
吉野　和仁（川越市立古谷小学校長）　　　吉原　誠士（さいたま市立与野南中学校長）

島田　直也（埼玉大学教育学部附属中学校）　　塩盛　秀雄（埼玉大学教育学部附属小学校）

山本　孔紀（埼玉大学教育学部附属中学校）　　肥田　幸則（埼玉大学教育学部附属小学校）

伊藤　悠昭（埼玉大学教育学部附属中学校）　　関根　達也（埼玉大学教育学部附属小学校）

No 支部 支部長(常任理事) 班

功刀　幸代 (川口・在家中頭) 石井　明輝 (青木中央小)

大倉　芳樹 (川口・里中頭) 折田　悠里 (安行東中)

堀内　善礼 (第二中頭)

野口　亮平 (中央東小)

土橋　賢典 (笹目小主幹)

貞野　健一 (戸田東中)

古卿　　聡 (草加小）

本田　光平 (新栄中）

神田　康秀 (第三小）

石丸　英孝 (大和中）

古保　麻衣 (朝霞第六小）

山下　亜季子 (朝霞第一中）

櫛引　歩 (陣屋小)

佐藤　聖和 (第三中)

河野　孝章 (志木第四小)

門出　朋美 (宗岡第二中）

新井　和美 (共和小)

鶴間　祥太 (鴻巣西中)

有谷　和美 (栄小)

野口　渉 (北本中)

桶川 今井　唯太 (桶川西中)

竹田　　聡（西部：川越市立霞ヶ関中学校長）　簑輪　進司（北部：深谷市立深谷西小学校長）　

小川　哲也（東部：白岡市立白岡東小学校長）  島田　直也（事務局：埼玉大学教育学部附属中学校　教諭）　　　　

監　事

戸田

蕨2
荒川　順一

(蕨・蕨第一中長)

4

小寺恵理子

原口　憲充

杉原　浩二

(和光・第四小長)

(朝霞・第五中長)

(新座・陣屋小長)

佐藤　勇
嶋田　弘之

(草加・長栄小長)
草
加

3 (草加・高砂小頭) 草加

副支部長(常任理事) 理事(各班より小中各１名)

郡　豊
(川口・芝西小長)

川
口

1 川口

鴻巣

北本
5

武藤　昌博 (戸田・笹目東小長)

蕨

岩淵　雅浩

清水　雅一

(鴻巣・共和小長)

(桶川・桶川西中頭)

吉田　伸吾
(北本・西小長)

鴻
巣

和光

朝霞

新座

志木

佐藤　哲浩
(志木・宗岡中長)

朝
霞

令和２年度埼玉県理科教育研究会役員一覧
顧　問

会　長

副会長

秋元　敏行(北部：熊谷市立成田小学校長)

郡　　　豊（南部：川口市立芝西小学校長）　　引間　和彦（さいたま：さいたま市立尾間木小学校長）

荒井　一夫    金子美智雄　　宮崎　四郎　　羽富　正晃　　橋本　　進    島村　　勇　　山田　陽一
丸山　綱男 　 新井　民男　　木村　栄二　　新井　良和　　荒井　隆幸    森泉　　明　　山﨑　　俊
森　陽一郎　　井田　照幸　　小谷野健史　　関　　泰彦　　関根　好幸    春田　盛男    齊藤　　亨
石貝　  龍    馬場　和久　　山元誠一郎    谷口　正夫　　青木　隆志　  落合　啓志　　久米　正美
石田　耕一　　松澤　忠明　　安部　正幸

幹　事



No 支部 支部長(常任理事) 班

宮田　純生 (上尾・原市中長) 廣　美穂 （中央小頭）

安彦　伸也 （原市中頭）

田口　元信 (伊奈・南中長) 阿久津　直人 （小針北小）

藤原　遼河 （南中）

高後　仁 (さいたま・仲町小長）

藤田　雅彦 (さいたま・大谷口小長） 中村　誠 (沼影小頭)

高﨑　芳和 (さいたま・神田小長） 田中　浩二 (大宮小頭)

島田　彰 (さいたま・東大成小長） 佐藤　俊夫 (日進北小頭)

浅野　博一 (さいたま・馬宮東小長） 小畑　康彦 (大成小頭)

豊田　由香 (さいたま・泰平小長） 野平　尚彦 (与野東中頭)

冨田　英雄 (さいたま・大宮北中長） 佐久間　貴宏 (春里中頭)

矢部　尚 (さいたま・尾間木中長) 鈴木　真由美 (南浦和中頭)

茂木　里仁 (さいたま・植水中長) 深山　清隆 (内谷中頭)

吉原　誠士 (さいたま・与野南中長) 中村　篤 (原山中頭)

春山　悟 (さいたま・城北中長）

安藤　幸子 (さいたま・川通中長)

柳川　英臣 (福原小)

平田　知也 (城南中)

大友　俊紀 (坂戸・上谷小)

髙橋　和久 (毛呂山・毛呂山中)

都崎　康夫 (ふじみ野・大井東中)

髙橋　健太郎 (ふじみ野・大井小)

大平　匠 富士見小

堤　裕 中央中

浜中　信宏 西富小

長谷部　秀吾 所沢中

大野　聡 豊岡小

杉田　達紀 金子中

鹿山　泰 (日高・高根小)

藤野　玲佳 (日高・高麗川中)

田中　大山 (青鳥小)

松野　翔也 (松山中)

鈴木　善三 (滑川・福田小）

半田　北斗 (東松山・松山第二小) 竹ノ谷　祐二 (嵐山・玉ノ岡中)

内川　文子 (東秩父・槻川小)

原川　実 (東秩父・東秩父中)

久保　和之 (ときがわ・玉川小)

吉橋　徹 (鳩山・鳩山中)

岡田　博明 (東松山・南中) 島田　優介 (つばさ南小)

三橋　匠翔 (川島中)

藤原　剣 (南小)

田辺　悠妃 (吉見中）

上尾

飯能
日高

島津　芳久
(日高・高萩中長)

入
間

8

竹田　聡

本澤　智巳

小山　哲也

(川越・霞ヶ関中長)

(所沢・明峰小長)

(狭山・笹井小長)

川越

北部

東部

狭山

所沢

入間

7

さ
い
た
ま

引間　和彦
(さいたま・尾間木小長)

さいたま

6
上
尾

佐々木　智美
(上尾・西中長)

伊奈

比
企

9

松山

菅谷

小川

玉川

川島

吉見

副支部長(常任理事) 理事(各班より小中各１名)

大野　喜裕
(東松山・北中長)





No 支部 支部長(常任理事) 班

秩父市 松本　尚樹 (秩父・尾田蒔小）

坂本　勉 (小鹿野・小鹿野小長） Ａ 関根　稔 (秩父・尾田蒔中）

飯島　克行 (秩父・秩父第一小頭） 秩父市 笠原　祐希 (秩父・影森小）

井ノ瀬秀人 (秩父・尾田蒔中頭） Ｂ 斉藤　博文 (秩父・荒川中）

加藤　浩 (皆野・皆野中頭） 秩父 金子　敬次 (小鹿野・小鹿野小）

小泉　貴寛 (秩父・吉田中頭） Ａ 越智　啓太 (小鹿野・小鹿野中）

秩父 土屋　智治 (長瀞・長瀞第一小）

Ｂ 猪野　知典 (皆野・皆野中）

阿部　秀紀 (中央小）

田島　弘達 (秋平小）

橋爪　慶太 (本庄東中）

渋谷　利幸 (本庄・児玉中長) 中里　絢乃 (児玉中)

反町　清隆 (上里東小)

土井　麻緒 (上里中)

小林　悟 (美里・大沢小頭) 長島　弘樹 (大沢小)

設楽　俊一 (美里中）

茂木　智史 (丹荘小）

布施　陽子 (神川中）

樋口　優介 (佐谷田小）

向井　　均 (深谷・南中長) 久我　輝 (大原中)

井出　　徹 (熊谷・吉岡中長) 新井　秀侑 (藤沢小)

田島　孝志 (熊谷・吉岡小長) 増田　祥子 (幡羅中)

小柳　百代 (寄居・男衾小長) 福田　裕美 (寄居小）

小林　弘也 (城南中）

秋山　辰 (荒木小)

岡田　賢太朗 (西中)

江森　渉 (太田中)

駒宮惠美子 (羽生・岩瀬小長) 荻原　淳司 (元和小）

稲葉　教郎 (豊野小)

田村　圭史 (原道小)

石﨑　冒稔 (行田・西中長) 下山　和章 (加須西中)

西山　悠希 (加須東中)

斉藤　貴司 (南小)

鈴木　正明 (南中)

本庄

秋山　高宏
(上里・賀美小長)

児
玉

11

10
秩
父

熊野　勤
(小鹿野・三田川小長)

羽生

神川

副支部長(常任理事) 理事(各班より小中各１名)

上里

美里

加須

北
埼
玉

13
小野田　誠

(加須・加須小長)

簑輪　進司
(深谷・深谷西小長)

大
里

12

熊谷

深谷

寄居

行田



No 支部 支部長(常任理事) 班

野田　隆幸 (葛飾中長）

岡嶋　久和 (立野小）

栗田　雅巳 (豊野中)

青木　正 (黒浜西小長）

三上　輝 (蓮田中央小）

岸　隆博 (蓮田南中）

丸山　典雄 (大袋北小長)

小川　哲也 (白岡・白岡東小長) 米沢　達彦 (宮本小）

坂元　新 (大袋中）

石嶋　雅和 (潮止小長)

金子　茜 (柳之宮小)

坂巻　勝 (潮止中）

石田　茂生 (杉戸・杉戸小長) 獨古　芳雄 (上内小長）

杉田　綾香 (鷲宮中)

武井　洋之 (菖蒲中)

青木　春乃 (大山小長）

安田　修一 (幸手・八代小長) 水沼　知美 (白岡東小)

関根　和之 (大山小)

和田　浩 (百間小頭）

及川　望実 (東小)

石川　昌保 (春日部・立野小長） 安藤　雅彦 (須賀中)

安田　修一 (八代小長）

宮田　哲 (幸手小)

細田　敏之 (東中)

野田　隆幸 (春日部・葛飾中長) 石田　茂生 (杉戸小長）

佐藤　茂 (杉戸第三小)

谷津　勇太 (杉戸中)

新坂　一美 (松伏小頭）

酒井　一好 (春日部・大増中頭） 福田　英利 (松伏小）

舟形　智志 (松伏中)

矢野　聖也 (美南小頭）

工藤　友子 (吉川小）

横山　崇大 (中央中）

三浦　力 (彦糸中長)

鈴木　勝浩 (彦糸中)

麻生田憲之 (北中)

宮代

幸手

春日部

蓮田

越谷

久喜

白岡

副支部長(常任理事) 理事(各班より小中各１名)

八潮

丸山　典雄
(越谷・大袋北小長)

埼葛14

杉戸

松伏

吉川

三郷


