
　お名前の公表をご希望されない方は、匿名の方として表示しています。 （掲載は五十音順）

相田　彰　様 大村　一郎　様 古賀　司　様 田口　勝也　様 西並　眞吾　様 三谷　康範　様

青木　隆昌　様 岡崎　一美　様 児玉　辰也　様 宅野　勤　様 西野　和典　様 南　信次　様

秋野　隆仁　様 岡嶋　貴美子　様 児玉　義宏　様 竹内　竜一　様 野﨑　周作　様 宮川　邦彦　様

浅海　賢一　様 緒方　元気　様 後藤　厚　様 武原　純二　様 野住　素広　様 宮原　安德　様

安部　好一　様 岡部　茂光　様 後藤　令子　様 多田　秀敏　様 野田　尚昭　様 牟田　信次　様

阿部　信夫　様 岡村　竜二　様 小西　武　様 田中　征八郎　様 野村　笑美子　様 村岡　三郎　様

天辰　正義　様 岡本　正也　様 小林　勝一郎　様 田中　孝夫　様 橋上　秀治　様 村上　清人　様

網村　美義　様 小川　修　様 小林　俊雄　様 田中　崇喜　様 初村　正信　様 村上　昌人　様

有田　五次郎　様 小川　和志　様 小林　史典　様 田中　博　様 馬場　辰夫　様 村田　健司　様

有吉　孝行　様 尾川　博昭　様 小柳　大希　様 田中　義和　様 濵崎　和郎　様 森島　秀喜　様

有吉　利幸　様 奥野　徹也　様 近藤　敦子　様 田中　義彦　様 林　明　様 森田　寛　様

安東　静　様 小田部　荘司　様 近藤　英二　様 谷　文都　様 林　勝仁　様 諸岡　泰男　様

井浦　英昭　様 尾仲　武基　様 近藤　茂　様 谷野　善彬　様 林　秀知　様 諸田　雅博　様

池田　守一　様 海部　昌治　様 在田　智博　様 長野　明義　様 原田　健治　様 八木　和夫　様

池田　忠夫　様 貝本　隆　様 税田　文三　様 恒松　隆　様 板東　恵三　様 安川　清一　様

石井　秀司　様 嘉数　直樹　様 佐伯　善貴　様 鶴丸　貴啓　様 引地　末敏　様 安河内　恵子　様

石井　守　様 梶原　誠司　様 坂田　一矩　様 寺師　純　様 樋口　一德　様 安田　進　様

石田　芳生　様 片岡　秀司　様 佐藤　浩二　様 天神林　邦夫　様 樋口　文孝　様 柳瀬　隆志　様

和泉　亮　様 片平　光昭　様 實安　慶隆　様 德永　勝秀　様 樋野　文雄　様 矢野　芳穂　様

市来　知幸　様 片山　泰之　様 塩川　延孝　様 德丸　裕大　様 平井　一三　様 山縣　和弘　様

伊東　和俊　様 加藤　了子　様 品川　邦彦　様 鳥羽　英雄　様 平位　隆二　様 山形　淳二　様

伊藤　東洋雄　様 金谷　吉弘　様 柴田　知則　様 冨田　達也　様 平田　東助　様 山口　剛　様

井戸川　透　様 金山　正男　様 島谷　哲雄　様 内藤　正路　様 福岡　義彦　様 山口　浩　様

稲田　斉　様 嘉陽　宗輔　様 清水　昭　様 仲　健一　様 福島　諒紀　様 山口　政仁　様

稲葉　眞一　様 川上　幸雄　様 清水　民雄　様 長岡　秀光　様 福島　大純　様 山下　康明　様

犬塚　三雄　様 川田　浩二　様 小路　毅　様 中臣　正司　様 福田　道生　様 山中　利幸　様

井上　孝司　様 河田　汎　様 上瀧　洋一　様 中川　峯雄　様 福永　省三　様 山原　浩　様

井上　義典　様 河田　康夫　様 白川　瑛基　様 長澤　公洋　様 福原　三郎　様 山邊　惇一　様

猪平　栄一　様 川谷　哲也　様 白川　秀夫　様 永瀬　英生　様 藤崎　一裕　様 山本　清　様

今給黎　明大　様 川西　宣明　様 陣内　達也　様 長野　宏宣　様 藤原　孝一　様 山本　宏　様

今林　賴信　様 岸原　謙　様 菅谷　健　様 中野　雅文　様 堀　一尚　様 山本　寛　様

岩佐　正剛　様 北村　巧　様 杉本　克彦　様 中原　信隆　様 堀内　重義　様 遊佐　幸彦　様

岩﨑　隆　様 木寺　克己　様 鈴木　敞　様 永松　潤二　様 堀江　悟　様 吉木　紀雄　様

岩村　哲也　様 城戸　修　様 瀬川　赳夫　様 永松　靖子　様 本田　士郎　様 吉田　純夫　様

榮樂　直人　様 木藤　武利　様 瀬々　教道　様 中村　研八　様 前田　浩之　様 吉武　愼二　様

江崎　浩　様 金　亨燮　様 瀬戸　哲　様 中村　公規　様 前田　隆一　様 吉武　麻由美　様

尾家　祐二　様 木村　清彦　様 千徳　孝司　様 中村　孝臣　様 増永　将二　様 吉原　隆史　様

横野　照尚　様 金城　優　様 相馬　功　様 中村　亘　様 松尾　航輝　様 米澤　恵一朗　様

大井　昇　様 草場　泰介　様 大同　寛明　様 仲本　政一郎　様 松岡　次弘　様 米田　浩二　様

大泉　勇夫　様 工藤　通　様 高崎　秀紀　様 長山　昌広　様 松木　繁昭　様 米田　雅史　様

大迫　富夫　様 久保　孝司　様 髙田　一　様 奈木野　陽一　様 松田　日出彦　様 米満　潔　様

大澤　敏夫　様 久保田　篤美　様 高橋　悟　様 成田　舒孝　様 松永　守央　様 若井　造　様

大下　恭敬　様 黒石　真一　様 高原　正雄　様 鳴重　泰　様 松野　儀三　様 脇部　康彦　様

大鶴　英嗣　様 黒木　英浩　様 高見　法生　様 新納　研一　様 松平　和之　様 渡邉　敬介　様

大鳥　聡　様 桑原　篤史　様 田川　節　様 西尾　一政　様 松本　静　様

大星　憲三　様 古賀　太地　様 滝口　正隆　様 西口　稜真　様 朏　慶子　様 匿名の方 94名様

個人の方
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iCAD株式会社　様 中国化薬株式会社　様

株式会社iD　様 東珠株式会社　様

アイム電機工業株式会社　様 ＴＯＴＯ株式会社　様

アスカコーポレーション株式会社　様 株式会社戸畑製作所　様

有限会社荒金商会　様 戸畑東ロータリークラブ　様

イー・アンド・エム株式会社　様 株式会社なうデータ研究所　様

以和貴商事株式会社　様 ニシム電子工業株式会社　様

株式会社江藤製作所　様 日鉄建材株式会社　様

NECネクサソリューションズ株式会社　様 日本製鉄株式会社　九州製鉄所　八幡地区　様

株式会社エムティアイ　様 日本製鉄(株)　OB・OG有志　様

株式会社オービック　様 日本電気株式会社　様

株式会社奥村組九州支店　様 株式会社博多大丸　様

環境テクノス株式会社　様 八光オートメーション株式会社　様

九州NSソリューションズ株式会社　様 濱田重工株式会社　様

九州計測器株式会社　様 福地建設株式会社　様

株式会社QTnet　様 株式会社フジキン　様

九電ビジネスソリューションズ株式会社　様 株式会社フジコー　様

ＱＢキャピタル合同会社　様 株式会社富士ピー・エス　様

黒崎播磨株式会社　様 富士フイルムソフトウエア株式会社　様

小倉合成工業株式会社　様 不動技研工業株式会社　様

山九株式会社　様 株式会社朋栄　様

三建設備工業株式会社九州支店　様 前田道路株式会社　様

株式会社シー・アール・シー　様 前田道路株式会社九州支店　様

株式会社C&G システムズ　様 株式会社松尾設計　様

JNC株式会社　様 株式会社マツシマメジャテック　様

JFEプラントエンジ株式会社　様 三島光産株式会社　様

下村特殊精工株式会社　様 株式会社三井ハイテック　様

ジャパンファインスチール株式会社　様 三菱ケミカル株式会社　様

ショーボンド建設株式会社　様 株式会社宮嶋建築設計事務所　様

住友金属鉱山株式会社　様 一般社団法人明専会　様

正晃株式会社北九州営業所　様 株式会社メイト黒崎　様

株式会社西部技研　様 株式会社安川電機　様

千寿製薬株式会社　様 ヤマハモーターエンジニアリング株式会社　様

株式会社ゼンリン 　様 横尾器械株式会社　様

株式会社ソルネット　様 吉川工業株式会社　様

大栄株式会社　様 株式会社吉川システック　様

大電株式会社　様 株式会社ラック　様

株式会社タカギ　様 ローム・アポロ株式会社　様

株式会社高田工業所　様 株式会社YE　DIGITAL　様

株式会社タカミヤ　様 株式会社ワイビーエム　様

株式会社谷口製作所　様 若築建設株式会社九州支店　様

匿名の法人・団体 　5団体様

法人・団体の方


