
横浜市立大学基金寄附者芳名録

令和2年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

ご芳名の掲載にあたって

・50音順に掲載しています。

・ご芳名は現在、本学が把握している氏名で掲載しています。（故人を含む）

・寄附目的別に掲載させていただいております。

・法人・団体様は法人・団体名のみ掲載させていただいております。

・ご芳名を希望されない方については、匿名として掲載しております。

・敬称は省略させていただきます。

横浜市立大学基金は、令和２年度（令和2年4月１日から令和3年3月31日まで）に寄

附金額176,972,375円、1,981件のご寄附（申込）をいただきました。これもひとえに

皆様からの温かいご支援、ご尽力の賜物と心より感謝申し上げます。ご寄附いただき

ました皆様に感謝の意を込めて、ご芳名を掲載させていただきます。



秋野　隆仁 吾郷　雅文 麻野　広行 芦川　稔 荒井　勝彦 粟屋　純生

石﨑　銕郎 市岡　秀昭 伊藤　晴康 伊藤　恭弘 猪田　実 今村　征一

稲森　正彦 植田　美夫 宇野澤　拓平 漆間　靖幸 猿渡　治郎 遠藤　紀代子

遠藤　淳一 大島　龍太郎 大竹　利夫 小方　秀哲 岡本　勉 尾崎　正孝

柿本　胤二 蒲谷　英昭 蕪城　芳雄 川城　保幸 菊地　一夫 菊地　修二

菊地　淑子 岸本　光正 北見　龍彦 木下　高志 木本　茂 窪田　敏

倉島　晃 小林　浄二 小林　聖子 小森　俊伸 齋藤　恵里 酒井　良太

笹谷　俊道 佐藤　俊雄 佐藤　雅樹 佐野木　晴生 篠原　昭市 白石　富男

杉山　茂光 鈴木　一吉 鈴木　隆久 鈴木　剛夫 鈴木　理布 高木　重人

角田　美幸 土居　徳寿 豊島　治 内藤　正志 中込　賢次 長澤　國雄

中島　庸介 中野　正信 中山　成一 中山　直美 西村　光雄 野﨑　忠臣

野末　悦子 橋本　敦生 藤澤　義麿 藤原　幹生 二見　良之 星野　良洋

松﨑　俊夫 松本　尚登 森山　竹治 吉野　實衛 依田　透 匿名 37名

法人・団体

新型コロナウイルス対策基金

相場　功一郎 相原　敏貴 相原　雄幸 赤石　悟朗 赤尾　昭二 赤木　勝正

明石　知子 赤瀬　智子 秋田　豊久 秋葉　幸良 秋屋　聡 圷　由香

浅岡　和子 浅岡　水城 浅香　英男 朝倉　裕士 麻野　広行 浅野　康之

芦川　稔 小豆島　健護 足立　一成 足立　幸子 足立　美枝 阿部　司

雨宮　宣子 雨宮　久明 天羽　久子 鮎川　賢純 荒井　勝彦 新井　謙太郎

新井　純子 荒井　晶子 有本　泰造 安藤　日出男 飯島　渉 飯田　真悟

飯塚　南 飯沼　玲子 飯野　昭夫 五十嵐　弘子 五十嵐　保裕 池内　賢二

池内　正幸 池澤　善郎 池澤　芳江 息栖　清 池田　克弘 石井　晴美

石井　ひかり 石井　均 石井　道浩 石川　侑三 石澤　秀子 石田　祐人

石田　義光 石渡　誠 和泉　彰宏 磯崎　哲男 磯崎　正幸 板倉　登志男

YCU100募金

auフィナンシャルサービス株式会社　　　　　　　　　　　　　　城南信用金庫　

株式会社ヨーゼフ　　　　　　　　　　　　　　 株式会社横河ブリッジホールディングス
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新型コロナウイルス対策基金

市　正典 市岡　秀昭 一階　満男 伊坪　純一 出射　靖郎 伊東　明絵

伊藤　秀一 伊藤　則孝 伊藤　晴康 伊藤　恭弘 伊藤　與志夫 稲﨑　紘

稲葉　裕 稲本　英也 稲山　嘉明 犬飼　瑞穂 井上　一衛 猪田　実

井濱　容子 今泉　範彦 今道　徹朗 今村　征一 色川　俊也 岩澤　多恵

岩瀬　良三 岩村　節子 岩脇　武邦 上杉　昌章 上杉　祐子 上田　純一

植田　美夫 上村　智毅 魚本　敏宏 内嶋　美津江 内田　勝啓 内田　哲夫

内田　正子 内山　信成 内山　正徳 宇都木　朗 宇都宮　大輔 内海　裕介

宇野澤　拓平 梅原　仁 梅村　将就 漆間　靖幸 上床　博明 江島　正春

榎本　敏行 猿渡　治郎 遠藤　格 遠藤　淳一 遠藤　青磁 大木　雅文

大久保　明 大崎　隆彦 大里　正  大澤　正俊 大島　誠一 大島　孝之

大島　龍太郎 太田　親利 太田　眞晴 太田　由子 大瀧　康宏 大谷　惣衛

大津　朗 大塚　健治 大塚　隆 大塚　高由 大歳　恒彦 大成　克弘

大村　史典 大屋　恵 岡﨑　俊太郎 小笠原　廣 岡添　紘樹 緒方　一博

岡田　茂樹 岡田　新平 小方　秀哲 岡部　良子 岡本　勉 小川　毅彦

奥田　研爾 奥谷　圭介 尾崎　正孝 小山内　貴 尾澤　詳憲 小田　茂夫

落合　隆男 小野　洋子 小野澤　繁雄 尾野田　英俊 折舘　伸彦 遠田　千代吉

甲斐　研一 甲斐　寛子 甲斐　孝昭 海津　政信 加川　政子 柿本　胤二

加行　尚 葛西　光春 風見　健 片柳　玲子 片山　康二朗 勝見　悠

加藤　貴之 加藤　奈美 門脇　真一 金井　光 金井　寛 金指　征治

金子　茂樹 金子　猛 金子　延康 金子　宣由 金子　房夫 金子　正裕

叶谷　由佳 蕪城　芳雄 加部　美智子 神尾　孝行 亀井　清 亀澤　比呂志

亀山　貞夫 亀山　啓美 嘉山　啓道 川合　志郎 河合　礼隆 河上　誠

川口　とし子 川島　崇司 河嶌　岳 川嶋　祐信 川城　保幸 川田　まゆみ

河西　美保子 河野辺　雅徳 川辺　久子 川本　健太郎 神田　勇一 菊地　亨

菊地　淑子 北嶋　勝三 北島　真大 北林　知一郎 北見　龍彦 木下　高志

木村　武 木村　文哉 木村　誠 木村　瑞樹 清宮　昌章 桐原　弘

沓掛　哲生 國崎　主税 久保　茂 窪田　賢輔 窪田　敏 窪田　吉信

熊澤　憲 倉島　晃 栗原　陽子 黒川　俊明 黒木　哲夫 黒田　清
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新型コロナウイルス対策基金

黒田　敏彦 桑原　明子 小池　史紗 小泉　博義 小出　誠 高口　直明

向後　良一 河野　豊 古塩　和義 小島　久枝 五嶋　良郎 小寺　利夫

後藤　史朗 小永井　暹 小西　珠美 小西　雅代 小林　浄二 小林　鷹夫

小林　利朗 小林　伸也 小林　広美 小林　美絵子 小林　靖治 薦岡　賢一

小柳　英二 近藤　哲郎 近藤　知子 近藤　真美 近藤　泰男 齋藤　エイイチ

齋藤　恵里 齋藤　謙一 齋藤　健司 齋藤　敏 齋藤　徳三郎 齋藤　利夫

齋藤　初男 齋藤　幸雄 酒井　克宜 酒井　慶一 酒井　恵子 榊原　秀也

阪口　龍二 坂田　雄紀 坂本　照正 坂本　智紀 崎山　君代 佐々木　秀弘

佐々木　保雄 佐治　伸子 佐藤　明 佐藤　和実 佐藤　公紀 佐藤　忠義

佐藤　俊雄 佐藤　裕一 佐藤　三和 佐藤　元彦 佐藤　木綿子 佐野　克行

佐野　浩 猿渡　康徳 澤崎　英夫 澤村　滋 汐月　啓子 重田　諭吉

重田　佳和 重藤　一郎 市東　久 篠永　正道 柴田　利満 渋谷　京子

渋谷　義弘 清水　琢三 清水　博司 志村　和義 下澤　明久 下地　恵令奈

下條　英敏 下村　良太 社本　雅信 白井　広幸 白澤　みのる 白鳥　奈緒美

城田　大吾 白山　俊次 新海　寛司 宍道　みちよ 新藤　勝男 菅　千束

菅谷　渚 杉野　利幸 杉山　淳 杉山　茂光 杉山　直也 杉山　了亮

鈴木　克彦 鈴木　貴民 鈴木　茂樹 鈴木　淳子 鈴木　隆久 鈴木　征子

鈴木　理布 鈴木　利惠子 須田　セツ子 須田　美奈子 関　恵子 関野　豊吉

関谷　紀貴 世古　修路 芹澤　洋司 相馬　民太郎 外林　大作 曽根　秀幸

染谷　修 染谷　勝明 曾和　健一 大古　満男 髙井　祿郎 髙木　清次

高木　重人 髙木　敏幸 高桑　誠 高月　誠 高野　伊久男 髙野　和美

髙橋　淳一 高橋　直一 高橋　久夫 高橋　弘美 高橋　正美 髙畑　圭吾

高原　光江 髙山　光男 滝澤　弘一郎 瀧本　達也 武石　吉広 竹内　一郎

武内　鉄夫 竹内　博 竹内　弘 武田　浩行 竹信　真珠 竹信　寧之

武宮　省治 田中　一男 田中　克子 田中　早苗 田中　三郎 田中　貴大

田中　素子 棚田　清英 田辺　光樹 谷　博善 谷澤　憲治 玉木　滋

玉木　徹志 玉木　敏弥 田村　功一 田村　貴之 田村　智彦 爲重　才覚

千葉　由幸 對木　友弥 塚田　憲哉 嗣永　芳弘 津田　真樹 津田　昌利
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新型コロナウイルス対策基金

筒井　皓也 筒井　雅仁 角田　美幸 津村　英志 露木　晋 鶴田　賢治

寺井　広貴 寺井　美智子 寺内　康夫 寺門　保正 寺田　光男 土井　隆則

土居　徳寿 當麻　眞一 徳富　洋子 德山　涼平　 利根川　真琳 富澤　博

冨田　俊三 富山　正男 友田　裕美 友松　伸夫 豊島　治 内木　雅也

内藤　幸子 内藤　洋子 永井　晃 中井　敏 長尾　演雄 仲澤　晶子

長澤　磐 長島　英輔 中嶋　敬介 中島　忠男 中島　庸介 中田　一郎

永田　恵也 長谷　哲男 長谷　理恵子 長塚　淑江 長沼　克往 中野　泰広

中橋　満 中林　幸子 中防　保 中村　郁子 中村　勝年 中村　悟

中村　駿一 中村　隆俊 中村　健 中村　武史 中村　輝雄 中村　羨勇

中村　正美 中村　緑 中村　柚香 仲山　あき代 中山　成一 中山　信

中山　義英 楢原　雄一 成田　久則 新倉　明 西尾　忠久 西岡　克裕

西川　雅美 西野　理恵子 西原　久夫 西牧　皐樹 西巻　滋 西村　正信

西山　克巳 西山　正子 新田　弘子 沼尾　実 沼野　辰三 野口　和夫

野口　純男 野嵜　裕二 野末　悦子 野田　和正 野溝　明彦 野本　哲夫

波木井　裕之 萩原　直美 箱石　英一 橋詰　澄子 橋本　敦生 橋本　舞

橋本　廸生 長谷川　明弘 長谷川　徑弘 幡多　政治 畑井田　泰司 服部　一幸

羽鳥　仁一 花井　俊之 花岡　俊昭 馬場　英紀 馬場　泰尚 浜脇　嘉彦

林　明宗 林　一晧 林　孝典 早原　弘之 原　かおり 原　正道

原川　忠典 原田　昌興 板東　由希子 日色　紗有美 東　俊二 比企野　治

樋口　勝彦 菱本　明豊 平井　翔 平井　久司 平尾　紘一 平川　治郎

平塚　滋 平戸　幹男 平野　弘道 平野　雄三 平林　一志 平原　史樹

平和　伸仁 廣浦　裕子 深尾　亮爾 深川　正 福井　経正 福嶋　裕子

福田　喜美子 福田　ふみ江 福本　毅 福本　俊彦 福山　尚子 藤井　和典

藤井　誠志 藤田　彩乃 藤田　伸二 藤田　七緒子 藤田　真人 藤林　文夫

藤原　勝 藤原　幹生 二見　良之 船越　健悟 古澤　明夫 保坂　薫子

保坂　新之介 星野　良洋 細貝　鋼二 細谷　正二 堀端　忠司 本多　和彦

本間　映子 前川　二郎 前田　愼 前田　麻理 前山　加奈子 牧野　健一

牧野　甫 正田　要一 増井　佑莉 増田　一明 益田 宗孝 増山　愛子
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新型コロナウイルス対策基金

町田　更久也 松井　勤 松井　豊 松浦　成友 松倉　節子 松﨑　俊夫

松下　年子 松嶋　宣樹 松田　玲圭 松永　紗明 松葉　蘭 松村　隆二

松本　生雄 松本　勝幸 松本　耕一 松本　尚登 松本　美知代 松山　佳子

間宮　靖宏 丸山　孝志 丸山　紘史 三浦　秀元 三浦　れいこ 三垣　登之

三上　太郎 水木　信久 水田　克朗 水谷　真基 水谷　正博 水村　泰輔

三田　雅志 三竹　和則 三谷　直子 光藤　健司 三堀　彰 宮城　悦子

三宅　捷太 宮坂　忠夫 宮崎　英雄 宮澤　恵三博 宮下　哲也 宮嶋　興二

宮田　雄司 三山　格 宮村　佳世 宮本　研 宮本　績輔 三好　逸子

三好　弘人 三輪　怜未 向山　信一 武藤　博孝 村島　正敏 村瀬　利男

村田　喜八郎 毛利　幸弘 本木　雅裕 本橋　武恒 籾山　信義 森　愼

森岡　大介 森川　博史 森下　光雄 森田　麻実 森田　和光 森田　治子

守屋　喜一郎 森山　正敏 安田　のり子 矢田　順三 矢田　慈子 矢吹　正彦

矢部　智一郎 山口　和子 山口　佐緒理 山口　眞一 山口　幸博 山口　洋兒

山﨑　哲男 山﨑　正毅 山崎　豊 山地　孝拡 山下　ゆき子 山田　賢三

山田　信一 山田　悠紀雄 山中　竹春 山根木　正人 山道　奈那　 山村　照人

山本　歩美 山本　哲哉 山本　裕子 山本　雅由 矢本　文夫 横内　麻里子

横山　博 吉岡　甲一郎 吉川　孝二 吉澤　てい子 𠮷田　知世 吉野　實衛

吉野　良成 四谷　次郎 米﨑　正邦 陸川　均 脇坂　善雄 和田　明彦

和田　喜彦 渡辺　佳代子 渡邊　健太 渡辺　誠二 渡部　節子 渡邉　哲也

渡部　創 渡邉　光枝 渡邉　洋一郎 匿名 693名

法人・団体

株式会社玄武　　　　　　　　　　　　 　　　　　医療法人社団　厚済会 株式会社五條建設　

三金興業株式会社 株式会社事業開発

元ドイツ文化研究部有志一同　   

横浜ライト工業株式会社横浜市立大学医学部医学科同窓会倶進会　　　　　

一般社団法人進交会 株式会社セレクトＯｎｅ株式会社スリーダブリュー

富士フィルムサービスリンク株式会社社員会Peatix Japan株式会社　　　　 　

株式会社武蔵野銀行・株式会社レーベンハウス（連名）

株式会社コーテングジマ　
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大学支援

出光　直樹 小原　渓 加藤　文彦 金子　浩史 佐藤　聡

匿名 7名

学生支援

伊藤　清司 内山　由美子 小山　典子 須藤　洋子 匿名 5名

法人・団体

髙城　紀久子 内藤　幸子 西川　澄子 森元　俊光 匿名 5名

YCU修学支援基金

小室　真 外林　大作 内藤　龍祐 野嵜　裕二 馬場　英紀 又野　忠常

村松　慶一 山本　道昌 渡辺　則夫 渡辺　美代子 匿名 2名

YCUシミュレーションセンター募金

岩崎　知之 上杉　昌章 大竹　慎二 大舘　敬一 長田　裕 加行　尚

片山　佳代 金子　茂樹 久間　祥多 桑田　有希子 河野　拓司 佐藤　秀之

佐野　克行 清水　誠 鈴木　貴民 内藤　幸子 西川　雅美 早川　武彦

林　明宗 堀内　義仁 増田　肇 武藤　光央 矢吹　健一郎 渡邉　洋一郎

匿名 9名

法人・団体

木原生物学研究所支援

髙橋　八郎 匿名 1名

法人・団体

サンクトガーレン有限会社

医療法人社団おいかわ眼科

一般社団法人進交会

医療法人社団東京巨樹の会東京品川病院　

YCU留学サポート奨学金
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先端医科学研究センター支援

栗原　章通 町田　更久也 本木　雅裕 和田　貴志 匿名 6名

学術情報センター支援

中上　裕 匿名 2名

附属病院支援

石井　貴浩 石河　秀夫 伊藤　清司 大内　正雄 太田　賢哉 大野　鈴美

大前　雄一 唐木　和子 苅米　俊也 木村　瑞樹 木村　美明 桑原　明子

近藤　真美 齋藤　徳三郎 鈴木　則子 鈴木　久恵 高梨　杏奈 高野　操

滝浪　加代子 津村　英志 富岡　隆子 永井　允子 中島　トミヨ 中島　良能

中村　和代 成田　力　 西本　隆 原　佳枝 原口　哲夫 平本　静枝

増田　美希 光信　義雄 村田　實 元田　達徳 森　信介 森川　修

守谷　弘 山本　英紀 萩原　武史 吉岡　甲一郎 和光　祥治 渡邊　勝

渡辺　始 匿名 50名

法人・団体

附属市民総合医療センター支援

青木　邦男 井手　慶子 猪田　実 江越　忠 大越　賢治 大島　敏正

菊川　政弥 北原　雅樹 小泉　次子 金澤　稔子 小山　典子 近藤　隆

清水　肇 末吉　祥子 鈴木　一吉 鈴木　利惠子 外林　大作 田代　厚

寺本　宏国 原　かおり 福井　正光 古川　淳一 古田　みちよ 松本　春江

水民　護 三橋　学 森　信介 諸橋　潤子 山口　眞一 米谷　進一

匿名 43名

法人・団体

株式会社常盤商会　　　　　　　　　　　　

健勝商事株式会社 鈴幸商事株式会社

中鉢建設株式会社
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