ご寄附いただいた皆さん
ご寄付ありがとうございました。
（敬称略）
総合計

２，１4２名、５１社

平成２５年４月３０日現在
教養学部
平城悳江、岡平悟朗、福田格範、宮原朗、松永知子、豊島継男、水谷敦雄、新田純
卒業生等
弘、林野宏、杉原誠、牧野輝良、及川徳松、藤縄千艸、千葉振、長塚宣子、横山民
（文理学部 司、大谷隆照、菊地礼子
および文科
文理学部（以上１８名、外１０名 計２８名）
科学研究科
を含む）
氏家剛生、寺内慎一、寺尾潔、吉田好克、引間まさ子、高橋明子、上田尚子、鷲尾

達雄、金田実、糸永伸一、小畑克、中山貞、岡川善尚、伊藤裕子、深浦茂子、鈴木
宏昭、山崎晃、花島美紀子、島崎勇一、塩史子、関根増男、田口美一、高井吉雄、
岡秀洋、栩木誠、石崎庸子、羽持彰、柴岡則之、吉田智一、津野誠司、浪江勉、大
前健三、吉見奈央、滝澤三郎、松野幸子、小野俊信、北岡大歩、本田典子、原子朋
奈
以上５７名、外５３名 計１１０名
教育学部
早川剛、中村孝太郎、笹生満男、斎藤誠治、久保田安美、高橋貞子、新井明子、晝
卒業生等
間行、柴崎政道、伊藤敬子、斎藤博道、大竹信子、柴崎圭子、津田雅子、中山厚子、
（教育学研 古井英一、照山豊吉、床山裕子、高橋郁代、青木満守、川村セツ子、新田辰吉、塩
究 科 を 含 崎陽子、山口雅秀、渡辺冬花、新井雅子、臼倉正堯、臼倉喜美枝、土屋徹、上山雄
む）
材、竹野谷真雄、斉藤隆、藤井貞二、飯島光治、川崎昭治、結城玲子、新島養平、
山口三千代、関潤治、仲西容子、田賀谷清三、倉林みゆき、吉田康輔、岩井住男、
保岡孝之、横山恒子、森土喜子、竹内義郎、竹内和子、金子文雄、藤井絵美、若林
典子、高岡雅人、後藤徳子、金子美智子、石井徹、鈴木秀三郎、鈴木文枝、関根君
江、岩崎加代子、藤井年子、中野茂、東秀樹、神山喜義、神山和江、細村幸男、細
村美恵子、井上博子、矢部和幸、関口聡、関口明久、清水康子、小谷野昭久、小野
順治、海沼学、徳久恭子、石川勝巳、原道枝、堀井敬子、高橋美恵子、久野ますみ、
西塔克美、西塔久枝、山口隆行、堀澤秀夫、井田和久、西村紫野、設楽政夫、小澤
尚久、堀江義一、小峰直子、小山律子、岡本哲夫、横田憲治、浅見勲、小倉久美子、
杉井みどり、高岡裕美、小松富士男、田中敏雄、根本英子、森田享二、森田多嘉子、
石井昇、矢萩惠一、森連、島田陽子、若守正義、野本雅夫、渋谷泉、西崎道喜、河
原塚実、菅野秀、岩田雅弘、安田正信、渡辺玉枝、早川良作、新井幸吉、遠藤忠彦、
木原桂子、関口靖人、大野剛、大野澄江、角田樹、濱本真澄、清水隆、久保忠太郎、
石川陽一、清水章夫、江田克己、伊澤宏、小峰知子、黒沢則子、矢嶋加奈江、江原
光一、平塚和男、宮田佳奈、設楽文雄、石塚正男、池畑慶二、塩谷治子、野村哲司、
間中忠男、岩佐正二郎、黒井晴子、木村達大、角田正史、今野晃一、木村紘治、清
水友巳、加藤修、山崎泰宏、新井久雄、倉又泰弘、石田やよい、熊谷まさ子、引間
春一、丹下尤子、宮田明、下田裕、新井昶、島本浩美、宮下福枝、斎藤康雄、大塚
光明、栗原弘美、小泉明、岡田謙司、渡辺栄造、倉澤才騏、中村和夫、中村眞知子、
市河利之、大谷一義、三村徹、石田仁、元山清博、入野勢津子、松久保直丈、野中
文子、寺田朋子、栗原千鶴子、保坂晶、大木馨、内山茂、内山美恵子、渡辺江津子、
辻口良春、岩田和夫、藤川哲夫、比留間英雄、石井紀一、浅見純子、大塚信代、町
田たか子、浅見実、脇谷明浩、有光志津枝、鈴木寧照、河合都志子、芦田高、矢吹
千鶴子、石川喜代一、小早川三恵子、今福義康、茂木優、新井浩、中内伊美子、伊
藤弘嗣、松井樹、高橋新衛、柿沼芳枝、小川久雄、細谷宜朗、大前正江、山田裕子、
樋口忠孝、染谷憲明、大木淑子、山下俊康、石井博、飯島康男、三代英俊、深澤悠
紀雄、大嶋伸之、栗原利久、山本キヨ、松崎のり子、宇治川照之、矢島京子、長谷
川聡、市之瀬秀夫、野口松雄、山野井純子、本澤智巳、祐川興基、祐川恵美子、遠
藤美佐子、齊藤俊勇、淺嶋早苗、佐藤俊朗、渡辺秀夫、金子道男、瀧田尚子、

直井さかえ、尾上肇子
経済学部
卒業生等
（文理学
部および
経済学研
究科を含
む）

以上２４６名、外１９４名 計４４０名
中野一郎、大山修一、木村浩享、早舩良雄、横倉千穂、伊藤誠次、飯島辰夫、飯島
秀男、大野節子、矢野修、松村勇、丹下博之、内藤勝久、林矩子、岩佐毅、中山嘉
明、斉藤寛、小澤篤、大澤辰英、橋本好三、戸村澄夫、齋藤哲生、村山英夫、小松
寛之、小林忠雄、紺野稔、和田実、藤岡光彦、小林信一、秋元康孝、小林洋史、白
幡喜昭、原田一郎、西野信、関衛、桜田良彦、嶋倉宏、小木曽嵩、藤村盛洋、伊藤
正昭、早川弘文、桝森欣一、鈴木哲男、西片昭五、池田典義、鴻野秀夫、沼野芳夫、
坪井五夫、田上昭二、坂上貞夫、矢口隆、五十嵐清人、蝋清正信、清水安衛、長島
伸和、海保俊雄、鎌倉一郎、碓井良明、河野昭一、松田吉徳、久保田尚武、永井孝
一、四元忠博、岡崎滋、丸山研造、久保勝茂、仲佐秀雄、五十嵐千児郎、迫田昭博、
葛西眞言、高田普通、田口紘一、深谷徳五郎、薄葉武志、村山公基、大谷守生、塚
本清、小林尚茂、入野勝見、田中正迪、田村公一郎、増子典男、加藤照夫、山川弘、
松村雄、蔦川正義、赤木俊雄、今野耕作、新井富美男
文理学部（以上８９名、外２５名 計１１４名）

和田学、寺田真廣、大久保雄興、大橋秀夫、大川紀一、船戸正重、長島茂邦、宮脇
豊、由井文良、染谷本一郎、四辻英隆、斉藤由美子、小林千修、井上英夫、大井洋
文、天野友幸、牛尼みゆき、平田仁士、岩岡夏彦、菊池慎一、山口正、相徳一充、
小口雄司、岡部正道、高柳完、門井松寿、岡安康夫、山崎道雄、三ツ石哲郎、奥田
月志、舘逸志、菊池順、竹内洋、大崎鼎、井上哲志、小川正治、市川英輝、高橋恒
二、堂田義博、鈴木崇志、清水久雄、恩田恵幸、阿彦和恵、小畑秀夫、菅井吉博、
三木正則、山田昌弘、保井久理子、荒木憲一、土岐和彦、赤熊繁、樽見秀男、金田
公一、三田村耕太郎、根本英雄、武田純一、江原峰生、相川春雄、大森久雄、棚橋
朋則、飯高成美、千葉新、飯島辰之、温井尚久、中村和美、柳生謙、代島武二郎、
松村廣二、大下俊子、塚田均、座光寺伸治、斉藤明彦、川越猛、田坂敏幸、山本晴
一、花城可保、小倉明、須藤富平、佐藤未峰行、高田季実子、桑田彰、糸長健一、
吉野敏行、池田義信、吉田円、梅原耕、佐藤茂、大野剛、佐渡晋一郎、大嶋健太郎、
寿永一郎、吹山晋平、城間隆、塚本学、古屋久昭、永田純子、高野政伸、依田美紀、
井上康子、萩野弘二、柴田敏、松崎健、穂坂邦夫、葛西重敏、三宅豊、渡辺昌巳、
貝山ゼミＯＢ.ＯＧ有志一同、野村正弘、山根健次郎、亀澤盛行、坂原三郎、板垣太
栄三、岡野孝信、斉藤信也、所勝慶、古野智揮、佐藤希和、平野方紹、中村節子、
森剛彦
以上２０９名、外７３名 計２８２名
理 学 部
松本伸太郎、松田常雄、杉尾彰俊、石橋正嗣、伊豆山實、関口正子、若梅良江、
三枝俊二、浅井邦彦、北條宗男、大蔵一美、小川忠政、柴崎芳夫、小島暁、内田
卒業生等
（文理学部 國昭、金子紘子、大畠好博、住田久子、金子智、鈴木正、山本喜大、熊倉稔、小
および理工 柴攻、蒲原重喜、小川治雄、井上義雄、山下忠義、遠藤幸夫、高橋孝、大塚峯三、
学研究科を 草刈英郎、町田勝持、谷口忠志、奈良道子、塚本茂、新井一夫、松丸耕二、近藤
含む）
師昭、鵜沢正勝、田丸洋、倉田久、瀧本陽子、山崎圭治、岡田利男、渡邉宏延、
屋良和子、三輪智明、新井和子、大沼正彦、形山素朗、形山嘉壽子
文理学部（以上５１名、外３６名 計８７名）
長谷川陽子、西島和三、長島玲子、吉村晃一、伊藤幸久、佐藤昭、宮下賀子、渡辺
夏樹、市堀誠治、市堀明、三上かおり、森田広、井上直也、三島寛、村本洋一、
中島英世、里村誠一郎、金子康子、豊田長稔、坪井真一、徳永徹郎、礒田恭子、大
貫隆、坂元正一、簗場豊、鈴木直義、西村和弘、佐野康一、佐野順子、武藤展敬、
生沼庸史、大谷毅、松原智之、菊地千里、上野克巳、松尾衛、高木孝次、塩沢豊志、
植松謙一、井上敬介、鈴木幸男、関口栄一、手呂内伸之、品純久、今井高志、田中
一樹、飯島義彦、久保田岳志、佐藤文泰、内山浩志、安部洋、馬場内隆男、松本幸
次、瀬崎真理子、増嶋長一、池田稔、竹野敦、依田俊英、松崎正年、藤山聡子、原
寛、平出明幸、吉池文夫、新田正博、忍田真理、吉崎栄男、高岡正彦、藤田吉之、

工 学 部
卒業生等
（理工学研
究 科 を 含
む）

理工学研
究科卒業
生等
附属中学
校・卒業生

石井敦利、黒須三恵、矢賀部隆史、矢賀部孝子、丸山晴生、石川顕法、朝倉正彦、
喜多文夫、西澤久夫、鈴木信尚、大岩有希、鈴木英治、種邑篤、内山三郎、葉山伸
江、天海孝、井形忠弘、井形美夏、山越智、倉猛、小池敏、藤城次郎、吉川恵則、
太刀川善作、宮本一成、清水徳雄、石田純一、富樫佳伯、磯部雅也、葛西陽子、後
藤幸子、斉藤直樹、栗原英男、松田知範、新山正人、須永秀治、船山恵市、高野勉、
山川宗玄、嶋田圭祐、兼頭房子、菊池邦博、倉持順二、町田正次郎、白楽ロックビ
ル、廣野良和、八島康太、新村浩一、髙久修一
以上１６８名、外９３名 計２６１名
新井健司、高松淳一郎、片岡茂生、東海林更二郎、塚本克良、雙木茂、上田靖、栗
原昇、大橋成太郎、八木晃一、田村浩一、石川赴夫、露口雄次、飯村正一、久山幸
男、山本吉道、成定正和、多田豊寿、熊木勇、平林昭敏、山田豊、高乗和彦、鈴木
正美、茂木修、田中隆彦、棚橋綱男、白井京太、川上直哉、荒木純道、田口博志、
菊池俊明、軽部信雄、石垣勝巳、井上均、柴田雅夫、杉山昇、荒木成文、中島太津
之、佐藤民男、川上優、北岡聡明、宮本淳一、島崎弘明、古田島信義、湯本国起、
戸井田清志、田村高志、高知尾芳弘、伊佐治一彦、領家邦泰、落合辰夫、元井昌司、
二瓶将成、三藤俊宏、堤勇二、柘植勇夫、白井康介、藤安新治、堀旦和、羽石操、
江原義弘、末富伸樹、長谷川吉雄、熊谷稔、永瀬敏、水村茂、三間繁夫、横手孝
輔、堀川重成、田中充、石井哲彦、安田太郎、小島邦晴、渡辺幸夫、志村隆、古
田裕、竹田明彦、中村城治、倉田哲、大原稔、坂本春美、佐伯光昭、市川大倫、
井上道男、小松泰樹、武隈秀明、田中純夫、小川裕史、川島道男、北田健夫、山
崎慶祐、佐藤浩介、渥美正博、荻原康政、関憲三郎、宇都木康二、田島恒明、夢
川安典、和田康正、長隆、大和昌一、浅野俊和、小林信秀、鳥居一男、野口俊男、
林信行、高木章夫、堀長一郎、須田峻一、高玉智史、古川哲光、岡田健太郎、國
場裕介、宇野滋彌、喜多川努、浜野陽平、柳橋秀広、藤田朝雄、児玉秀一、加藤
誠之、狩野雅夫、坂本政祐、鈴木勇、豊田裕行、小林正幸、並川賢治、大住征有
紀
以上１２７名、外６７名 計 19４名
江口一彦、川崎浩二、河口修、北原清志、王青躍、千葉健、飯田健、朱本勤、浦島
憲一
以上９名、外 6 名 計１5 名
平成２０年１１月に附属中学校にすべて移管いたしました。
御協力ありがとうございました。

学 生 保 護 大類義弘、増茂信幸、野尻陽一、佐々木龍仁、岡崎勝己、井戸秀寿、岡田雅夫、金
者
澤隆志、吉野昇、長谷川公一、川嶋永、小林秀樹、大橋丈夫、上野一夫、大嶋秀一、
田中敏春、常岡義文、仲井康通、田原謙一、三田地謙治、八鍬暢弥、大島有史、天
田亨、河野高洋、井上匡由、加藤行雄、宍戸明、倉沢章夫、小野寺正春、藤井浩三、
松田妙子、土屋英夫、赤塚貞二、増田忠雄、中村恵吾、小林寛司、松谷亨、寺田誠、
佐藤典秀、小原由夫、光山泰龍、渡辺浩志、隅野靖弘、鳥居一男、牧川一、開善明、
佐藤陽悦、江澤正行、西川康雄、吉川隆宏、小島健一、松本兼俊、吉田哲男、栗田
和信、森本和年、中島修、前田義明、高山直久、渡邉晴夫、皆川洋一、飯田信雄、
渡邊了、後藤与津雄、新井豊、川尻正弘、下西千秋、板橋勇、石田明男、水野朝之、
北村俊則、矢元裕人、三好明、別府光昭、岩下泰助、木村寛、笠原幸彦、鈴木茂清、
坂原正行、北野光宏、斎藤勇、吉永賢一、原口民男、近藤勇悟、遠藤敏章、清水信
幸、武石孝司、伊藤規雄、内田文雄、中村賀津美、村上康夫、藤井みや子、佐藤和
平、横山政則、倉島信雄、高橋正志、藤ヶ崎義憲、口田剛史、北山正和、金子彰、
中鉢勝亀、矢部計佐、大門重雄、鈴木清十、岡田善史、中村英朗、森谷津一郎、鎌
田喜信、須永清、玉木紀子、押田勝、武石登、小崎良男、上村眞一、木幡敏光、井
古田忠雄、稲村昌巳、吉田長武、早川利久、大竹義雄、今村明彦、野本守利、阿部
浩平、根本正則、吉原敏、浜津幸則、秋吉博之、箱石操、高草木利行、下山明彦、
加々美弘、岡野千里、和田博泰、佐藤正樹、三浦康彦、羽生健志、水流添弘久、北
村和之、中島猛、宮田博明、椛澤博之、村田憲一、小野崎修、小川明彦、坂庭英雄、
斉藤公、平澤雅彦、佐藤清喜、伊藤喜彦、樋口哲夫、藤科教道、小林泰雄、

小林英彦、村山文雄、川村雅敏、望月みどり、矢吹弘政、千葉晋司、浅見純子、岡
田一則、國定義男、中野美樹、岩崎克明、高橋千春、土田直義、相澤和彦、鴇田純
一、原口靖之、住吉幸夫、小原寛幸、高橋秋夫、関秀雄、知念功厳、岩崎賢一、花
見和則、佐藤月男、仲田毅、杉本規子、柳沼孝徳、肥留川明宏、高橋清、石田寛子、
田中茂喜、坂井幸雄、恩田英樹、岩渕真幸、小野孝、高野俊、工藤寿四、鈴木武夫、
山崎丈夫、望月治郎、尾形幸生、坂内房尚、山崎正孝、小場明秀、田崎信二、竹中
忍、楠原孝造、銀山文子、阿部正喜、平川豊晴、植松公春、中宿雄幸、須藤善男、
杉山輝雄、谷口孝夫、深堀秀子、福島幹雄、金子孝一、小堀好久、村山武良、鈴木
英夫、小林茂、五十嵐匡、松本政信、川崎春江、竹田元、丸山修、大沼克志、長島
昭夫、加藤敏昭、中島政司、栗林実、鮫島治郎、関俊行、金井田守、新井浩、齋藤
恭司、山田敏治、齋藤靖識、霜村巌、畠山洋一、大畠竹男、日置雅久、小川健二、
早川勇、萩森喜広、宮田和則、中村和彦、西澤清廣、三上日出昭、中島秀美、太田
一敏、斎藤義雄、山寺精吉、高尾菊男、浅井司、伊藤正美、曽我晴子、渡辺孝之、
渡部晶之、新井清武、若林正美、石津栄一、田口瑞穂、伊藤英二、高橋明美、堤和
彦、北原実、前保一石、大野勝己、小野寺正、國分弘志、相楽善弘、松澤均、中山
義則、木津治、鈴木正義、田中憲一、飯名実人、北澤勇一、塚野敏朗、鈴木和彦、
岩崎正次、奥山広明、栗本美和子、福山敏文、今和泉潤一、蟹澤恒水、結束武夫、
佐藤正弘、中山千文、小林克美、橋本滋、根岸重光、大木国夫、篠田聡、高橋薫、
仲里美佐男、石川桂二、栗原文夫、石渡弘一郎、木村二夫、金子充寛、小林裕、藤
井孝、井口貴代、渡辺眞美、伊藤和彦、虎谷浩司、鶴見英一、安藤隆之、下谷忠、
松崎三男、渡辺貞雄、戸来敏道、佐々木豊、大越紳一郎、原島照夫、石濱陽一郎、
今泉祐史、清水寛、立道隆幸、神谷雅己、水村茂、豅修道、伊達幸子、田村務
以上３１９名、外２４３名 計５６２名
一般個人
越山勇、栗原隆、野口英明、菅原敬爾、塚本秀子、増野武夫、古後義也、桶本佳一
神津直次、櫻田太樹、福島公夫、河崎美和子、吉仲崇
以上１３名、外７名 計 20 名
一般企業等 ㈱アイネット、東邦化学工業㈱、ユー･エム･シーエレクトロニクス㈱、武蔵工業㈱、
(有)埼玉スポーツ、医療法人瑞穂会、学校法人医学アカデミー、㈱マスダック、
吉野電化工業㈱、サイデン化学㈱、ダイナックス㈱、大内新興化学工業㈱、
富士ゼロックス埼玉㈱、太平洋セメント㈱、㈱タムロン、㈱エイ・アンド・ジェイ・
インターナショナル、京浜燃料㈱、サムテック(有)、(生協)さいたまコープ、㈱信
陽堂、大建工業(株)、旧制浦和高等学校同窓会、(株)岡村製作所、埼玉トヨペット(株)
はあとねっと輪っふる、(株)マリオン、東京キリンビバレッジサービス（株）
、
（株）サイモンズ
以上２７社、外２４社 計５１社
役 員
上井喜彦、原政敏、加藤泰建、川橋正昭、渋谷治美、町田武生、堀誠人、栗田健、
尾﨑正義
以上９名、外０名 計９名
教 員
田隅三生、松尾政弘、松田穣、津田俊信、貝山道博、山根敏、関口和彦、山口仲美、
（ 元 教 員 高橋克也、鈴木健、中山重蔵、加藤寛、阿部茂、長谷川孝明、長谷川登志夫、金子
康子、坂井貴文、宮田明、青木良夫、志村洋子、小林秀彦、深堀清隆、吉浦紀晃、
を含む）
八木惠子、豊岡了、野口文雄、新井高子、矢口裕之、岡崎勝世、山野清二郎、内村
朋子、谷本勝利、石戸教嗣、岩本一星、廣瀬卓司、伏見譲、藤澤弘介、福島正義、
金山廣吉、福島保夫、堤浩二、吉岡道和、村井康久、飯田武揚、宇田和子、松尾昌
文、露木孝彦、山田稔、菅野峰明、原島禮二、檜山哲夫、堂前章、兵藤釗、吉田茂、
小林禧夫、市橋勝衛、金子裕良、末永國明、高山巌、西宮範、林信二郎、石川義雄、
小山博也、王青躍、大嶋健司、中村次郎、清宮敏子、丹羽勝彦、大西純一、谷井義
彰、本間俊司、姫野伴子、折山俊也、原田正躬、近藤瑞枝、三光長治、福宿光一、
山市孟、中川靖夫、毛利信男、外山映次、井原基、田代信、馬哲旺、西垣功一、
森田武、松本旭、宮瀬重美、宮原朗、佐藤邦明、清水暁、堀川清司、小松登志子、
中村良郎、坂本章、水野毅、角川浩二、根上剛士、福田清成、伊藤學、都築正信、
柳澤哲哉、水谷忠良、松田常雄、中野一郎、石田康幸、山口和孝、岩本昭一、

千原貞次、前川仁、石塚武男、八木正一、大塚秀高、内田淳史、平塚信之、藤林泰、
渋川雅美、久保田尚、三浦勝清、上野啓司、後藤祐一、野瀬清喜、平原裕行、鈴木
道也、澁谷百代、齊藤享治、小川敏栄、鎌田憲彦、村川秀雄、清水寛、伊藤修、吉
川敬治、山本利一
以上１３３名、外５１名 計１８４名
職 員
川口憲次、佐藤時夫、横塚光春、柴崎政子、仁木俊二、大瀬勝寿、篠崎徳治、武田
（ 元 職 員 純一、三田和義、小林秀夫、守屋正紀、青山優蔵、内田秋男、池内真知子、木崎一
美、戸田忠、堀越幸雄、岸廣一、米山利二、飯塚常雄、小川正美、滝沢雅之、荒井
を含む）
達男、武笠行祐、宮田久実子、小山登、小松俊夫、猪瀬一夫、中野文雄、塩野浩司、
新井和宏、鈴木規康、木下保則、斉藤由明、井上金一、土田元栄、榊原光男、横山
輝男、黒澤定廣、星操
以上４０名、外２５名 計６５名
注１
注２

各学部卒業生欄中に在学生を含む。
掲載いたしました氏名等に間違いなどがございましたら、お問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
埼玉大学基金室（広報渉外室内）
〒338-8570 さいたま市桜区下大久保 255
TEL：048-858-9330

FAX：048-858-9057

Email：s-kikin@gr.saitama-u.ac.jp

