
H25.3.31

申込者芳名　　団体

東京電機大学中学校高等学校ＰＴＡ　様

社団法人　東京電機大学校友会　様

東京電機大学校友会岩手県支部　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

東京電機大学校友会埼玉県支部　様

東京電機大学校友会千葉県支部　様

東京電機大学校友会神奈川県支部　様

東京電機大学校友会東海支部　様

東京電機大学校友会静岡県支部　様



H25.3.31

申込者芳名　　団体

東京電機大学校友会山陰支部　様

東京電機大学校友会長崎県支部　様

東京電機大学校友会熊本県支部　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

東京電機大学校友会鹿児島県支部　様

錦央電機会　様

東京電機大学　教職校友会東京都支部　様

三菱電機会　様

東京電機大学民間放送校友会　様



H25.3.31

申込者芳名　　団体

日本電波工業㈱電機会　様

関電工電機会　様

日本電設工業㈱卒業生有志　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

鹿島建設錦会　様

東京電機大学校友会　東管支部　様

東京電機大学校友会　東管支部東京南電機会　様

東京電機大学校友会　東管神奈川電機会　様

株式会社ＯＣＣ卒業生有志一同　様



H25.3.31

申込者芳名　　団体

電子工学科ＡＤＥ会　様

大学1～3期生合同クラス会　様

二工・Ｓ２４年卒Ｅ３クラス会一同　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

高校昭和26年全日制電気科1組卒有志　様

高校昭和26年全日制電気科電気機器課程卒有志　様

昭和３４年工学部第一部電気工学科卒業生有志一同　様

S34年卒ⅡＥクラス会　様

昭和35年高等学校電気科・電気通信課程第2組有志一同　様



H25.3.31

申込者芳名　　団体

東京電機大学高等学校昭和４２年卒３Ｌ４クラス有志　様

47Eクラス会一同　様

昭和５６年理工学部経営工学科卒クラス会一同　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

校友会談話室趣味の会一同　様

東京電機大学アマチュア無線部OM会　様

東京電機大学工学部第二部山岳部ＯＢ会（錦稜会）　様

東京電機大学空手部創立50周年記念ＯＢ一同　様

東京電機大学少林寺拳法部ＯＢ会　様



H25.3.31

申込者芳名　　団体

東京電機大学ワンダーフォーゲル部ＯＢ会　様

東京電機大学中学･高等学校　硬式テニス部OB会　様

電子工学科　大井尚一研究室ＯＢ・ＯＧ会　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

４４年卒２部電子工学科クラス会（４４ⅡＤ会）　様

平成２２年度卒業生懇親会出席者有志　様

高校三鷹寮会　様

高校42年電気科2組　様

財団法人　日本生体医工学会　様



H25.3.31

申込者芳名　　団体

ＩＤＣ２０１２実行委員会　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　あ

相川　昭仁　様 青木　秀夫　様 青山　勇　様

相﨑　勝藏　様 青木　博　様 青山　恭也　様

合津　武文　様 青木　正徳　様 青山　哲夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

相原　浩一　様 青木　義雄　様 青山　俊博　様

青木　一郎　様 青島　穰　様 明石　和男　様

青木　孝一　様 青島　矢一　様 安形　義明　様

青木　秀一　様 青柳　茂　様 赤津　真生　様

青木　照実　様 青柳　雅彦　様 秋鹿　為之　様



H25.3.31

申込者芳名　　あ

秋間　長次郎　様 明津　輝美　様 麻原　隆徳　様

秋元　治　様 浅井　修一　様 阿佐見　正雄　様

秋山　格之助　様 浅井　正法　様 浅見　光男　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

秋山　坦　様 浅井　信行　様 朝山　秀一　様

秋山　正則　様 浅香　忠男　様 芦原　利雄　様

阿久井　允　様 浅田　郁男　様 東　藤幸　様

芥川　昌明　様 浅沼　修一　様 アズラン　アズヒム　様

阿久津　義孝　様 浅野　和宏　様 阿髙　松男　様



H25.3.31

申込者芳名　　あ

安達　一夫　様 阿部　功　様 阿部　陽一　様

安達　定雄　様 阿部　勲　様 安部　芳久　様

足立　龍彦　様 安部　賢二　様 天谷　忠史　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

足立　直也　様 阿部　孝司　様 天海　俊男　様

安達　典彦　様 阿部　哲也　様 天野　泉　様

安達　雅春　様 阿部　浩美　様 天野　克己　様

阿藤　旬　様 阿部　浩之　様 網田　雄治　様

油谷　令尹子　様 阿部　誠　様 雨宮　剛　様



H25.3.31

申込者芳名　　あ

鮎田　裕司　様 荒井　春男　様 荒木　泰三　様

荒井　和夫　様 新井　久夫　様 荒木　信夫　様

新井　勝美　様 荒井　久　様 荒木　英夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

新井　清之　様 新井　史子　様 荒木　富美雄　様

新井　仁一　様 新井　光政　様 荒木　洋哉　様

荒井　精二　様 荒井　佑哉　様 荒谷　隆宏　様

新井　隆　様 荒川　和生　様 有岡　良洋　様

荒井　豊彦　様 荒川　滋男　様 有田　禮二　様



H25.3.31

申込者芳名　　あ

有馬　尊久　様 安藤　光男　様

有村　寿雄　様 安藤　実　様

安海　誠　様 安藤　宗則　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

安齋　克三　様 安藤　志朗　様

安斉　竜也　様

安藤　治　様

安藤　忠夫　様

安藤　正浩　様



H25.3.31

申込者芳名　　い

飯島　淳　様 五十嵐　滋　様 井口　知昭　様

飯島　巌　様 五十嵐　孝　様 池内　洋子　様

飯島　保行　様 五十嵐　光夫　様 池上　皓三　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

飯塚　茂夫　様 五十嵐　龍一　様 池上　省三　様

飯塚　大機　様 五十嵐　良　様 池田　彰　様

飯原　健二郎　様 猪狩　憲二　様 池田　二郎　様

井浦　雅司　様 幾島　賢治　様 池田　八十雄　様

井岡　昇一　様 井口　国武　様 池田　陽子　様



H25.3.31

申込者芳名　　い

池ノ谷　保雄　様 石井　達也　様 石川　潤　様

飯河　保　様 石井　満　様 石川　善二　様

井澤　隆　様 石井　善弘　様 石川　孝夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

石井　朗　様 石井　吉之　様 石川　隆　様

石井　功　様 石井　玲二　様 石川　恒夫　様

石井　英一郎　様 石垣　広明　様 石川　実　様

石井　敬吾　様 石川　明　様 石川　由美　様

石井　すみ江　様 石川　晃一　様 石川　隆造　様



H25.3.31

申込者芳名　　い

石黒　幸一　様 石田　正道　様 石塚　正英　様

石黒　鐵彦　様 石田　泰之　様 石束　幸男　様

石坂　暁　様 石田　幸夫　様 石飛　力　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

石坂　政晶　様 石津　勝彦　様 石鍋　廣二　様

石﨑　泰司　様 石塚　喜代治　様 石鍋　栄彦　様

石沢　岳彦　様 石塚　典之　様 石橋　一郎　様

石田　幸司　様 石塚　昌昭　様 石橋　十三　様

石田　真一　様 石塚　正彦　様 石橋　敏弘　様



H25.3.31

申込者芳名　　い

石橋　幸弘　様 板橋　利定　様 市木　惠子　様

石原　貴司　様 伊丹　勝　様 市毛　晋　様

石村　多門　様 市川　和男　様 一瀬　謙輔　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

泉　伸浩　様 市川　和幸　様 一色　利男　様

泉川　佐　様 市川　勝利　様 泉山　侃義　様

礒貝　良二　様 市川　武司　様 井出　明彦　様

磯原　正一　様 市川　浩孝　様 井手　勝美　様

井谷　次郎　様 市川　洋一　様 出原　和明　様



H25.3.31

申込者芳名　　い

出原　義明　様 伊東　敏昭　様 伊藤　靖夫　様

伊東　明俊　様 伊藤　俊雄　様 伊藤　靖宏　様

伊藤　功　様 伊藤　富勝　様 糸賀　浩市郎　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

伊東　和彦　様 伊藤　徳和　様 稲尾　栄一　様

伊藤　健　様 伊藤　宏和　様 稲垣　五郎　様

伊藤　進二　様 伊藤　裕　様 稲垣　護　様

伊藤　忠孝　様 伊藤　仁　様 稲葉　眞嗣　様

伊東　千秋　様 伊藤　正美　様 犬田　正美　様



H25.3.31

申込者芳名　　い

犬塚　功三　様 井上　善雄　様 射場本　忠彦　様

井野　悟　様 井上　礼次　様 伊原　啓次　様

猪野　卓一　様 猪瀨　和男　様 茨木　克博　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

井上　明　様 猪瀬　澄夫　様 茨木　昭一　様

井上　潮　様 猪股　邦臣　様 伊吹　行正　様

井上　清　様 猪又　昌和　様 今井　一夫　様

井上　輝雄　様 伊庭　修　様 今井　次彦　様

井上　通明　様 伊場　純雄　様 今泉　敏男　様



H25.3.31

申込者芳名　　い

今川　憲英　様 岩﨑　隆寿　様 岩永　弘　様

今川　正男　様 岩﨑　英之　様 岩永　正弘　様

井村　發博　様 岩澤　淳一　様 岩根　徳男　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

井山　義信　様 岩瀬　将美　様 岩花　和行　様

岩城　理規　様 岩田　和夫　様 岩本　一樹　様

岩崎　悦雄　様 岩田　秀夫　様 岩本　聡　様

岩崎　桂助　様 岩谷　伸明　様 印宮　登　様

岩崎　茂　様 岩坪　啓　様



H25.3.31

申込者芳名　　う

植木　數三　様 上野　賢司　様 上村　秀夫　様

植木　宏治　様 上野　哲夫　様 植村　八潮　様

植木　高司　様 上野　亨　様 氏家　徳治　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

上崎　康隆　様 上野　利郎　様 臼井　賢三　様

上田　芳正　様 上原　俊　様 薄井　英俊　様

植田　佳之　様 上原　尚文　様 臼杵　玲子　様

上西　栄太郎　様 上原　秀夫　様 宇田川　潔　様

上野　勝美　様 植松　津人　様 宇田川　邦明　様



H25.3.31

申込者芳名　　う

宇田川　清蔵　様 内田　知己　様 海川　次郎　様

内海　孝夫　様 内田　秀彰　様 梅田　伸一郎　様

内海　利治　様 内田　眞澄　様 梅田　延広　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

内川　義則　様 内田　裕司　様 梅田　政勝　様

打越　とも子　様 内田　らら　様 浦　靖彦　様

内田　功　様 内山　章夫　様 浦辺　邦雄　様

内田　純一　様 内山　朋子　様

内田　隆　様 内海　俊信　様



H25.3.31

申込者芳名　　え

江頭　勝己　様 江森　恒雄　様 遠藤　勇治　様

江田　覚　様 遠藤　勇　様 遠藤　和裕　様

越後　善哉　様 遠藤　修　様 遠藤　義則　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

榎本　一雄　様 遠藤　憲治　様 遠藤　良一　様

榎本　宏　様 遠藤　進　様 縁本　栄　様

江波戸　実　様 遠藤　常之　様

海老原　政男　様 遠藤　兌　様

江袋　林蔵　様 遠藤　広美　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

生川　昭夫　様 大跡　和子　様 大久保　裕一郎　様

及川　茂　様 大井　尚一　様 大黒　浩之　様

及川　富司　様 大石　丈夫　様 大桑　康　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

笈川　弘　様 大川　慶三　様 大越　和夫　様

追川　寛　様 大川内　潔　様 大越　広治　様

生沼　一幸　様 大木　実　様 大﨑　直紀　様

追分　育雄　様 大串　正彦　様 大作　弘之　様

尾内　勝正　様 大久保　靖　様 大澤　新吾　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

大澤　尊光　様 大園　成夫　様 太田　正之　様

大澤　敬　様 太田　昭男　様 太田　守昭　様

大澤　保男　様 太田　昭夫　様 大平　昭彦　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

大沢　康彦　様 太田　圭志　様 大髙　晴美　様

大島　榮司　様 太田　宗吉　様 大竹　義雄　様

大島　一男　様 太田　貴士　様 大舘　昌男　様

大城　重一　様 太田　勉　様 大谷　勝美　様

大関　昌平　様 太田　直寛　様 大谷　清文　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

大塚　国夫　様 大西　謙吾　様 大野　縁　様

大塚　國夫　様 大西　竹夫　様 大野　吉一　様

大塚　哲也　様 大貫　隆　様 大場　和幸　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

大塚　光夫　様 大沼　一博　様 大場　美穂子　様

大塚　靖直　様 大野　毅一　様 大橋　博益　様

大月　健一　様 大野　吉郎　様 大畑　庄司　様

大槻　桃治　様 大野　嗣孝　様 大原　孝夫　様

大西　和男　様 大野　基樹　様 大松　雅憲　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

大見　勇夫　様 大矢　大輔　様 岡島　英敏　様

大見川　匡人　様 大山　信久　様 小柏　弥生　様

大見謝　恒友　様 岡　敬三　様 岡田　榮一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

大宮　和貴　様 岡　良幸　様 岡田　史伸　様

大村　健二郎　様 岡井　弘　様 岡田　清一　様

大村　時博　様 岡崎　幸一郎　様 緒方　則嘉　様

大村　浩之　様 岡崎　隆司　様 岡田　浩　様

大森　義男　様 小笠原　敏博　様 岡田　正次　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

岡田　良治　様 岡本　勉　様 小川　忠靖　様

岡野　郁男　様 岡本　信彦　様 小川　時寛　様

岡野　格也　様 岡本　博美　様 小川　秀樹　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

岡野　栄　様 小川　家輝　様 小河　正男　様

岡部　和子　様 小川　和夫　様 小川　佳春　様

岡部　紳太郎　様 小川　清志　様 小河内　明　様

岡村　總吾　様 小川　金治　様 小木曽　高佐　様

岡村　喬　様 小川　隆　様 荻野　栄　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

荻原　寛　様 奥畑　清美　様 小澤　哲　様

荻原　浩　様 小熊　敏郎　様 小澤　隆　様

荻原　政夫　様 奥山　真樹　様 忍足　正雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

荻原　康弘　様 桶川　俊彦　様 押手　克夫　様

沖山　二郎　様 刑部　伸昭　様 小島　清　様

小口　淳史　様 尾﨑　義一　様 小島　純　様

小口　純利　様 長田　卓也　様 尾曽　利夫　様

奥西　進　様 小佐野　時雄　様 小髙　和章　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

小田川　隆夫　様 小沼　一吉　様 小野寺　満夫　様

小田切　金造　様 小野　和久　様 小畑　修二　様

越智　健一　様 小野　光栄　様 小畑　英幸　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

落合　一幸　様 小野　真一　様 小保方　富夫　様

落合　裕　様 小野　洋子　様 小俣　好作　様

小塚　和盛　様 小野　喜章　様 小俣　拓也　様

男澤　一男　様 小野　亘　様 尾町　秀樹　様

男山　光男　様 尾上　清英　様 小山田　直樹　様



H25.3.31

申込者芳名　　お

折小野　豊寿　様

織間　雅史　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　か

甲斐　貴幸　様 笠井　利郎　様 鹿志村　雅行　様

甲斐　睦了　様 笠原　修治　様 梶山　泰治　様

改正　逸雄　様 風間　茂穂　様 柏﨑　尚也　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

海津　武尚　様 風間　徹　様 柏谷　昌弘　様

貝塚　進　様 梶佐古　俊彰　様 加園　富男　様

街道　和子　様 鹿島　正春　様 片岡　悦郎　様

加賀　隆　様 樫村　重慶　様 片岡　一夫　様

柿沼　孝一　様 梶村　常男　様 片岡　哲哉　様



H25.3.31

申込者芳名　　か

片岡　成行　様 片寄　健一　様 加藤　三郎　様

片野　恒治　様 勝　泰彦　様 加藤　勝一　様

片野　義雄　様 勝間　忠司　様 加藤　仁二郎　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

片山　淳一郎　様 加藤　彰　様 加藤　誉至　様

片山　忠彦　様 加藤　栄治　様 加藤　貴仁　様

片山　敏也　様 加藤　克己　様 加藤　隆之　様

片山　福雄　様 加藤　啓司　様 加藤　浩章　様

片山　正則　様 加藤　禎彦　様 加藤　誠　様



H25.3.31

申込者芳名　　か

加藤　正朗　様 金井　弘　様 金子　毅　様

加藤　康太郎　様 金内　啓晃　様 金子　敏夫　様

加藤　幸男　様 金﨑　勉　様 金子　久佳　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

加藤　義明　様 金澤　富士男　様 金子　英史　様

加藤　善郎　様 金澤　康宏　様 金子　博美　様

上遠野　拓　様 金森　卓志　様 金子　二四男　様

廉澤　武紀　様 可児　弘光　様 金子　満　様

門田　亀喜　様 蟹谷　哲　様 金子　充　様



H25.3.31

申込者芳名　　か

金刺　一雄　様 狩野　連男　様 鎌田　憲嗣　様

金田　輝男　様 加納　俊之　様 鎌田　博史　様

金田　俊也　様 加納　松男　様 鎌田　真奈美　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

金田　豊　様 鏑木　啓麿　様 鎌田　稔　様

兼松　宏維　様 鏑木　康夫　様 釜道　紀浩　様

金安　義厚　様 壁矢　浩一　様 釜本　勝　様

鹿野　英男　様 鎌田　厚　様 神　浅造　様

鹿野　雅巳　様 鎌田　郁夫　様 上浦　基　様



H25.3.31

申込者芳名　　か

神岡　道隆　様 神村　昭一　様 鴨井　正昭　様

神垣　辰也　様 神谷　進一　様 茅森　肇　様

神里　恵亮　様 神谷　文夫　様 唐澤　孝行　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

神里　健次　様 神谷　正則　様 苅込　正敞　様

神里　常行　様 上山　正一　様 刈茅　隆幸　様

上司　豊　様 亀井　邦夫　様 河井　宏允　様

上西　寛一郎　様 亀岡　利行　様 川合　正治　様

上ノ内　利枝　様 亀田　哲夫　様 川勝　真喜　様



H25.3.31

申込者芳名　　か

川上　茂　様 河島　和幸　様 川谷　一夫　様

川上　準二　様 川島　忠雄　様 川西　広明　様

川上　正夫　様 川島　正也　様 河野　吉伸　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

川口　榮一　様 川澄　正史　様 笠原　光治　様

川口　猛志　様 川添　晋義　様 河原塚　眞　様

川口　渉　様 川添　啓司　様 河邉　長己　様

河治　利幸　様 川田　一美　様 川村　繁木　様

川島　一郎　様 川田　伸一　様 河村　季友　様



H25.3.31

申込者芳名　　か

河村　幸夫　様

川村　豊　様

神田　一雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

神田　邦昭　様

神取　正裕　様

神野　清　様

菅野　實　様

鎌原　今朝雄　様



H25.3.31

申込者芳名　　き

木岡　聡　様 岸田　栄二　様 北野　幹男　様

菊池　光二　様 岸本　哲夫　様 北原　秀彦　様

菊池　順一　様 北川　香織　様 北原　文雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

菊池　紳一　様 北川　通彦　様 北股　学　様

菊池　守　様 北島　正雄　様 北見　正通　様

菊池　通彦　様 北島　義一　様 北村　正實　様

菊池　由美子　様 北爪　曻　様 北村　三男　様

岸　英司　様 北野　智子　様 吉川　敏正　様



H25.3.31

申込者芳名　　き

橘川　良英　様 君塚　純一　様 桐原　慎治　様

木戸　能史　様 木村　勢一　様 桐原　真寿美　様

絹川　博之　様 木村　正　様 喜連川　功美子　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

記野　紘吉　様 木村　柾活　様 金城　良駿　様

木下　英太　様 木村　芳嗣　様 金原　好伸　様

木下　省三　様 木村　隆一　様

木下　智雄　様 木元　孟　様

木下　英一　様 清田　賀史　様



H25.3.31

申込者芳名　　く

草野　健二　様 久保木　忠三　様 熊倉　得一　様

草野　幹雄　様 久保田　明夫　様 倉科　郁子　様

草場　征郎　様 久保田　要　様 倉島　美江　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

久慈　裕　様 久保田　啓嗣　様 倉島　満　様

葛目　勝彦　様 久保田　利雄　様 藏園　和紀　様

工藤　智規　様 熊岡　正信　様 倉田　憲治　様

工藤　久紀　様 熊谷　宏平　様 倉田　茂　様

國安　忠利　様 熊木　繁　様 倉田　信夫　様



H25.3.31

申込者芳名　　く

倉田　康弘　様 栗本　正雄　様 黒沢　昌弘　様

栗城　眞也　様 黒井　光男　様 黒田　圭二　様

栗田　秀実　様 黒川　兼弘　様 黒田　友光　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

栗田　宏　様 黒川　榮　様 黒田　真雄　様

栗原　克典　様 黒川　暢夫　様 桑田　直樹　様

栗原　正行　様 黒古　敦　様 桑田　佳雄　様

栗原　美記雄　様 黒沢　治郎　様 桑原　健　様

栗本　憲　様 黒沢　利夫　様 桑原　典之　様



H25.3.31

申込者芳名　　け

劔山　和博　様

剱持　雄夫　様

剣持　常行　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　こ

小池　一郎　様 小泉　明弘　様 小内　一郎　様

小池　英二　様 小泉　勘次　様 河野　朗　様

小池　進　様 小泉　善吉　様 甲野　勇　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

小池　強　様 小泉　寿男　様 河野　伊智朗　様

小池　貞二　様 小泉　秀明　様 髙野　祥司　様

小池　誠　様 小泉　正和　様 神戸　康吉　様

小池　実智子　様 小岩　勝郎　様 郷間　隆一　様

小石　英明　様 小祝　寿一　様 幸谷　智　様



H25.3.31

申込者芳名　　こ

髙野　昭雄　様 小島　進　様 小杉　茂樹　様

小鍛治　満夫　様 小島　保　様 小杉　直久　様

小金　政博　様 小島　哲治　様 小須田　優介　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

小口　祐司　様 小島　秀樹　様 小滝　國雄　様

小島　勇　様 小島　正幸　様 小谷　薫　様

小島　一記　様 小嶋　正之　様 小谷　忠正　様

小島　啓一　様 五十木　啓　様 小谷　誠　様

児島　三郎　様 小代　孝雄　様 小谷　良信　様



H25.3.31

申込者芳名　　こ

児玉　浩司　様 木間　孔平　様 小林　広治　様

小玉　博三　様 木場　茂樹　様 小林　敏志　様

小寺　俊輔　様 小林　明人　様 小林　敏　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

後藤　明　様 小林　一喜　様 小林　淳郎　様

後藤　晃志　様 小林　清　様 小林　進　様

湖東　重　様 小林　清人　様 小林　清一郎　様

後藤　誠　様 小林　健治　様 小林　孝　様

後藤　良夫　様 小林　賢郎　様 小林　武司　様



H25.3.31

申込者芳名　　こ

小林　利信　様 小林　幸宏　様 小峯　数貴　様

小林　俊宏　様 小檜山　勉　様 小峯　龍男　様

小林　俊康　様 小檜山　昇　様 小峯　義治　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

小林　富次　様 小堀　充夫　様 小美濃　友夫　様

小林　昇　様 小堀　裕司　様 小宮　耕一郎　様

小林　春美　様 駒井　聡　様 小宮　多喜次　様

小林　葆　様 駒切　克子　様 小見山　伸彦　様

小林　康甫　様 五味　鎮一　様 小向　龍悦　様



H25.3.31

申込者芳名　　こ

小村　積善　様 小山　恭男　様 今野　賢一　様

小室　陽一　様 午来　正明　様 今野　広行　様

小森谷　崇　様 今　耕　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

小森谷　工　様 近藤　秀衛　様

小山　彰　様 近藤　史生　様

小山　滋　様 近藤　正志　様

小山　徹　様 近藤　稔　様

児山　秀晴　様 近藤　友理子　様



H25.3.31

申込者芳名　　さ

雑賀　高　様 斉藤　啓志　様 齋藤　廣司　様

齊木　政美　様 齊藤　進　様 齋藤　操　様

斎田　昭二　様 斉藤　武男　様 齋藤　裕也　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

齋藤　明　様 齋藤　彪　様 斎藤　行明　様

齋藤　篤滋　様 齋藤　哲郎　様 齊藤　豊　様

齋藤　巌　様 斎藤　友永　様 齋藤　吉敬　様

齋藤　修　様 斉藤　等　様 齋藤　佳之　様

斎藤　修　様 斉藤　弘　様 三枝　貞勇　様



H25.3.31

申込者芳名　　さ

酒井　昭一　様 阪田　健　様 坂本　正一　様

酒井　美紀子　様 坂田　英明　様 坂本　正一　様

酒井　光尚　様 坂爪　正志　様 坂本　道男　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

坂井　祐子　様 坂場　光三　様 坂本　道男　様

坂井　陽一　様 坂本　好一　様 坂本　祐子　様

榊原　康幸　様 坂本　尚平　様 佐川　勤　様

坂口　竹夫　様 坂本　英男　様 佐久間　弘二　様

坂田　栄　様 坂本　允　様 佐久間　信一郎　様



H25.3.31

申込者芳名　　さ

佐久間　孝義　様 笹川　誠一　様 佐々木　弘　様

作道　省二　様 佐々木　功　様 佐々木　弘忠　様

櫻井　隆　様 佐々木　栄治　様 佐々木　文夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

櫻井　誠　様 佐々木　隆　様 佐々木　康聡　様

桜井　正敦　様 佐々木　隆人　様 笹本　真　様

櫻井　ゆき子　様 佐々木　孝行　様 笹森　裕一　様

迫　豊太郎　様 佐々木　卓美　様 指野　俊浩　様

笹　眞一郎　様 佐々木　唯義　様 佐竹　二郎　様



H25.3.31

申込者芳名　　さ

佐竹　弘匡　様 佐藤　隆則　様 佐藤　美恵子　様

佐々　裕成　様 佐藤　忠己　様 佐藤　美代子　様

里居　光　様 佐藤　仲男　様 佐藤　盛夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

佐藤　昭彦　様 佐藤　信一　様 佐藤　守孝　様

佐藤　一人　様 佐藤　典志　様 佐藤　有妃子　様

佐藤　勝美　様 佐藤　浩　様 佐藤　義衛　様

佐藤　敬子　様 佐藤　寛　様 佐藤　義雄　様

佐藤　清吉　様 佐藤　昌己　様 佐藤　義雄　様



H25.3.31

申込者芳名　　さ

佐藤　龍　様 澤井　敏雄　様 澤村　光仁　様

里見　大三　様 澤内　理　様 三箇　俊春　様

里見　忠篤　様 澤栗　裕二　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

里村　行祥　様 澤田　義一　様

佐取　正博　様 沢田　清美　様

佐野　文一郎　様 澤田　新作　様

佐羽内　春夫　様 澤田　靖高　様

座間　昭　様 澤野　孝行　様



H25.3.31

申込者芳名　　し

椎名　貴快　様 塩野谷　孝　様 篠　昌治　様

椎名　敏子　様 重野　俊和　様 篠澤　篤　様

椎葉　究　様 紫合　治　様 篠田　浩二　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

潮上　和史　様 志小田　寿一　様 篠原　和夫　様

潮上　博通　様 静谷　春行　様 篠原　太郎　様

塩瀬　喜一　様 下道　美智子　様 篠原　直栄　様

塩田　和生　様 市東　利一　様 篠宮　康展　様

汐月　哲夫　様 篠　彰彦　様 柴田　明　様



H25.3.31

申込者芳名　　し

柴田　一正　様 澁谷　健治　様 島野　和良　様

柴田　定康　様 渋谷　直克　様 清水　昭　様

柴田　尚久　様 嶋﨑　真理　様 清水　修　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

芝田　敏　様 島田　智光　様 清水　勝彦　様

柴田　将志　様 島田　宣彦　様 清水　清　様

柴田　優　様 島田　元三郎　様 清水　浩二　様

柴田　優　様 嶋津　一　様 清水　輝夫　様

渋谷　啓次　様 島根　則明　様 清水　利雄　様



H25.3.31

申込者芳名　　し

清水　則夫　様 志村　勉　様 下津　由子　様

清水　久夫　様 志村　仁　様 下花　寛郎　様

清水　裕明　様 志村　文彦　様 下村　孝　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

清水　浩　様 下井　泰典　様 下山　祐之輔　様

清水　雅博　様 下坂　昭男　様 十文字　史朗　様

清水　康夫　様 下田　武夫　様 正田　隆雄　様

清水　洋一　様 下田　信之　様 上西　和信　様

清水　義繼　様 下津　裕　様 生部　誠　様



H25.3.31

申込者芳名　　し

白井　克幸　様 神　修一　様 新保　千秋　様

白井　基康　様 新海　公彦　様 神保　秀美　様

白石　堅司　様 新貝　庄司　様 神保　良博　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

白川　忠　様 新宮　幸成　様 新明　伸市　様

白川　真理子　様 新沢　誠　様 新好　正太郎　様

白川　善隆　様 新出　浩丈　様

白土　幸男　様 神藤　良康　様

白松　義朗　様 榛葉　實　様



H25.3.31

申込者芳名　　す

末松　俊成　様 菅原　和彦　様 杉澤　裕　様

須賀　孝次　様 菅原　淳　様 杉野　有充　様

菅井　隆一　様 菅原　俊雄　様 杉野　達雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

菅野　正　様 杉浦　修　様 杉野　昌扶　様

菅原　秀雄　様 杉浦　修司　様 杉野　實　様

菅谷　克己　様 杉浦　武　様 杉原　裕征　様

菅谷　三樹生　様 杉江　俊昭　様 杉原　義文　様

菅谷　洋二郎　様 杉崎　茂　様 杉本　圭右　様



H25.3.31

申込者芳名　　す

杉本　憲一　様 杉山　秀男　様 鈴木　永一　様

杉本　重実　様 杉山　誠　様 鈴木　修　様

杉本　寿治　様 勝呂　正彦　様 鈴木　克已　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

杉森　岩雄　様 鈴川　曜子　様 鈴木　邦男　様

杉山　和男　様 鈴木　明弘　様 鈴木　憲一　様

杉山　克雄　様 鈴木　彰　様 鈴木　功一　様

杉山　克美　様 鈴木　一夫　様 鈴木　孝二　様

杉山　元　様 鈴木　一成　様 鈴木　幸夫　様



H25.3.31

申込者芳名　　す

鈴木　聡　様 鈴木　隆利　様 鈴木　男人　様

鈴木　聖子　様 鈴木　琢也　様 鈴木　信行　様

鈴木　仁　様 鈴木　健雄　様 鈴木　昇　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

鈴木　信一　様 鈴木　雄士　様 鈴木　肇　様

鈴木　信吾　様 鈴木　力　様 鈴木　博　様

鈴木　仁治　様 鈴木　恒男　様 鈴木　誠　様

鈴木　高一　様 鈴木　剛　様 鈴木　正樹　様

鈴木　隆　様 鈴木　剛　様 鈴木　雅人　様



H25.3.31

申込者芳名　　す

鈴木　將成　様 鈴木　美晴　様 砂押　文豊　様

鈴木　正広　様 鈴木　義久　様 砂川　正治　様

鈴木　基支　様 須田　秀二　様 角倉　貢　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

鈴木　康暢　様 須田　毅　様 摺田　祐司　様

鈴木　雄三　様 須田　友道　様

鈴木　勇輝男　様 須田　康宏　様

鈴木　行夫　様 須藤　豊和　様

鈴木　洋三　様 須藤　福三　様



H25.3.31

申込者芳名　　せ

清田　均治　様 関口　武英　様 瀨﨑　幸　様

瀬尾　忠　様 関口　伸夫　様 瀬田　寿男　様

瀬川　和孝　様 関口　好正　様 瀬沼　宏実　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

関　忠行　様 関根　敏博　様 世良　信夫　様

関　義行　様 関根　正慶　様 仙波　薫　様

関口　恵実　様 関根　三和男　様 銭場　正展　様

関口　清　様 関野　正俊　様

関口　順　様 関本　雄二　様



H25.3.31

申込者芳名　　そ

相知　賢司　様 曽根　清　様

相馬　洋子　様 杣田　潤哉　様

相馬　齊　様 染谷　浩一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

相馬　義雄　様 反町　三男　様

宗前　尚子　様

曽我　富治　様

曽田　純夫　様

曽田　孝志　様



H25.3.31

申込者芳名　　た

田内　耕吉　様 髙木　寿和　様 髙﨑　明　様

髙　為重　　様 高木　雅之　様 高階　重昭　様

多賀　信彦　様 髙木　實　様 髙島　重行　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

高井　裕司　様 髙木　幸雄　様 髙杉　信美　様

髙尾　菊男　様 高木田　翼　様 高田　敦夫　様

高岡　伸夫　様 髙久　清子　様 髙田　謙治郎　様

高垣　公男　様 高久　廣毅　様 髙田　浩司　様

髙木　精一　様 髙桑　哲夫　様 高田　優　様



H25.3.31

申込者芳名　　た

高津　修一　様 髙野　善弘　様 高橋　悟朗　様

髙津　利男　様 高橋　章夫　様 高橋　昭一　様

高塚　孝二　様 高橋　英治　様 高橋　誠一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

髙野　聰　様 髙橋　修　様 高橋　泰三　様

高埜　則和　様 高橋　薫　様 髙橋　毅　様

高野　光　様 髙橋　勝俊　様 髙橋　達大　様

髙野　雅郎　様 髙橋　健司　様 髙橋　勉　様

高野　正也　様 髙橋　宏一郎　様 髙橋　哲二　様



H25.3.31

申込者芳名　　た

髙橋　時市郎　様
髙橋　幹夫　様

髙橋　善浩　様

髙橋　德行　様
髙橋　光雄　様

高浜　一明　様

髙橋　秀幸　様
高橋　実　様

田上　和男　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

髙橋　弘治　様
髙橋　稔　様

髙見澤　計夫　様

高橋　溥芳　様
高橋　陽子　様

高宮　勝広　様

高橋　正成　様
高橋　愛朗　様

高村　淑彦　様

高橋　昌久　様
高橋　良夫　様

田ヶ谷　正久　様

髙橋　倍男　様
髙橋　資朋　様

髙山　誠　様



H25.3.31

申込者芳名　　た

高山　守彦　様 武井　久美　様 武内　英嗣　様

田川　豊成　様 竹内　淳　様 竹内　護　様

滝澤　弘行　様 竹内　勇夫　様 竹内　實　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

瀧田　博次　様 竹内　清　様 竹内　礼司　様

田口　大輔　様 竹内　尚　様 竹岡　右二　様

田口　達也　様 武内　昭二　様 武川　裕之　様

田口　直樹　様 竹内　恒夫　様 竹腰　昇　様

田窪　昭夫　様 竹内　一　様 竹沢　通夫　様



H25.3.31

申込者芳名　　た

竹島　清　様 武山　英美　様 橘　房春　様

武田　憲治　様 武山　良雄　様 立花　昌之　様

竹田　重義　様 田澤　義彦　様 立澤　雄一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

武田　泰雄　様 但馬　勉　様 龍田　勝利　様

竹原　誠　様 田嶋　利雄　様 伊達　馨　様

竹原　正和　様 田城　賢次　様 伊達　星夫　様

竹前　英一　様 田代　政和　様 立石　広　様

武正　禮二　様 多田　碩佳　様 田所　勤　様



H25.3.31

申込者芳名　　た

田名網　秀一　様 田中　哲治　様 田中　義昭　様

田中　確　様 田中　照雄　様 田中　義信　様

田中　乙次　様 田中　秀明　様 田辺　慰佐雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

田中　研一　様 田中　秀定　様 田邉　和彦　様

田中　五郎　様 田中　政雄　様 田邊　直秀　様

田中　幸子　様 田中　貢　様 田辺　裕智　様

田中　慎太郎　様 田中　實　様 田邊　正俊　様

田中　建夫　様 田中　祐司　様 谷　晴輝　様



H25.3.31

申込者芳名　　た

谷岡　恵一　様 玉川　浩毅　様 田村　修　様

谷川　治夫　様 玉熊　豊　様 田村　圭三　様

谷畑　顕　様 玉野　和信　様 田村　修一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

田沼　敏彦　様 田丸　寿幸　様 田村　信一　様

田沼　秀夫　様 田丸　健一郎　様 田村　文誉　様

田畑　孝　様 田宮　純　様 垂井　浩　様

田畑　正幸　様 田村　昭雄　様

玉井　治久　様 田村　修身　様



H25.3.31

申込者芳名　　ち

力石　一穂　様

千葉　公胤　様

千葉　政邦　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

中鉢　博　様



H25.3.31

申込者芳名　　つ

塚本　滋　様 土屋　善嗣　様 角田　充弘　様

佃　浩睦　様 都築　義則　様 坪井　加賀子　様

佃　正道　様 堤　利弘　様 坪内　暁夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

辻　貞夫　様 堤　美江子　様 積田　洋　様

辻　義夫　様 常廣　武雄　様 津留　英司　様

土屋　利夫　様 角井　幸一　様 鶴岡　泰志　様

土屋　百合子　様 角田　今朝秋　様 鶴崎　正二郎　様

土屋　洋一　様 角田　誠二　様 鶴田　克　様



H25.3.31

申込者芳名　　つ

鶴見　治人　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　て

鄭　以勤　様

寺内　全次　様

寺川　俊昭　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

寺倉　守　様

寺島　精一郎　様

寺島　敏雄　様

寺薗　信一　様

寺林　進　様



H25.3.31

申込者芳名　　と

土井　四三吉　様 遠山　毅　様 徳弘　勝由　様

土井　信行　様 外川　克之　様 土佐　壯一　様

土井　正美　様 徳田　省吾　様 土信田　良市　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

土井根　道和　様 德田　太郎　様 栃澤　義秋　様

道工　登志也　様 徳竹　茂　様 戸塚　英雄　様

當摩　勝章　様 戸口　久三郎　様 土橋　恒二　様

遠峯　豊　様 徳永　靖雄　様 土肥　操　様

遠山　功　様 徳久　昌之　様 飛田　孝作　様



H25.3.31

申込者芳名　　と

戸辺　義人　様 朝武　清実　様

冨木　淳史　様 友常　岳浩　様

富澤　和弘　様 友常　直美　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

冨田　文雄　様 戸谷　豊継　様

冨塚　功　様 豊田　孝一　様

冨所　広明　様 豊田　茂雄　様

冨永　恒夫　様 豊田　正夫　様

富山　直彦　様 鳥山　勇二　様



H25.3.31

申込者芳名　　な

内藤　敏勝　様 中川　清信　様 仲里　猛　様

中　毅志　様 中川　辰夫　様 中沢　洋幸　様

中井　一郎　様 中川　俊光　様 中沢　文夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

中井　忠義　様 中川　正夫　様 長澤　将章　様

長尾　淳三　様 中茎　仁志　様 中島　功　様

長尾　武　様 中倉　義昭　様 中島　修　様

中岡　芳彦　様 中込　元次　様 中島　和夫　様

中上　尊義　様 中込　庫太　様 中島　清次　様



H25.3.31

申込者芳名　　な

長嶋　辰雄　様
中條　寛　様 中西　剛司　様

中島　庸元　様
長瀬　貫窿　様 中西　洋夫　様

長島　宏明　様
永瀬　崇行　様 中庭　利雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

中島　文六　様
長瀬　唯夫　様 中根　勝見　様

中島　政良　様
中田　毅　様 長野　あやめ　様

中島　靖男　様
永田　稔幸　様 中野　順二　様

中島　康行　様
中田　日出男　様 中野　清司　様

長島　良太　様
仲出川　義夫　様 中野　壯午　様



H25.3.31

申込者芳名　　な

中野　哲夫　様
中林　薫　様 中村　克彦　様

中ノ　勇人　様
中林　孝司　様 中村　喜一郎　様

中野　広生　様
永原　勇　様 中村　功治　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

永野　正夫　様
長原　礼宗　様 中村　昭一　様

中野　真宏　様
中松　亘　様 中村　尚五　様

中野　道夫　様
中村　明生　様 中村　庄吾　様

中野　康夫　様
中村　彰　様 中村　章司　様

中野　喜正　様
中村　和敬　様 中村　創一　様



H25.3.31

申込者芳名　　な

中村　隆昭　様 中村　典孝　様 中村　康博　様

中村　崇　様 中村　秀人　様 中村　裕一　様

中村　勉　様 中村　英俊　様 中村　良一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

中村　常雄　様 中村　寛仁　様 中本　敏夫　様

中村　毅　様 中村　文建　様 中谷　信吾　様

中村　俊勝　様 中村　政雄　様 中山　博至　様

中村　富雄　様 中村　正弘　様 中山　勝　様

中村　信尚　様 中村　正行　様 中山　幹夫　様



H25.3.31

申込者芳名　　な

夏目　弘文　様 奈良　治　様

七井　正三　様 楢木野　正　様

生井　勇　様 楢原　正平　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

浪江　光興　様 南郷　英二　様

並木　昭夫　様 難波　貴和　様

並木　武治　様 難波　六三郎　様

行方　博　様

行方　啓師　様



H25.3.31

申込者芳名　　に

新島　秋広　様 西尾　経　様 西田　光男　様

新島　基　様 西方　正司　様 西出　章　様

新津　安男　様 西川　善雄　様 西野　昭夫　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

新津　靖　様 西川　吉二　様 西野　逸郎　様

新妻　喜男　様 西澤　武見　様 西牧　啓　様

二階堂　邦彦　様 西條　和男　様 西丸　三善　様

西　敏也　様 西田　孝一　様 西村　雅史　様

西海　勝男　様 西田　順　様 西山　修一　様



H25.3.31

申込者芳名　　に

二宮　昭雄　様

二ノ宮　達夫　様

二宮　大和　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

二瓶　敦子　様

二瓶　光弥　様

丹羽　勲　様

庭木　保兆　様

任　向実　様



H25.3.31

申込者芳名　　ぬ

糠谷　寿克　様

沼田　良男　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　ね

根岸　宏明　様

根津　功　様

根本　幾　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

根本　美樹　様

根本　渡　様



H25.3.31

申込者芳名　　の

野上　義照　様 野中　一洋　様

野口　賢三　様 信田　卓也　様

野口　芳信　様 野村　俊哉　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

野澤　眞一　様 野村　睦男　様

野澤　武　様

野田　昭宏　様

野田　和宏　様

野地　恭弘　様



H25.3.31

申込者芳名　　は

袴田　明　様 橋詰　政典　様 長谷川　昭仁　様

萩田　隆昭　様 橋羽　克典　様 長谷川　明史　様

萩野　茂　様 橋本　淳　様 長谷川　晃　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

萩原　英二　様 橋本　歩美　様 長谷川　勇　様

萩原　茂夫　様 橋本　勝人　様 長谷川　一也　様

箱崎　健一　様 橋本　剛　様 長谷川　鶴吉　様

橋浦　保雄　様 橋本　正篤　様 長谷川　敏泰　様

橋谷　貞亮　様 蓮池　幸一　様 長谷川　雅夫　様



H25.3.31

申込者芳名　　は

長谷川　守一　様 初澤　佐次　様 花嶋　秀年　様

長谷川　幸男　様 服部　公也　様 花田　庄一　様

長谷部　勝治　様 服部　亜光　様 花田　光幸　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

端　正記　様 服部　賢　様 花山　康雄　様

畠山　省四朗　様 服部　良司　様 羽石　欣也　様

畠田　孝人　様 羽鳥　千明　様 馬場　久幸　様

秦野　益人　様 花岡　郁男　様 馬場　聖彦　様

畑山　忠　様 花岡　雅晴　様 浜　政男　様



H25.3.31

申込者芳名　　は

濵﨑　雅春　様 林　一男　様 林　俊典　様

濱田　浩一　様 林　喜一郎　様 林　典門　様

野　秀男　様 林　欽治　様 林　秀雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

早川　和利　様 林　健一　様 林　弘　様

早川　晃三　様 林　進　様 林　正詔　様

早川　肇臣　様 林　晋　様 林田　正光　様

早川　文夫　様 林　清次　様 羽山　宏　様

林　晃　様 林　猛　様 速水　浩　様



H25.3.31

申込者芳名　　は

原　薫　様 原田　隆司　様 伴　明美　様

原　和弘　様 原田　英雄　様 伴　捷二郎　様

原　秀明　様 原田　浩　様 半田　尚二　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

原　正美　様 原田　浩　様 坂東　日出彦　様

原　喜徳　様 原田　紘光　様

原川　徹　様 原山　政喜　様

原口　律雄　様 春山　登志幸　様

原島　辰夫　様 春山　康弘　様



H25.3.31

申込者芳名　　ひ

桧垣　正紀　様 引地　拓夫　様 日向　英吉　様

檜垣　裕美子　様 樋口　幸司　様 姫野　富雄　様

東　健次　様 樋口　幸雄　様 日吉　信幸　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

東　紀夫　様 久松　欣四郎　様 日吉　義郎　様

東　陽一　様 久松　隆　様 平井　永治　様

東島　一晃　様 日高　卓哉　様 平岩　昭三　様

東田　薫　様 肥田野　芳夫　様 平尾　正　様

東野　好孝　様 人見　実　様 平尾　隆一　様



H25.3.31

申込者芳名　　ひ

平川　吉治　様 平沼　髙明　様 平原　真弓　様

平久江　真治　様 平野　健治　様 平元　真　様

平栗　健二　様 平野　貞夫　様 蛭間　栄一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

平栗　政和　様 平野　聡　様 比留間　幸男　様

平田　崇将　様 平野　孝雄　様 廣井　徹麿　様

平田　眞浩　様 平野　祐次　様 廣井　啓章　様

平塚　洋子　様 平野　喜久　様 廣川　恒男　様

平沼　大輔　様 平林　和夫　様 廣川　利男　様



H25.3.31

申込者芳名　　ひ

広澤　哲也　様

広瀬　勇　様

廣瀬　眞一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

廣瀬　誠司　様

廣瀬　珠枝　様

廣瀬　保夫　様

廣田　富三　様

廣根　敏郎　様



H25.3.31

申込者芳名　　ふ

ファン　ダット　ニャン　様 福石　忠男　様 福田　和夫　様

笛木　美代子　様 福澤　良明　様 福田　堯行　様

深海　和太郎　様 福嶋　一憲　様 福田　秀朗　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

深澤　克也　様 福嶋　邦夫　様 福田　秀一　様

深津　信夫　様 福嶋　尊　様 福田　雅章　様

深津　英親　様 福島　晴雄　様 福田　光政　様

福井　えつ子　様 福住　一幸　様 福田　泰司　様

福井　伸良　様 福田　一昭　様 福田　雄二　様



H25.3.31

申込者芳名　　ふ

福田　好記　様 藤井　誠　様 藤田　不二男　様

福永　健　様 藤枝　宏之　様 藤田　光政　様

福村　直則　様 藤生　忠男　様 藤田　稔　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

福本　光朗　様 藤木　武夫　様 藤浪　日出男　様

福山　勝英　様 藤倉　信一郎　様 藤野　明　様

藤　靖彦　様 藤澤　明　様 藤野　三十夫　様

藤井　一夫　様 藤島　智二　様 藤野　孝　様

藤井　鉄次　様 藤田　福徳　様 藤野　輝久　様



H25.3.31

申込者芳名　　ふ

藤野　廣治　様 藤谷　光男　様 古谷　嘉男　様

藤巻　和允　様 藤原　範尚　様 古月　輝昭　様

藤巻　俊輔　様 藤原　幹人　様 古本　篤　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

藤巻　正良　様 藤原　リナ　様 古本　肇　様

藤巻　良彦　様 古川　浄　様 古谷　秋夫　様

藤丸　義尋　様 古川　智治　様 古谷　重雄　様

伏見　眞　様 古澤　建二　様 古屋　省吾　様

藤本　明　様 古田　勝久　様



H25.3.31

申込者芳名　　へ

別所　謙一郎　様

別府　明雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　ほ

保泉　正博　様 星野　徳行　様 堀内　久太郎　様

坊　英一郎　様 星野　博　様 堀内　敏行　様

寳迫　武宗　様 星野　正巳　様 堀内　満　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

保木　敏明　様 細井　直市　様 堀江　泉　様

穗坂　衛　様 細井　春久　様 堀江　武　様

保坂　好勝　様 発知　祐夫　様 堀江　幸夫　様

星川　賢司　様 堀　秀行　様 堀川　信一　様

星野　士郎　様 堀　真治　様 堀川　守　様



H25.3.31

申込者芳名　　ほ

堀切　利一　様 本間　史雄　様

堀越　登　様 本間　稔　様

堀田　清春　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

本澤　壽郎　様

本多　慈昭　様

本田　喜德　様

本間　和明　様

本間　哲夫　様



H25.3.31

申込者芳名　　ま

間永　英夫　様 前野　惠一　様 馬籠　良英　様

前澤　利次　様 眞柄　和明　様 政木　一央　様

前島　秀彦　様 牧野　伸治　様 真崎　宏三　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

前角　典男　様 牧野　忠昌　様 増岡　一典　様

前田　忠彦　様 牧野　哲司　様 益子　重雄　様

前田　寿明　様 槙本　繁　様 増田　英二　様

前田　義昭　様 真久　光雄　様 増田　乾　様

前田　吉彦　様 幕田　俊勝　様 増田　定男　様



H25.3.31

申込者芳名　　ま

益山　茂　様 松井　才佳　様 松岡　正憲　様

増山　民夫　様 松井　安雄　様 松川　公一　様

益山　正人　様 松浦　昭吾　様 松坂　勇　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

町　好雄　様 松浦　徹也　様 松坂　喜徳　様

町田　純一　様 松浦　謙之　様 松澤　国晃　様

町田　真弓　様 松尾　隆德　様 松澤　武　様

町野　利道　様 松岡　富夫　様 松下　寛　様

松井　一雄　様 松岡　博昭　様 松下　清　様



H25.3.31

申込者芳名　　ま

松田　恒征　様 松永　充枝　様 松本　夏寅　様

松田　敏春　様 松野　宏　様 松本　袈裟文　様

松田　安彦　様 松原　勉　様 松本　憲治　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

松戸　與亮　様 松久　文雄　様 松本　進一路　様

松永　惣平　様 松丸　照代　　様 松本　隆治　様

松永　剛　様 松村　照司　様 松本　直記　様

松永　宣男　様 松村　右　様 松本　伸之　様

松永　優　様 松村　晴夫　様 松本　博樹　様



H25.3.31

申込者芳名　　ま

松本　宏　様
丸山　俊介　様

松本　勝　様
丸山　得次　様

松本　遼　様
丸山　宏　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

松山　大治　様
丸山　裕之　様

的場　克己　様
丸山　雄三　様

間邊　幸三郎　様
丸山　好英　様

丸田　修士　様

丸橋　幸保　様



H25.3.31

申込者芳名　　み

三浦　章　様 三木　祐司　様 水野　洋　様

三浦　浩一　様 三坂　令　様 水野　護誠　様

三浦　澄明　様 見﨑　正行　様 溝井　孝治　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

三浦　孝夫　様 水田　唯司　様 溝上　喜巳　様

三浦　信靖　様 水谷　雅勇　様 溝上　勤　様

三浦　浩　様 水谷　美千夫　様 溝淵　哲史　様

三浦　正治　様 水沼　志郎　様 三田　典正　様

三神　堂良　様 水野　英介　様 箕田　政直　様

komiya
テキストボックス



H25.3.31

申込者芳名　　み

道村　辰男　様 三俣　勝功　様 峯澤　意卓　様

光枝　護　様 三本　剛弘　様 美濃川　一俊　様

満潮　直博　様 見留　勉　様 見村　博明　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

光田　敦　様 三友　哲哉　様 宮内　昭男　様

光野　二穂　様 皆川　秀一　様 宮内　富士夫　様

三橋　榮治郎　様 湊　功　様 宮川　昌樹　様

三橋　孝　様 南澤　義夫　様 宮古　敏美　様

三橋　甫光　様 峯岸　浩次　様 宮崎　英治　様



H25.3.31

申込者芳名　　み

宮﨑　俊幸　様 宮田　辰夫　様 宮本　健二　様

宮﨑　安裕　様 宮田　守治　様 宮本　茂　様

宮里　均　様 宮寺　庸造　様 宮本　尚武　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

宮沢　和夫　様 宮原　孝司　様 三好　正二　様

宮地　彌典　様 宮原　祥　様

宮重　良樹　様 宮原　正博　様

宮下　收　様 宮本　明夫　様

宮嶋　清　様 宮本　五三雄　様



H25.3.31

申込者芳名　　む

向井　暉二　様 村岡　公裕　様 村上　保則　様

向芝　京太　様 村上　潤　様 村上　裕二　様

六倉　信喜　様 村上　伸一　様 村川　昭一　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

武藤　孝典　様 村上　誠司　様 村木　一善　様

武藤　亨　様 村上　正典　様 村勢　則郎　様

武藤　英信　様 村上　正弘　様 村瀬　富士男　様

宗方　晃成　様 村上　匡宏　様 村田　重利　様

村井　一雄　様 村上　衛　様 村田　成　様



H25.3.31

申込者芳名　　む

村田　雄史　様

村田　登記夫　様

村田　政之　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

村野　寿明　様

村松　和明　様

村山　幸作　様

村山　知亮　様

村山　浜太郎　様



H25.3.31

申込者芳名　　め

目黒　敦男　様

目黒　裕太　様

目崎　康雄　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　も

茂木　淳　様
本橋　信祥　様 森　俊二　様

持田　国臣　様
本山　澄夫　様 森　典正　様

望月　利一　様
百井　一隆　様 森　伸之　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

望月　義一　様
百瀬　道彦　様 森　弘　様

茂木　仁博　様
森　和晴　様 森澤　祐二　様

本嶋　正夫　様
森　清　様 森下　一男　様

本橋　茂　様
森　今朝治　様 護田　一郎　様

本橋　敏克　様
森　敏　様 森田　一彦　様



H25.3.31

申込者芳名　　も

森田　耕次　様 森田　良典　様

森田　重男　様 守屋　繁雄　様

森田　正次　様 森谷　茂　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

森田　敏夫　様 森山　庄次　様

森田　昇　様 森山　美登　様

森田　正紀　様 森脇　理　様

森田　靖　様

森田　洋平　様



H25.3.31

申込者芳名　　や

八木　和子　様 矢沢　万千男　様 安田　哲也　様

八木　浩二　様 矢島　雲居　様 安田　浩　様

柳沼　孝洋　様 矢島　寅雄　様 安田　保太郎　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

矢口　博之　様 矢島　敬士　様 安田　雄介　様

矢坂　徹　様 矢嶋　保男　様 柳岡　裕　様

矢崎　昭次　様 矢城　克実　様 柳　壮一　様

矢崎　良法　様 安岡　洋三　様 柳　博　様

矢澤　健司　様 安田　進　様 柳沢　昭彦　様



H25.3.31

申込者芳名　　や

柳沢　賢司　様 矢部　今馬　様 山岸　雅明　様

栁澤　知治郎　様 矢部　好雄　様 山口　忍　様

栁沢 政則　様 山内 芳隆 様 山口 純一 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

栁沢 政則　様 山内 芳隆 様 山口 純 様

簗田　正治　様 山浦　登志夫　様 山口　善一郎　様

矢野　克明　様 山縣　昭　様 山口　多果夫　様

矢野　善治　様 山形　周二　様 山口　哲男　様

八幡　径世　様 山川　剛　様 山越　茂雄　様

八武崎　裕也　様 山岸　恒夫　様 山崎　厳　様



H25.3.31

申込者芳名　　や

山崎　真司　様 山下　巌　様 山田　和男　様

山崎　武志　様 山下　鉱　様 山田　和義　様

山崎 長之輔　様 山下 博 様 山田 清志 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

山崎 長之輔　様 山下 博 様 山田 清志 様

山﨑　富作　様 山下　正幸　様 山田　啓介　様

山崎　博　様 山下　満　様 山田　慶太郎　様

山﨑　廣久　様 山下　幸夫　様 山田　孝治　様

山﨑　宏行　様 山下　順子　様 山田　大樹　様

山﨑　博之　様 山田　昭彦　様 山田　正　様



H25.3.31

申込者芳名　　や

山田　千尋　様 山中　登　様 山本　照秋　様

山田　敏治　様 山中　一　様 山本　俊彦　様

山田 治男　様 山南 恵則 様 山本 智昭 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

山田 治男　様 山南 恵則 様 山本 智昭 様

山田　政勝　様 山室　幸雄　様 山本　美佐子　様

山田　勝　様 山本　圭介　様 山本　洋三　様

山田　良男　様 山本　誠一郎　様 山本　嘉雄　様

山田　芳廣　様 山本　孝雄　様 山本　吉一　様

倭　宏彰　様 山本　忠　様 山本　善之　様



H25.3.31

申込者芳名　　や

八本　輝　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名



H25.3.31

申込者芳名　　ゆ

由井　達　様

湯口　信夫　様

遊佐 莞次　様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

遊佐 莞次　様

湯本　京子　様



H25.3.31

申込者芳名　　よ

横井　正博　様 横地　国夫　様 横山　豊　様

横須賀　秀明　様 横溝　次男　様 吉池　三智彦　様

横田 彰 様 横溝 善治 様 吉岡 市郎 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

横田 彰 様 横溝 善治 様 吉岡 市郎 様

横田　厚　様 横山　一幸　様 吉岡　和夫　様

横田　順吉　様 横山　哲也　様 岡　悠一　様

横田　岳志　様 横山　哲也　様 吉川　晃　様

横田　等　様 横山　友衛　様 吉川　和彦　様

横田　守　様 横山　文男　様 吉川　俊幸　様



H25.3.31

申込者芳名　　よ

吉川　尚久　様 吉田　公美　様 吉田　浩之　様

吉川　正治　様 吉田　健治　様 吉田　藤雄　様

吉澤 秀吉　様 吉田 健司 様 吉田 正則 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

吉澤 秀吉　様 吉田 健司 様 吉田 正則 様

芳沢　弘幸　様 吉田　浩二　様 吉田　瑞奈　様

吉田　亮　様 吉田　孔良　様 吉田　実　様

吉田　英雄　様 吉田　孝男　様 吉野　晃　様

吉田　勝男　様 吉田　輝男　様 吉野　邦彦　様

吉田　克美　様 吉田　徳則　様 芳野　順三　様



H25.3.31

申込者芳名　　よ

吉野　勝一　様 吉村　彰　様 米田　幸博　様

吉野　晴男　様 吉村　譲治　様 米本　一美　様

葭葉 智明　様 吉村 正昭 様 余村 吉輔 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

葭葉 智明　様 吉村 正昭 様 余村 吉輔 様

吉濱　武　様 吉持　達郎　様

吉松　竹四郎　様 吉本　健治　様

吉見　邦彦　様 米澤　智子　様

吉水　昭司　様 米澤　仁　様

吉水　秀明　様 米田　富實雄　様



H25.3.31

申込者芳名　　わ

若島　智　様 脇　英世　様 和田　真一　様

若田　充史　様 脇田　庸之毘　様 和田　千秋　様

若土 喜一　様 涌井 正典 様 和田 廣 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

若土 喜 　様 涌井 正典 様 和田 廣 様

若林　謙二　様 湧田　勝美　様 綿井　彰　様

若林　孝明　様 輪島　藤夫　様 渡辺　愛子　様

若林　哲男　様 和田　和二　様 渡辺　英子　様

若松　幸夫　様 和田　成夫　様 渡辺　貞夫　様

若山　篤男　様 和田　昭治　様 渡辺　貞綱　様



H25.3.31

申込者芳名　　わ

渡辺　茂　様 渡辺　時夫　様 渡邉　八十　様

渡辺　正司　様 渡辺　智治　様 渡辺　幸久　様

渡辺 昭三　様 渡邊 信行 様

学校法人東京電機大学　東京千住キャンパス創設事業募金　寄付者ご芳名

渡辺 昭三　様 渡邊 信行 様

渡辺　新助　様 渡邊　秀明　様

渡邉　岦　様 渡辺　英夫　様

渡邊　岳雄　様 渡辺　博　様

渡辺　帝夫　様 渡部　広巳　様

渡邊　達夫　様 渡部　正史　様
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