
令和3年2月28日現在

区分 件数 金額

卒業生 781件 21,789,368円

在学（校）生のご父母 401件 8,294,503円

教職員（元教職員を含む） 106件 10,410,950円

法人・団体等 119件 35,816,321円

合計 1,407件 76,311,142円

令和２年度　寄付申込状況

学校法人東京電機大学サポート募金



令和3年2月28日現在

株式会社Ｉ．Ｇ．Ｏ．　様

株式会社アバンテージ　様

エス・イー・シーエレベーター株式会社　様

荏原商事株式会社　様

株式会社大林組　東京本店　様

株式会社岡野造園　様

鹿島建物総合管理株式会社　様

企　業

学校法人東京電機大学　サポート募金　寄付者ご芳名



株式会社柏原設備コンサルタント　様

株式会社加藤文明社印刷所　様

川北電気工業株式会社　様

株式会社かわでん　様

株式会社関電工　様

株式会社キッズ・コーポレーション　様

錦電サービス株式会社　様

株式会社駒井ハルテック　様

志賀興業株式会社　様

シノハラ防災株式会社　様



有限会社柴田商店　様

株式会社鈴木技術士事務所　様

住友電設株式会社　様

株式会社創源　様

株式会社総合交通広告　様

株式会社ソディック　様

株式会社第一エレクトロニクス　様

株式会社タクシン　様

株式会社ツリーベル　様

株式会社ディーシーアイ　様



東京電機大学生活協同組合　様

東光電気工事株式会社　様

東洋熱工業株式会社　様

土佐電気管理事務所　様

株式会社ナガセ　様

日勝スポーツ工業株式会社　様

長谷川体育施設㈱関東支店　様

株式会社フーズ・ライフ　様

株式会社桝德　様

ヤキィー株式会社　様



株式会社リード　様

ロイヤル交通株式会社　様



一般社団法人東京電機大学校友会　様

一般社団法人東京電機大学校友会神奈川県支部　様

一般社団法人東京電機大学校友会群馬県支部　様

一般社団法人東京電機大学校友会埼玉県支部　様

一般社団法人東京電機大学校友会佐賀県支部　様

一般社団法人東京電機大学校友会千葉県支部　様

一般社団法人東京電機大学校友会東京都支部　様

一般社団法人東京電機大学校友会新潟県央電機会　様

団　体



一般社団法人東京電機大学校友会三重県支部　様

一般社団法人東京電機大学校友会山梨県支部　様

川北電気工業電機会　様

東京電機大学アマチュア無線部OM会　様

東京電機大学経営同友会　様

東京電機大学後援会　様

東京電機大学校友会東管支部埼玉電機会　様

東京電機大学校友会東管支部静岡電機会　様

東京電機大学校友会東管支部常磐電機会　様

東京電機大学校友会東管支部千葉電機会　様



東京電機大学校友会東管支部東京西電機会　様

東京電機大学校友会東管支部東京東・南電機会　様

東京電機大学校友会東管支部栃木電機会　様

東京電機大学中学・高等学校同窓会　様

東京電機大学中学校PTA謝恩会　様

東京電機大学電機学校同窓会　様

東京電機大学同窓会　様

東光電気工事電機会　様

ラグビー部OB会（中高）　様



相川　昭仁　様 相川　祐三　様 相澤　理　様

相原　義明　様 青木　耕一郎　様 青島　穰　様

青島　豊　様 赤羽根　孝夫　様 秋永　純一　様

秋葉　美夫　様 秋元　秀夫　様 秋山　浩和　様

秋山　正則　様 阿久津　真一　様 浅井　修一　様

浅田　郁男　様 浅間　博　様 浅見　光男　様

浅利　一男　様 芦森　幸二　様 安達　嗣雄　様

足立　浩彬　様 阿部　好崇　様 天野　誠　様

網田　雄治　様 鮎田　裕司　様 荒井　和夫　様

個人　【あ】



新井　孝道　様 新井　輝男　様 荒木　光二　様

荒木　英夫　様 荒木　富美雄　様 有森　勇　様

飯島　代行　様 飯田　克義　様 飯田　貴章　様

飯塚　勝重　様 飯塚　要一　様 井口　国武　様

池田　希望　様 池永　桂　様 池邊　朋　様

伊崎　一路　様 伊﨑　秀和　様 石井　伸人　様

石井　則男　様 石井　幹　様 石川　功至　様

石川　宣行　様 石黒　鐵彦　様 石毛　巖光　様

石田　真一　様 石塚　典之　様 石塚　昌昭　様

【い】



石塚　正彦　様 石飛　力　様 石橋　修三　様

石原　詔二　様 石本　雄希　様 石渡　静美　様

猪田　正昭　様 板垣　秀朗　様 市川　敦子　様

市川　太一　様 市川　隆　様 市川　雅英　様

市川　友紀也　様 市毛　晋　様 出原　和明　様

伊藤　攻　様 伊東　榮　様 伊藤　雅基　様

伊東　充　様 稲村　勝樹　様 井西　弘全　様

犬竹　功　様 稲生　安行　様 井上　公男　様

井上　雄介　様 今村　國康　様 井山　義信　様

岩岡　修　様 岩城　宏明　様 岩田　卓也　様

岩永　正弘　様 岩野　雄一　様 岩原　邦安　様



印宮　登　様

宇井　俊行　様 上木　邦彦　様 植田　佳之　様

上西　栄太郎　様 植松　俊実　様 植村　賢太郎　様

植村　仰　様 宇梶　大　様 薄衣　敏則　様

宇田川　武郎　様 宇都木　一秀　様 宇都宮　典子　様

宇南山　光夫　様 梅田　一市　様 梅原　悠平　様

浦　靖彦　様 浦野　好造　様

【う】



蛯名　徹　様 江袋　林蔵　様 遠藤　真　様

遠藤　昌克　様

追分　育雄　様 大井　正義　様 大川　慶三　様

大木　努　様 大久保　靖　様 大熊　秀明　様

大越　和夫　様 大作　弘之　様 大澤　敬　様

大城　重一　様 大杉　浩邦　様 太田　完治　様

太田　忠　様 大谷　勝美　様 大谷　昇　様

大地　仁　様 大塚　真司　様 大西　孝明　様

【お】

【え】



大西　昌憲　様 大沼　一博　様 大野　照男　様

大場　拓也　様 大橋　淳士　様 大橋　正稔　様

大橋　行雄　様 大山　実　様 大湯　幸夫　様

岡田　伸介　様 岡田　裕之　様 岡野　格也　様

岡野　幸雄　様 岡本　勉　様 岡本　敬久　様

長田　誠　様 小澤　隆　様 小高　正万　様

小田島　章　様 乙﨑　重郎　様 小沼　博　様

尾上　篤生　様 尾上　清英　様 小野寺　雪乃　様

海津　保雄　様 柿崎　淑郎　様 角田　光弘　様

【か】



加倉井　公一　様 景山　誠　様 梶谷　操　様

梶田　明男　様 樫村　重慶　様 樫村　幸辰　様

柏瀬　裕　様 勝野　裕文　様 勝間　忠司　様

勝見　信壱　様 加藤　隆之　様 加藤　康太郎　様

香取　達也　様 金井　秀徳　様 金内　啓晃　様

金坂　保仁　様 金築　律夫　様 金森　卓志　様

金子　英司　様 金子　善吉　様 金子　多喜雄　様

金子　敏夫　様 金子　幸雄　様 狩野　連男　様

鏑木　啓麿　様 加辺　友也　様 上垣内　裕治　様

上西　寛一郎　様 神谷　泰　様 神山　治貴　様

鴨井　正昭　様 柄澤　伶奈　様 苅込　正敞　様



川井　明恵　様 河江　卓　様 川上　茂　様

川上　孝宗　様 川口　慧　様 川﨑　正貴　様

河野　進　様 川辺　隆夫　様 川又　崇　様

神取　正裕　様

木内　えり　様 岸野　博史　様 岸本　昂太 　様

北川　真紀　様 北川　通彦　様 北島　貴三夫　様

北村　要　様 木津　光右　様 木戸　能史　様

衣笠　弘徳　様 宜野座　清徳　様 君塚　純一　様

木村　和美　様 木村　智英　様 木村　柾活　様

【き】



木村　隆一　様 經　隆紀　様 京増　隆一　様

金原　茂行　様

日下　智行　様 工藤　桂子　様 工藤　智規　様

工野　和史　様 倉田　武　様 栗原　嵩　様

黒岩　伸二　様 黒沼　康広　様 桑谷　佳容　様

桑原　伸良　様

小池　誠治　様 小泉　勘次　様 甲賀　郁子　様

【こ】

【く】



河野　朗　様 幸森　登喜男　様 髙野　昭雄　様

小垣外　喜久雄　様 小金井　充　様 後閑　俊雄　様

國分　孝夫　様 小久保　彰格　様 腰塚　正　様

小島　一記　様 小島　啓一　様 小島　努　様

小島　博幸　様 小島　是人　様 古城　仁　様

小杉　康昭　様 古田中　武彦　様 小谷　誠　様

児玉　裕　様 後藤　浩　様 後藤　美恵　様

後藤　義人　様 小長谷　登　様 小林　克敏　様

小林　行紘　様 小張　滋義　様 小堀　康夫　様

小松　照雄　様 小松　廣樹　様 小谷野　武彦　様

小山　勝美　様 金　俊和　様 今　博史　様



近藤　直和　様 今野　秀樹　様

齊賀　健　様 齋田　政彦　様 齋藤　篤志　様

斎藤　喜義　様 斉藤　健二　様 齊藤　隆俊　様

齊藤　卓哉　様 齊藤　武男　様 齋藤　定治　様

齋藤　季生　様 齊藤　誠　様 齋藤　裕也　様

斎藤　行明　様 齋藤　佳之　様 酒井　則男　様

坂田　一也　様 坂本　佳太　様 坂本　洋猷　様

坂本　道男　様 佐川　正　様 桜井　明　様

櫻井　友二　様 佐々木　文夫　様 佐瀬　和善　様

【さ】



里居　光　様 佐藤　喜久二　様 佐藤　修一　様

佐藤　一　様 佐藤　宏　様 佐藤　博信　様

佐藤　政雄　様 佐藤　義明　様 佐藤　慶典　様

佐藤　龍　様 澤栗　裕二　様 澤野　孝行　様

塩崎　陽三　様 汐月　哲夫　様 塩原　潔　様

紫合　治　様 市東　利一　様 篠田　敏生　様

篠田　隼人　様 芝田　敏　様 渋谷　文昭　様

島田　隆　様 清水　政昭　様 生部　誠　様

白井　雅秀　様 白石　克彦　様 白神　真江　様

【し】



神　修一　様 宍道　宰　様 新明　伸市　様

末上　恵美子　様 末永　明美　様 須賀　直哉　様

菅原　秀雄　様 菅谷　功　様 菅谷　三樹生　様

杉尾　勝敏　様 杉崎　茂　様 杉野　昌扶　様

杉本　トシ子　様 杉本　寿治　様 杉本　寿　様

杉山　芳夫　様 鈴木　明美　様 鈴木　一晴　様

鈴木　栄　様 鈴木　健生　様 鈴木　雅行　様

須玉　美奈子　様 須藤　尚子　様 須之内　建史　様

【す】



瀬尾　進太朗　様 関　鉄太郎　様 関　義行　様

関口　慎　様 関口　洋司　様 関野　正好　様

宗田　実　様

髙　為重　様 高垣　公男　様 髙澤　昇司　様

髙田　眞治郎　様 高橋　敏　様 高橋　才雄　様

髙橋　弘治　様 高村　淑彦　様 多幾　信一郎　様

【そ】

【た】

【せ】



滝沢　賢二　様 田口　哲也　様 田口　光章　様

匠　勇治　様 竹内　勇夫　様 竹内　今日子　様

武貞　孝治　様 竹原　誠　様 竹前　英一　様

竹村　暢浩　様 武山　良雄　様 田瀬　則雄　様

田中　研一　様 田中　豊明　様 田中　真人　様

田中　伸幸　様 田中　政雄　様 田中　光寿　様

谷岡　健吉　様 田村　昭雄　様 田村　圭三　様

為ヶ谷　秀一　様

児野　昌代　様 千葉　陽一　様

【ち】



塚田　洋之　様 九十九　芳明　様 津田　賀代　様

土屋　羊祐　様 土屋　善嗣　様 筒井　貴大　様

角田　剛紀　様 坪内　暁夫　様 坪内　茂美　様

露木　育夫　様

出浦　駿介　様 出川　保夫　様 手塚　利充　様

手塚　裕司　様 寺澤　岳生　様 寺田　隆一　様

【て】

【つ】



土井　肇　様 德田　良和　様 徳村　一郎　様

戸塚　英雄　様 戸堀　秀則　様 冨岡　幸一　様

富田　英雄　様 友田　信吾　様 外山　晴彦　様

豊泉　沙織　様 豊田　祐次　様

内藤　千尋　様 内藤　敏勝　様 中井　忠義　様

長岡　修三　様 長木　修　様 長倉　大悟　様

中嶋　章　様 中島　あすみ　様 中島　康行　様

中田　由洋　様 長塚　かおり　様 中塚　祥之　様

【な】

【と】



永野　昌安　様 中原　健志　様 長原　礼宗　様

中村　和敬　様 中村　茂　様 中村　大亮　様

中村　隆行　様 中村　次男　様 中村　徹　様

中村　博　様 中村　康博　様 中屋　強　様

中山　範雄　様 中山　眞　様 鳴澤　英司　様

西井　義晴　様 西海　勝男　様 西川　正　様

西端　紀一　様 西谷　茂　様 西山　昌紀　様

【に】



貫井　潔　様

根岸　俊和　様 根津　功　様 根本　幾　様

根本　三雄　様

野垣　正義　様 野口　茂樹　様 野口　芳信　様

野崎　隆　様 野村　章次　様 野村　利正　様

【の】

【ね】

【ぬ】



乗添　和昭　様

橋本　金治　様 橋本　伸也　様 蓮池　清治　様

長谷川　洋介　様 畠山　省四朗　様 初澤　佐次　様

初芝　集一郎　様 八田　真行　様 服部　孝司　様

浜上　厚生　様 浜川　一星　様 濱田　一生　様

濱野　恩　様 林　浩太郎　様 原　孝一　様

原　正美　様 秡川　正光　様 原田　英雄　様

原田　紘光　様 伴　捷二郎　様

【は】



肥田野　芳夫　様 姫野　富雄　様 平栗　健二　様

平田　竜哉　様 平沼　大輔　様 平野　桂介　様

平野　貞夫　様 平野　祐次　様 広瀬　仁司　様

廣瀬　光子　様 広田　辰己　様

深瀬　孝雄　様 深津　崇泰　様 吹金原　信一　様

福澤　智　様 福澤　將浩　様 福嶋　邦夫　様

福島　晴雄　様 福田　堯行　様 福田　武　様

藤井　奈都子　様 藤澤　宏明　様 藤田　福徳　様

【ふ】

【ひ】



藤野　三十夫　様 冨士原　孝顕　様 藤巻　正之　様

藤巻　正良　様 藤丸　義尋　様 藤本　信之介　様

古家　武　様 古田　勝久　様 古谷　嘉男　様

古本　肇　様 古屋　治　様

別府　明雄　様

星野　邦彰　様 細井　勝夫　様 細川　康　様

細田　武嗣　様 細矢　武司　様 堀　秀行　様

【ほ】

【へ】



堀川　信一　様 本多　浩　様 本田　万里子　様

前川　雄介　様 前嶋　万人　様 前島　秀彦　様

前田　隆　様 幕田　俊勝　様 増井　信行　様

町田　健治　様 町田　清一　様 松浦　文哉　様

松浦　謙之　様 松尾　誠三郎　様 松尾　隆徳　様

松金　朗啓　様 松﨑　裕一 　様 松田　恭　様

松戸　拓也　様 松戸　與亮　様 松村　晃司　様

松村　たつ代　様 松村　久　様 松本　袈裟文　様

松本　博樹　様 松若　賢一　様 間仁田　拓也　様

【ま】



丸山　孝一郎　様

三沢　淳一　様 水上　隆明　様 溝上　勤　様

三井　和幸　様 三石　尚武　様 光枝　護　様

光延　七洋　様 湊　功　様 峯澤　意卓　様

三橋　昭二 　様 宮腰　秀行　様 宮崎　徹郎　様

宮﨑　敏彦　様 宮崎　将志　様 宮澤　圭一　様

宮澤　洸一　様 宮下　精一　様 宮田　良明　様

宮原　正博　様 宮本　一正　様 宮本　美子　様

三好　守眞　様

【み】



向芝　京太　様 村上　和夫　様 村田　成　様

名生　豊治　様 目﨑　康雄　様

本山　彦司　様 森　博明　様 森田　和希　様

森田　嘉一　様 森山　潔　様

【む】

【も】

【め】



柳沼　一男　様 谷口　大輝　様 矢倉　光太　様

矢澤　健司　様 矢島　崇史　様 矢島　寅雄　様

安國　五雄　様 安田　進　様 安光　哲彌　様

柳田　裕二　様 柳本　正勝　様 矢之貴　政子　様

山川　広貴　様 山岸　龍生　様 山岸　俊一　様

山口　善一郎　様 山口　修久　様 山口　均　様

山口　洋樹　様 山崎　祐紀　様 山田　義孝　様

山名　昌男　様 山中　登　様 山本　貴大　様

山本　隆洋　様 山本　得郎　様 山本　恭男　様

山本　祐美　様

【や】



湯浅　康彦　様 由井　達　様 湯尾　太　様

湯村　武宏　様

横松　正三　様 横山　暁子　様 横山　義人　様

吉池　三智彦　様 吉川　健二郎　様 吉川　俊幸　様

吉川　実　様 吉澤　政行　様 吉田　篤正　様

吉田　勝男　様 吉田　克美　様 吉田　かほり　様

吉田　拓真　様 吉野　紀一郎　様 吉光　喜太郎　様

吉村　健　様 米澤　久司　様 米田　富實雄　様

【よ】

【ゆ】



米本　一美　様

若月　祐介　様 和氣　裕之　様 脇田　慎司　様

和田　雄次　様 渡邊　敦史　様 渡部　敦司　様

渡邊　潔　様 渡辺　健一　様 渡辺　秀禧　様

渡辺　康夫　様 渡辺　幸久　様 渡辺　芳明　様

渡邉　莉彩　様 蕨　雅大　様

【わ】
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