
法人・団体

赤羽工機有限会社　様 旭松食品株式会社　様

アスク工業株式会社　様 アスザック株式会社　様

株式会社アスピア　様 アルプス中央信用金庫　様

石井瓦工業株式会社　様 一般社団法人　千曲会　様

株式会社イナリサーチ　様 株式会社井上　様

上田ガス株式会社　様 上田信用金庫　様

株式会社エーアイテック　様 岡谷酸素株式会社　様

株式会社角藤　様 カネテック株式会社　様

株式会社上條器械店　様 キッセイコムテック株式会社　様

キッセイ薬品工業株式会社　様 甲信アルプスホーム株式会社　様

KOA株式会社　様 国際ソロプチミスト長野　様

サンケン工業株式会社　様 株式会社サンジュニア　様

サンリン株式会社　様 Gテクノ株式会社　様

信州大学知の森基金　寄附者ご芳名（2020年度）



静岡県立沼津西高等学校　様 株式会社システックス　様

シチズンマシナリー株式会社　様 株式会社市民タイムス　様

信越放送株式会社　様 新光電気工業株式会社　様

信州大学　研究推進部　様 信州大学 中央図書館 書燈会　様

信州大学教育学部同窓会　様 信州大学経法学部同窓会　様

信州大学　中央図書館　様 諏訪信用金庫　様

スワテック建設株式会社　様 相馬商事株式会社　様

株式会社ダイヤ精機製作所　様 株式会社タカギセイコー　様

高沢産業株式会社　様 高島産業株式会社　様

株式会社タカチホ　様 タカノ株式会社　様

株式会社高見澤　様 株式会社竹内製作所　様

株式会社竹花組　様 有限会社ダスキン塩尻　様

株式会社田中機器製作所　様 多摩川精機株式会社　様

力石化工株式会社　様 株式会社中信高周波　様

株式会社デイリーはやしや　様 テクノエクセル株式会社　様

株式会社デリカ　様 株式会社デリシア　様



株式会社電算　様 東洋観光事業株式会社　様

東洋計器株式会社　様 株式会社TOSYS　様

株式会社巴屋　様 株式会社中嶋製作所　様

株式会社ながのアド･ビューロー　様 株式会社長野銀行　様

長野県農業協同組合中央会　様 長野興農株式会社　様

長野信用金庫　様 長野電子工業株式会社　様

NiKKi Fron株式会社　様 日穀製粉株式会社　様

日精樹脂工業株式会社　様 野村ユニソン株式会社　様

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ　様 株式会社八十二銀行　様

不二越機械工業株式会社　様 ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社　様

ホクト株式会社　様 株式会社前田製作所　様

株式会社前田鉄工所　様 松代金属株式会社　様

松本信用金庫　様 マルコメ株式会社　様

株式会社丸眞製作所　様 丸文通商株式会社　様

株式会社みすずコーポレーション　様 株式会社三葉製作所　様

株式会社宮下組　様 ミヤジマ技研株式会社　様



株式会社本久　様 株式会社守谷商会　様

株式会社ヤマウラ　様 株式会社ユウワ　様

株式会社林友　様 ルピナ中部工業株式会社　様

個人

會田　信子　様 青木　博　様 青才　高志　様 青山　豊万　様

赤木　由喜　様 茜谷　紀子　様 赤羽　貞幸　様 赤羽　素子　様

赤羽　わくり　様 秋野　隆仁　様 秋山　境　様 秋吉　史博　様

上松　伸　様 浅見　崇比呂　様 東　泰弘　様 安倍　泰夫　様

阿部　優　様 天野　良彦　様 荒井　忠夫　様 荒木　貴郎　様

荒堀　正生　様 安土　功一　様 安藤　真奈美　様 安藤　恵崇　様

飯田　康信　様 飯村　彰　様 五十嵐　彰　様 池田　秀敏　様

池田　操　様 池田　洋子　様 井坂　忠弘　様 伊佐治　好生　様

石川　えり　様 石川　鎮清　様 石川　正　様 石澤　広明　様

石田　みのり　様 石塚　榮一　様 石長　光也　様 井尻　暁　様

石渡　勉　様 板倉　由樹　様 市川　元基　様 市地　賢治　様



伊藤　誠策　様 伊藤　久也　様 伊藤　広幸　様 伊藤　冬樹　様

伊藤　雄二　様 稲垣　宏　様 稲葉　章　様 乾　哲也　様

井野　公紀　様 井上　久隆　様 井上　佳洋　様 今井　浩司　様

今井　美八子　様 今林　義之　様 岩井　まつよ　様 岩佐　哲男　様

岩瀬　忠成　様 上野　壮一　様 上野　巧　様 上野　忠紘　様

上野　俊夫　様 上原　将治　様 植松　惠利子　様 鵜澤　尚弘　様

内川　俊行　様 内田　博通　様 宇都　正彦　様 梅本　龍也　様

浦山　弘明　様 遠藤　守信　様 大石　義夫　様 大木島　祐子　様

大倉　博　様 大越　豊　様 大須賀　真　様 大谷　公人　様

大野　博道　様 大山　貴之　様 荻　秀行　様 荻野　益男　様

奥原　忠孝　様 奥村　和浩　様 奥村　伸生　様 小倉　民子　様

小黒　保惠　様 小澤　賢一　様 小沢　智子　様 小沢　煕　様

落合　さわの　様 小尾　登　様 柿本　宜伸　様 角田　賢次　様

影山　剛　様 景山　豊　様 風間　栄一　様 梶原　英樹　様

春日　一俊　様 片岡　正和　様 加藤　泰裕　様 加藤　喜久　様

金井　康雄　様 金沢　謙太郎　様 金澤　正雄　様
鎌野　正信・登美
子　様



上所　洋　様 上條　洋子　様 軽部　京子　様 川岸　美徳　様

川村　敬子　様 川村　博富　様 木田　仁　様 北沢　和雄　様

北原　なおみ　様 木庭　幸子　様 木下　雅夫　様 清澤　研道　様

桐畑　外志昭　様 釘貫　祐彰　様 國頭　恭　様 國宗　永佳　様

久保寺　美典　様 久米田　茂喜　様 雲林　秀徳　様 倉島　郁夫　様

倉橋　寿　様 栗林　勝彦　様 胡桃澤　宣光　様 黒木　龍一郎　様

古石　浩　様 高　泉洋　様 高坂　栄一　様 小平　正八　様

後藤　康夫　様 小長井　華子　様 小林　昭彦　様 小林　空大　様

小林　勲生　様 小林　健二　様 小林　徹也　様
小林　徹也・淳二
様

小林　治伸　様 小林　考行　様 小林　寛　様 小林　三世治　様

小松　文美　様 小松　一雄　様
小宮山　啓太郎
様

小宮山　昇　様

小宮山　豊　様 米田　泰治郎　様 小山　荘太郎　様 斉　宏　様

斎木　義彦　様 齋藤　直人　様 齋藤　安正　様 酒井　大輔　様

榊　和彦　様 櫻井　孝仁　様 佐々木　新市　様
佐々木　千加子
様

佐々木　晴美　様 佐々木　裕子　様 佐藤　友則　様 里見　洋司　様

澤木　幹栄　様 塩崎　嘉之　様 塩見　正展　様 渋澤　知祥　様



島崎　とし江　様 島田　義信　様 清水　あけみ　様 清水　邦明　様

清水　健二　様 清水　強　様
清水整形外科クリ
ニック　清水富永
様

下川　弘海　様

下坂　誠　様 下山　拓男　様 城倉　浩平　様 庄司　修二　様

庄田　守男　様 白田　義彦　様 白鳥　京志　様 末並　史年　様

杉原　伸宏　様 杉山　博基　様 鈴木　崇夫　様 鈴木　雅文　様

鈴木　良和　様 鈴村　倫明　様 砂長谷　浩一　様 春原　宗夫　様

須原　聡　様 住田　源司　様 千　菊夫　様 仙石　祐　様

曽根　秀尚　様 大工原　誠一　様 多賀　琢　様 高尾　真世　様

高木　錬一　様 高久　淳　様 高倉　茂之　様 高坂　三千聡　様

高野　嘉寿彦　様 高橋　和之　様 髙橋　章二　様 髙橋　大治郎　様

高橋　知音　様 高橋　伸英　様 高橋　洋　様 高橋　康文　様

瀧　伸介　様 滝沢　一男　様 滝澤　芳春　様 竹内　清文　様

竹内　繁　様 竹下　欣宏　様 武田　悦子　様 武田　三男　様

立澤　宏二郎　様 田中　勝彦　様 田中　清　様 田中　貴　様

田中　穂積　様 谷口　典子　様 玉木　章　様 田村　徳至　様

丹後　努　様 土屋　賢一　様 土屋　眞　様 筒井　健雄　様



常泉　竜太　様 鶴田　学　様 手塚　しのぶ　様 傳田　正直　様

田路　雅彦　様 東城　重子　様 東城　由次　様 時田　元昭　様

時水　繁勲　様 徳井　厚子　様 徳井　丞次　様 徳武　文雄　様

徳村　政人　様
栃倉　紀雄・恵子
様

富岡　裕　様 伴野　清人　様

樋本　毅　様 鳥居　敏　様 鳥澤　祐子　様 中泉　康　様

中澤　隆　様 長汐　康裕　様 中島　森利　様 中田　典昭　様

中田　悟　様 中田　哲幸　様 中西　泰一　様 仲松　隆男　様

中村　宗一郎　様 中村　信孝　様 中村　英章　様 中村　英夫　様

中村　正行　様 中村　洋平　様 中村　亮三　様 中山　淳　様

西沢　行徳　様 西條　経治　様 西村　誠　様 西本　久美子　様

庭野　千秋　様 野口　浩　様 野田　豊明　様 野畑　安浩　様

野村　義和　様 橋本　拓人　様 橋本　龍生　様 橋本　佳男　様

波多腰　栄一　様 畑田　悦子　様 服部　高明　様 服部　真由美　様

花井　雅昭　様 花高　実男　様 濱田　州博　様 濱野　光市　様

早川　武美　様 早川　裕　様 早川　正廣　様 林　秀剛　様

林　淑子　様 早瀬　裕昭　様 速渡　裕明　様 原　利夫　様



原　洋平　様 原嶋　秀次　様 春田　章博　様 半田　志郎　様

東出　幸男　様 樋口　京一　様 平岡　稔康　様 平田　和也　様

平田　浩司　様 平野　吉直　様 平林　和子　様 平山　美樹　様

深井　俊哉　様 深澤　佳代子　様 福澤　あけみ　様 福沢　栄三郎　様

福田　正樹　様 福田　竜太　様 福山　惇　様 藤　洋実　様

藤井　謙三　様 藤澤　みどり　様 藤澤　竜二　様 藤田　千治　様

藤田　信　様 藤村　陽子　様 藤原　英晃　様 古橋　良幸　様

星屋　厚　様 保母　直彦　様 堀内　孝明　様 本郷　一博　様

本合　弘樹　様 本田　孝行　様 前田　智行　様 牧垣　智子　様

増田　靖子　様 枡元　庸好　様 又市　婦美子　様 又吉　清二　様

松尾　成吾　様 松澤　朝香　様 松澤　和美　様 松本　清司　様

松本　邦夫　様 松本　英恵　様 丸尾　瓔子　様 丸田　由男　様

丸山　暢久　様 御子柴　郁男　様 水上　幸男　様 南　秀明　様

南澤　直美　様 三村　秋男　様 宮城　潤　様 宮坂　幸登　様

宮崎　樹夫　様 宮澤　茂　様 宮澤　千夏　様 宮地　弘一郎　様

宮下　晃弘　様 宮下　一栄　様 宮脇　繁　様 三輪　祐司　様



務台　康博　様 武藤　一郎　様 宗像　一起　様 村瀬　忠之　様

村田　伊知郎　様 村松　健司　様 村松　浩幸　様 望月　友裕　様

森　淳　様 森　高利　様 森　哲夫　様 森　望　様

森岡　淳　様 森田　洋　様 安田　晴代　様 柳沢　孝　様

柳澤　岳志　様 矢野　真理子　様 矢ノ口　孝彦　様 山沖　義和　様

山折　大　様 山上　朋彦　様 山岸　昭彦　様 山﨑　秀　様

山﨑　遼　様 山沢　清人　様 山科　光一　様
山梨県立日川高
等学校職員一同
様

山本　敦子　様 弓場　昭男　様 横川　吉晴　様 吉沢　寿美子　様

吉沢　隆浩　様 吉田　耕治　様 吉本　真　様 嫁兼　敏和　様

若松　勝雄　様 若山　正芳　様 脇田　重明　様 渡辺　和子　様

渡邉　國光　様 渡辺　真一　様 渡辺　誠一　様 渡部　久美子　様


	2020年度

