
   

教 友 会  歴 代 会 長 ・ 副 会 長 
 

   会長･副会長 

 

  昭 和 

   会  長            副       会        長  

 氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年 

 昭和３１年  新井 友治  師大４  栗原 勇蔵  師大７  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  松保 七郎  昭２７ 

   ３２年  新井 友治  師大４  栗原 勇蔵  師大７  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  松保 七郎  昭２７ 

   ３３年  新井 友治  師大４  栗原 勇蔵  師大７  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  榎本 七郎  昭２７ 

   ３４年  新井 友治  師大４  栗原 勇蔵  師大７  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  榎本 七郎  昭２７ 

   ３５年  新井 友治  師大４  栗原 勇蔵  師大７  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  榎本 七郎  昭２７ 

   ３６年  栗原 勇蔵  師大７  高橋 正吉  師大13  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  榎本 七郎  昭２７ 

   ３７年  栗原 勇蔵  師大７  高橋 正吉  師大13  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  榎本 七郎  昭２７ 

   ３８年  栗原 勇蔵  師大７  高橋 正吉  師大13  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ３９年  栗原 勇蔵  師大７  高橋 正吉  師大13  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４０年  栗原 勇蔵  師大７  高橋 正吉  師大13  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４１年  栗原 勇蔵  師大７  高橋 正吉  師大13  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４２年  高橋 正吉  師大13  岡登 益蔵  師昭５  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４３年  高橋 正吉  師大13  岡登 益蔵  師昭５  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４４年  高橋 正吉  師大13  岡登 益蔵  師昭５  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４５年  高橋 正吉  師大13  岡登 益蔵  師昭５  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４６年  高橋 正吉  師大13  岡登 益蔵  師昭５  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４７年  高橋 正吉  師大13  岡登 益蔵  師昭５  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４８年  岡登 益蔵  師昭５  尾崎馨太郎  師昭９  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ４９年  岡登 益蔵  師昭５  尾崎馨太郎  師昭９  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ５０年  岡登 益蔵  師昭５  尾崎馨太郎  師昭９  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ５１年  岡登 益蔵  師昭５  尾崎馨太郎  師昭９  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ５２年  岡登 益蔵  師昭５  池澤 國彦  師昭10  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ５３年  岡登 益蔵  師昭５  池澤 國彦  師昭10  渡辺 恒光  青昭７  工藤 いく  女昭４  鈴木  裕  昭２８ 

   ５４年  渋谷 宣二  師昭５  峯  友直  師昭11  近藤 翁祐  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ５５  渋谷 宣二  師昭５  峯  友直  師昭11  近藤 翁祐  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ５６  渋谷 宣二  師昭５  峯  友直  師昭11  近藤 翁祐  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

 

                                                          
 



 

 昭和～ 

   平成 

   会  長            副       会        長  

 氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年 

   ５７  渋谷 宣二  師昭５  峯  友直  師昭11  近藤 翁祐  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ５８  渋谷 宣二  師昭５  峯  友直  師昭11  田島 基治  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ５９  渋谷 宣二  師昭５  峯  友直  師昭11  田島 基治  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ６０  峯  友直  師昭11  小松崎兵馬  師昭13  田島 基治  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ６１  峯  友直  師昭11  小松崎兵馬  師昭13  田島 基治  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ６２  峯  友直  師昭11  小松崎兵馬  師昭13  田島 基治  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

   ６３  峯  友直  師昭11  小松崎兵馬  師昭13  田島 基治  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

 平成 元年  峯  友直  師昭11  小松崎兵馬  師昭13  田島 基治  青昭７  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

    ２  峯  友直  師昭11  小松崎兵馬  師昭13  柿沼 定男  師昭15  新井 包子  女昭８  鈴木  裕  昭２８ 

    ３  小松崎兵馬  師昭13  中本  博  師昭20  柿沼 定男  師昭15  新井 包子  女昭８  田島 勝彦  昭３６ 

    ４  小松崎兵馬  師昭13  中本  博  師昭20  柿沼 定男  師昭15  新井 包子  女昭８  田島 勝彦  昭３６ 

    ５  小松崎兵馬  師昭13  中本  博  師昭20  柿沼 定男  師昭15  新井 包子  女昭８  田島 勝彦  昭３６ 

    ６  小松崎兵馬  師昭13  中本  博  師昭20  柿沼 定男  師昭15  新井 包子  女昭８  田島 勝彦  昭３６ 

    ７  中本  博  師昭20  安田 正信  昭３０  柿沼 定男  師昭15  新井 包子  女昭８  田島 勝彦  昭３６ 

    ８  中本  博  師昭20  安田 正信  昭３０  柿沼 定男  師昭15  新井 包子  女昭８  田島 勝彦  昭３６ 

    ９  中本  博  師昭20  安田 正信  昭３０  泊 善三郎  昭３８  新井 包子  女昭８   

   １０  中本  博  師昭20  安田 正信  昭３０  泊 善三郎  昭３８  新井 包子  女昭８   

 平成１１  中本  博  師昭20  安田 正信  昭３０  泊 善三郎  昭３８  新井 包子  女昭８   

   １２  中本  博  師昭20  安田 正信  昭３０  泊 善三郎  昭３８  新井 包子  女昭８   

   １３  中本  博  師昭20  安田 正信  昭３０  泊 善三郎  昭３８  新井 包子  女昭８   

   １４  中本  博  師昭20  清水 章夫  昭３０  泊 善三郎  昭３８  新井 包子  女昭８   

   １５  中本  博  師昭20  清水 章夫  昭３０  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５   

   １６  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

   １７  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

   １８  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

   １９  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

 

                                               

 

                                               
 



 

 平成～ 

   令和 

   会  長            副       会        長  

 氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年  氏  名  卒・年 

 平成２０  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

   ２１  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

   ２２  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

   ２３  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  瀬戸口さわ  昭３５  真尾 正博  昭４４ 

   ２４  清水 章夫  昭３０  新藤 一朗  昭３３  岩佐正二郎  昭３７  長嶋美知子  昭４４  真尾 正博  昭４４ 

   ２５  新藤 一朗  昭３３  西崎 道喜  昭３５  岩佐正二郎  昭３７  長嶋美知子  昭４４  真尾 正博  昭４４ 

   ２６  新藤 一朗  昭３３  西崎 道喜  昭３５  岩佐正二郎  昭３７  長嶋美知子  昭４４  真尾 正博  昭４４ 

   ２７  岩佐正二郎  昭３７  西崎 道喜  昭３５  大澤 利彦  昭５２  長嶋美知子  昭４４  真尾 正博  昭４４ 

   ２８  岩佐正二郎  昭３７  金子美智雄  昭４３  大澤 利彦  昭５２  長嶋美知子  昭４４  真尾 正博  昭４４ 

   ２９  金子美智雄  昭４３  松澤 勇治  昭５０  大澤 利彦  昭５２  長嶋美知子  昭４４  真尾 正博  昭４４ 

 平成３０  金子美智雄  昭４３  松澤 勇治  昭５０  大澤 利彦  昭５２  長嶋美知子  昭４４   

 ３１ １  金子美智雄  昭４３  松澤 勇治  昭５０  大澤 利彦  昭５２  長嶋美知子  昭４４  櫻井 康博  昭５４ 

 令和 ２  金子美智雄  昭４３  松澤 勇治  昭５０  大澤 利彦  昭５２  蓮見木予子  昭４９  櫻井 康博  昭５４ 

    ３  松澤 勇治  昭５０  福島 正美  昭５８  大澤 利彦  昭５２  蓮見木予子  昭４９  櫻井 康博  昭５４ 

    ４  松澤 勇治  昭５０  福島 正美  昭５８  大澤 利彦  昭５２  蓮見木予子  昭４９  櫻井 康博  昭５４ 

    ５           

    ６           

    ７           

    ８           

    ９           

   １０           

 

  備考  １ 卒業年の「師」は、埼玉縣師範学校卒業  ※「師大」は、師範・大正の意味  

      ２ 卒業年の「女」は、埼玉縣女子師範学校   

      ３ 卒業年の「青」は、埼玉縣青年師範学校 

      ４ 卒業年の「無印」は、埼玉大学教育学部 

 

 

                                     

 


