小谷　昭一　様 近藤　雄太　様

岸　繁樹　様 久米　真　様 小谷　秀成　様 財木　南風　様

喜瀬　清　様 久山　弘志　様 小寺　晃　様 齊藤　綾音　様

北野　絹子　様 具　延修　様 後藤　和憲　様 斎藤　恵子　様

喜多　雅一　様 蔵本　修　様 後藤　和馬　様 齋藤　光代　様

木多見　哲夫　様 倉本　良弘　様 後藤　博明　様 佐伯　一惠　様

吉川　加恵　様 栗原　考次　様 小長　啓一　様 酒井　恭子　様

鬼頭　良岳　様 栗原　道夫　様 小長　峯雄　様 酒井　貴志　様

木戸　啓子　様 栗原　道夫　様 小西　和成　様 坂井　祐介　様
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坂口　英　様 侍留　誠　様 杉野　日南　様 髙橋　朋子　様

坂口　浩司　様 品川　英利紗　様 杉山　肇　様 高橋　規一　様

坂口　美佳　様 篠田　純男　様 杉山　慎策　様 髙橋　寿保　様

桜田　弘泰　様 篠永　長典　様 杉山　直行　様 高橋　満須子　様

篠井　格　様 芝川　重博　様 スコアー　リチャード　様 高橋　泰　様

笹川　廣太郎　様 柴田　克子　様 鈴井　勝子　様 高畑　克美　様

佐々木　憲　様 柴田　奈美　様 鈴木　英笙聖　様 髙間　志歩　様

佐々木　健二　様 澁谷　かおり　様 鈴木　榮　様 髙宮　静男　様

佐々木　千秋　様 島崎　哲太　様 周藤　春希　様 高村　順久　様

佐藤　祥子　様 嶋﨑　菜月　様 隅田　耕二　様 髙矢　久史　様

佐藤　英治　様 嶋田　寛　様 清家　章　様 瀧川　浩子　様

佐藤　修　様 島村　安則　様 関　道子　様 滝川　正春　様

佐藤　和広　様 清水　翔太　様 瀬戸　歩　様 瀧谷　昭良　様

佐藤　勝紀　様 清水　純　様 妹尾　和成　様 瀧谷　泰博　様

佐藤　惠子　様 清水　万平　様 宗　謙吾　様 滝本　健次　様

佐藤　兼郎　様 下岡　靖宜　様 宗　淳一　様 滝本　優花　様

佐藤　吾郎　様 修多羅　正道　様 曽我部　大輔　様 田口　雅弘　様

佐藤　信一　様 上古　美夫　様 大丸　修二　様 宅和　茂　様

佐藤　信彦　様 白石　良二　様 平良　晶　様 竹居　孝二　様

佐藤　康晴　様 白神　恵美　様 高岡　嘉子　様 竹﨑　克彦　様

里見　紀子　様 白神　はるみ　様 田方　篤志　様 武田　晴之　様

真田　隆一　様 白木　禎　様 高木　孝雄　様 武田　柊哉　様

佐野　寛　様 白羽　枝里　様 高木　孝　様 武田　史明　様

更井　正人　様 塩飽　和志　様 高木　佑輔　様 竹田　芳弘　様

猿木　弘一　様 親家　幸造　様 髙島　敏明　様 竹之内　隆芳　様

澤井　徹郎　様 神保　秀司　様 高城　幸治　様 竹原　啓二　様

澤田　修一　様 新村　陸郎　様 髙杉　規　様 竹本　淳一　様

澤　洋征　様 菅　裕明　様 髙田　空　様 竹本　秀忠　様

椎木　一那　様 菅　貞治　様 高田　十志和　様 竹森　利和　様

塩津　喜一　様 菅　誠治　様 髙塚　成信　様 只左　弘治　様

塩村　太晴　様 菅野　絢子　様 髙月　希一郎　様 多田　俊二郎　様

茂　（ハード）　里紗　様 杉井　睦保　様 髙藤　祚嗣　様 多田　雄三　様

重政　治雄　様 杉浦　和宏　様 高橋　香代　様 立石　康司　様

志田　夏音　様 杉浦　修司　様 高橋　俊　様 田中　彩　様

志田原　睦雄　様 杉江　陽一　様 高橋　慎太郎　様 田中　惠美子　様
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田中　準　様 土田　栄子　様 永井　俊竹　様 中村　優子　様

田中　慎一　様 常光　謙輔　様 長尾　貴浩　様 中村　嘉之　様

田中　徹　様 角田　圭司　様 長尾　拓海　様 仲矢　明孝　様

田中　共子　様 角田　昭二郎　様 長尾　憲宏　様 中山　勝義　様

田中　智生　様 鶴田　健二　様 中川　健一　様 中山　梓輝　様

田中　浩　様 出村　和彦　様 中川　敏彦　様 名越　充　様

田中　結菜　様 寺尾　茂　様 中川　俊文　様 那須　章吾　様

田邊　克幸　様 寺坂　幸治　様 長佐古　治　様 那須　信宏　様

田辺　修久　様 寺坂　幸三　様 中島　寛　様 那須　保友　様

田邊　桃子　様 土井　幸輔　様 長島　美年子　様 縄稚　久美子　様

谷合　成章　様 堂薗　忠紀　様 中島　基善　様 難波　輝蔵　様

谷川　髙　様 十枝　健一　様 中島　陽一　様 難波　節子　様

谷川　浩憲　様 遠竹　秀樹　様 長砂　毅　様 難波　千枝子　様

谷口　勝悟　様 遠山　和大　様 長塚　仁　様 難波　弥凪　様

谷口　晋一　様 栂野　義貴　様 中富　公一　様 新居　哲　様

谷　史朗　様 徳増　一樹　様 中西　一弘　様 新村　聡　様

谷本　忠和　様 徳山　清公　様 中西　紘司　様 新谷　憲治　様

谷本　将也　様 戸崎　昭一　様 長野　和秀　様 仁木　利弘　様

谷　亮汰　様 富岡　憲治　様 中野　敬介　様 児子　晴一　様

田原　誠　様 富田　富貴雄　様 中野　愼治　様 西井　良樹　様

田渕　裕基　様 冨永　悟　様 中野　博　様 西尾　和郎　様

玉井　金五　様 友野　収　様 長野　元樹　様 西岡　兆　様

玉井　正人　様 友野　紀夫　様 中野　良二　様 西尾　広治　様

玉井　凛　様 外山　雅一　様 中畑　壮之介　様 西尾　照常　様

玉越　美雪　様 豊田　乃々華　様 長畑　尚　様 西尾　信彦　様

田村　明照　様 豊田　啓孝　様 永原　隆　様 西川　星那　様

田村　和也　様 鳥居　滋　様 長原　勇翔　様 西﨑　日佐夫　様

田村　幸士　様 内藤　憲二　様 中原　富二雄　様 西崎　日佐夫　様

田村　岳史　様 内藤　靖章　様 永原　裕大　様 西﨑　良知　様

田村　弘志　様 内藤　保子　様 中道　桜悠　様 西澤　徹　様

千原　敏裕　様 直井　小百合　様 永見　雅弘　様 西田　和男　様

張　星源　様 直井　剛　様 中村　明人　様 西田　恒子　様

塚本　茂吉　様 長井　清子　様 中村　佳代　様 西田　泰伸　様

塚本　博視　様 永井　三郎　様 中村　大輔　様 仁科　裕人　様

辻　寛己　様 中井　拓司　様 中村　誠　様 西原　康師　様

　※令和５年４月１日現在



 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ―

西村　伸一　様 羽原　涼　様 平松　新一　様 藤本　陽子　様

西村　仁一郎　様 浜崎　理　様 平本　辰雄　様 藤森　徹　様

西山　修　様 浜田　淳　様 平山　浩二　様 藤森　文雄　様

西山　進　様 林　恭一　様 廣井　真温　様 藤原　新月　様

西山　正幸　様 林田　哲也　様 廣江　純　様 藤原　和子　様

西山　侑希　様 林田　弘嗣　様 廣江　野々花　様 藤原　清美　様

野上　由夫　様 早田　英郎　様 廣木　秀彦　様 藤原　靜太郎　様

野口　直也　様 原田　育秀　様 広瀬　泰子　様 藤原　貴希　様

野田　彩乃　様 原田　馨太　様 広常　猛　様 藤原　貴典　様

野田　和美　様 原田　幸次　様 広常　政夫　様 藤原　哲郎　様

野田　知之　様 原田　大作　様 廣畑　聡　様 藤原　敏顕　様

野中　颯太　様 原田　保　様 布川　隆志　様 藤原　正彦　様

野波　和朗　様 原谷　宮人　様 福井　大　様 藤原　好文　様

薗浦　倫生　様 原田　正憲　様 福島　庸一　様 舟橋　弘晃　様

野々村　柊星　様 原田　美樹　様 福代　典子　様 船曳　正人　様

信岡　千奈美　様 原友　良憲　様 福田　智　様 武用　愛彦　様

延永　邦彦　様 原　雅之　様 福田　政太郎　様 古川　倭夫　様

野村　音子　様 原本　早苗　様 福永　顕司　様 古田　知久　様

野本　和希　様 原本　早苗　様 福永　信哲　様 古野　隆一　様

萩原　直幸　様 原山　尚　様 福原　強　様 古矢　修一　様

萩本　大助　様 萬代　峻　様 福本　一夫　様 文屋　史郎　様

橋本　孝枝　様 檜垣　和孝　様 房野　項司　様 逸見　正治　様

橋本　隆史　様 日笠　美和恵　様 藤井　浩樹　様 豊岳　しげみ　様

橋本　徹　様 東野　将伸　様 藤澤　文典　様 北條　充敏　様

長谷川　拓哉　様 東野　嘉文　様 藤澤　諭　様 許　南浩　様

長谷川　祐子　様 日高　好男　様 藤澤　正治　様 堀内　仁子　様

畑本　一　様 平井　一雅　様 藤島　淳　様 堀部　尊人　様

花岡　良光　様 平井　健児　様 藤田　浩平　様 本田　和久　様

花川　英之　様 平井　定夫　様 藤田　博久　様 本多　耕造　様

花澤　睦子　様 平井　安久　様 藤田　陽一　様 本田　聰延　様

花房　孝訓　様 平尾　晴美　様 冨士田　亮子　様 前市　菜々子　様

花森　芳男　様 平田　雄一　様 藤塚　謙次郎　様 前田　克美　様

馬場　雅子　様 平塚　和子　様 藤林　昭司　様 前田　潔　様

馬場　正之　様 平野　和司　様 藤本　歩実　様 前田　耕二　様

馬場　優弥　様 平野　潤一郎　様 藤本　武夫　様 前田　康雄　様

　※令和５年４月１日現在



 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ―

前田　雄太　様 三浦　弘明　様 宮本　陽生　様 諸泉　利嗣　様

前野　詩朗　様 三木　曉　様 宮脇　卓也　様 紋阪　拓実　様

槇野　博史　様 三木　相煥　様 三好　葉名　様 門司　尚之　様

牧野　匡純　様 三木　武　様 三好　仁彦　様 門田　充司　様

馬　建鋒　様 三木　善博　様 民部　佳代　様 門田　恵美子　様

馬込　保　様 三崎　智行　様 向日　善信　様 八木　泰　様

正富　千絵　様 水内　靖裕　様 村上　公基　様 安井　克豊　様

枡谷　悟　様 水谷　啓太　様 村上　聡哉　様 安井　典久　様

枡谷　信司　様 三角　爾朗　様 村上　寛　様 安井　三和子　様

町田　尚史　様 三田村　豊子　様 村上　裕　様 安田　慧　様

松井　あい　様 皆木　哲子　様 村上　昌己　様 保田　征士郎　様

松井　くるみ　様 水口　一　様 村瀬　憲正　様 安田　ふみ子　様

松井　緑　様 峯　篤史　様 村田　修　様 安延　隆司　様

松浦　博　様 味野　道信　様 村田　宣治　様 安原　隆雄　様

松尾　俊武　様 宮上　尚子　様 村松　壮健　様 安原　隆雄　様

松尾　俊彦　様 宮川　知也　様 守上　二郎　様 矢野　裕子　様

松川　啓義　様 宮木　毅　様 森岡　政明　様 矢野　有哉　様

松下　颯太　様 三宅　詠子　様 森岡　道夫　様 山縣　芳明　様

松下　佑吉　様 三宅　誠治　様 森　和茂　様 山神　勝　様

松田　聡　様 三宅　通　様 森清　弘誠　様 山口　慧　様

松田　通男　様 三宅　正子　様 森崎　一男　様 山口　隆　様

松田　陽一　様 三宅　侖子　様 森下　家代子　様 山口　太司　様

松原　岳大　様 三宅　優澄　様 森　俊輔　様 山口　芳一　様

松原　千代美　様 三宅　幸良　様 森　清一　様 山口　裕毅　様

松原　俊雅　様 三宅　良雄　様 森　太志　様 山口　玲奈　様

松本　淳　様 宮﨑　育子　様 森田　潔　様 山﨑　浩一郎　様

松本　英明　様 宮﨑　和人　様 森　健俊　様 宮崎　隆文　様

松本　汪　様 宮﨑　茂次　様 森田　聖　様 山﨑　朋香　様

松本　正和　様 宮崎　安信　様 森谷　めぐみ　様 山崎　登　様

松本　安弘　様 宮里　一郎　様 森田　正博　様 山﨑　由起　様

松山　忠生　様 宮田　栄一　様 森田　蓮　様 山﨑　怜　様

松若　大志　様 宮竹　貴久　様 森本　審　様 山下　信子　様

真鍋　國六　様 宮田　裕州　様 森本　翔太　様 山下　幸星　様

真部　信毅　様 宮地　俊成　様 森元　幹雄　様 山下　徹　様

丸山　奠子　様 宮原　信明　様 守屋　実奈　様 山下　直敬　様

　※令和５年４月１日現在



 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ―

山城　晋司　様 　 　 　

山田　彰　様 　 　 　

山田　修　様 　 　 　

山田　雅夫　様 　 　 　

山田　昌男　様 　 　 　

山田　庸介　様 　 　 　

山手　健太郎　様 　 　 　

山砥　眞寿三　様 　 　 　

山根　慎一郎　様 　 　 　

山部　家世　様 　 　 　

山本　文子　様 　 　 　

山本　恵子　様 　 　 　

山本　和恵　様 　 　 　

山本　一満　様 　 　 　

山本　民子　様 　 　 　

　 　 　 　

匿名希望　1,284名　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　※令和５年４月１日現在



 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ― ※令和５年4月１日現在

明治安田生命保険相互会社　様 株式会社廣榮堂　様

株式会社藤木工務店　倉敷支店　様 山陽放送株式会社　様

東亜道路工業株式会社　岡山営業所　様 中国建設工業株式会社　様

株式会社竹内組　様 アイサワ工業株式会社　様

鹿島建設株式会社　様 岡山トヨタ自動車株式会社　様

みのる産業株式会社　様 丸五ホールディングス株式会社　様

萩原工業株式会社　様 株式会社中電工　様

岡山県貨物運送株式会社　様 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社　様

銘建工業株式会社　様 テレビせとうち株式会社　様

中国電力株式会社　様 蜂谷工業株式会社　様

株式会社中国銀行　様 池田電業株式会社　様

株式会社林原　様 山陽技研株式会社　様

中村建設株式会社　様 株式会社ウエスコホールディングス　様

岡山土地倉庫株式会社　様 浅野産業株式会社　様

岡山トヨペット株式会社　様 株式会社グロップ　様

ナカシマホールディングス株式会社　様 株式会社マルイ　様

株式会社トマト銀行　様 サンポーエンジニアリング株式会社　様

両備グループ　様 岡山放送株式会社　様

公益社団法人岡山県医師会　様 株式会社エイト日本技術開発　様

株式会社山陽新聞社　様 ネッツトヨタ岡山株式会社　様

内山工業株式会社　様 カモ井加工紙株式会社　様

株式会社アン・ドゥー　様 清水建設株式会社　様

株式会社大本組　様 株式会社カワニシホールディングス　様

成通グループ　様 株式会社なんば技研　様

株式会社いのうえ　様 てぃーだ観光株式会社　様



 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ― ※令和５年4月１日現在

玉島信用金庫　様 菅公学生服株式会社　様

岡山県農業協同組合中央会　様 有限会社万代　様

株式会社ビザビ　様 守永運輸株式会社　様

朝日管工株式会社　様 株式会社プローバ　様

ナガオ株式会社　様 株式会社英田エンジニアリング　様

吉備システム株式会社　様 株式会社大熊　様

水島信用金庫　様 享栄エンジニアリング株式会社　様

株式会社サンヨープレジャー　様 ランデス株式会社　様

株式会社はるやまホールディングス　様 株式会社HI-LINE　様

福山市役所　津島会　様 株式会社イシン住宅研究所　様

社会医療法人祥和会　様 岡山ヤクルト販売株式会社　様

嵯峨野株式会社　様 吉延石油株式会社　様

大善株式会社　様 ナカウン株式会社　様

オーエム産業株式会社　様 日本生活協同組合連合会　様

株式会社荒木組　様 株式会社岡山村田製作所　様

株式会社ウエスコ　様 株式会社 コンケン　様

株式会社岡山コンベンションセンター　様 藤クリーン株式会社　様

株式会社クレスト　様 株式会社第一エンタープライズ　様

モリマシナリー株式会社　様 ユアサ工機株式会社　様

杉岡建設株式会社　様 株式会社ありがとうファーム　様

倉敷ボーリング機工株式会社　様 三井住友信託銀行株式会社　様

ダイヤ工業株式会社　様 つばさ税理士法人　様

旭テクノプラント株式会社　様 株式会社泰山堂書店　様

（公財）大阪難病研究財団　様 株式会社ブックス　様

株式会社ホテルグランヴィア岡山　様 クラブン株式会社　様



 岡山大学学都基金寄付者芳名録

― 五十音順 ― ※令和５年4月１日現在

新日本サービス有限会社　様 0

双葉電機株式会社　様 0

ユニック中四国販売株式会社　様 0

いぬい医院　様 0

株式会社ジュエリー・タナカ　様 0

シーユーピー株式会社　様 0

株式会社源吉兆庵ホールディングス　様 0

PANPANDA　様 0

岡山市役所OU会　様 0

社会医療法人財団聖フランシスコ会　様 0

一般社団法人インフォカート未来基金　様 0

メドエルジャパン株式会社　様 0

株式会社ジュリスティックス　様 0

株式会社三弘建設　様 0

株式会社システムタイズ 0

株式会社藤木工務店 倉敷支店 0

デマント・ジャパン株式会社 0

匿名希望　5団体 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


