
会　長 利根川守三郎

浦田周次郎 小野　房若

川住鋎四郎 肥田　丈夫

幹　事 若目田利助 青山　忠治

稲田三之助 神谷　貞広

鳥潟　右一 畑　英三郎

青山　忠治 伊東　輝蔵

大岩　弘平 岡本桂次郎

地　方 菊地　　実 塩谷禎次郎

幹　事 千住　永照 高野　四郎

手塚弥太郎 西脇　吉久

蜷川　湛徳 初見　五郎

山本三次郎 渡辺房次郎

庶　務 浅岡　義彦 上條　清志

委　員 鈴木寿伝次 根岸　　薫

南崎　荘吾 脇坂　貫一

会　長 利根川守三郎

青山　忠治 稲田三之助

神谷　貞広 鳥潟　右一

幹　事 畑　英三郎 池田　武智

大畑源一郎 佐伯美津留

田代　　常 米澤与三七

青山　忠治 伊東　輝蔵

大岩　弘平 7.4 星野　貞治

地　方 菊地　　実 岡本桂次郎

幹　事 千住　永照 塩谷禎次郎

手塚弥太郎 高野　四郎

蜷川　湛徳 西脇　吉久

村上　慶治 初見　五郎

渡辺房次郎 山本三次郎

庶　務 浅岡　義彦 上條　清志

委　員 鈴木寿伝次 根岸　　薫

南崎　荘吾 脇坂　貫一

大正6年～7年（電信電話学会設立　6.5.1）

大正7年～8年（役員会　7.1.1）



会　長 浦田周次郎

8.10 青山　忠治

池田　武智 大畑源一郎

佐伯美津留 田代　　常

幹　事 米澤与三七 石川　弘三

小野　房若 川住鋎四郎

肥田　丈夫 道田　貞治

青山　忠治 大岩　弘平

8.10 小野　房若 岡本桂次郎

菊地　　実 塩谷禎次郎

地　方 千住　永照 高野　四郎

幹　事 手塚弥太郎 西脇　吉久

蜷川　湛徳 初見　五郎

星野　貞治 村上　慶治

山本三次郎 渡辺房次郎

浅岡　義彦 上條　清志

庶　務 鈴木寿伝次 脇坂　貫一

委　員 南崎　荘吾 8.4 高橋保次郎

鈴木　　恵

会　長 青山　忠治

石川　弘三 小野　房若

川住鋎四郎 肥田　丈夫

幹　事 道田　貞治 小川　一清

北村　令司 児島牛五郎

横山英太郎 脇坂　貫一

小野　房若 大岩　弘平

岡本桂次郎 塩谷禎次郎

千住　永照 高野　四郎

地　方 手塚弥太郎 9.9 初見　五郎

幹　事 9.6 鷲見　昌顕 西脇　吉久

9.9 岩瀬鉄次郎 村上　慶治

蜷川　湛徳 9.6 長島喜四郎

山本三次郎 渡辺房次郎

浅岡　義彦 上條　清志

庶　務 鈴木寿伝次 鈴木　　恵

委　員 9.5 古林　　博 南崎　荘吾

高橋保次郎

大正8年～9年（役員会　8.1.1）

大正9年～10年（役員会　9.1.9）



会　長 稲田三之助

小川　一清 北村　令司

児島牛五郎 横山英太郎

幹　事 脇坂　貫一 大畑源一郎

高田　善彦 宮井　誠吉

山根　幸知 米澤与三七

岩瀬鉄次郎 小野　房若

大岩　弘平 岡本桂次郎

地　方 樺島　　一 塩谷禎次郎

幹　事 千住　永照 長島喜四郎

西脇　吉久 蜷川　湛徳

初見　五郎 山本三次郎

10.7 伊東　輝蔵 渡辺房次郎

庶　務 浅岡　義彦 上条　清志

委　員 古林　　博 高橋保次郎

内藤　助治 南崎　荘吾

会　長 稲田三之助

大畑源一郎 高田　善彦

宮井　誠吉 山根　幸知

幹　事 米澤与三七 小野　房若

梶井　　剛 園田勉次郎

中上　豊吉 肥田　丈夫

伊東　輝蔵 岩瀬鉄次郎

11.4 星野　貞治 大岩　弘平

地　方 小野　房若 樺島　　一

幹　事 岡本桂次郎 千住　永照

11.7 飯倉　文甫 西脇　吉久

塩谷禎次郎 蜷川　湛徳

長島喜四郎 山本三次郎

庶　務 浅岡　義彦 上条　清志

委　員 古林　　博 高橋保次郎

内藤　助治 南崎　荘吾

大正10年～11年（役員会　10.1.11）

大正11年～12年（役員会　11.1.18）



会　長 鳥潟　右一

12.6 高田　善彦

小野　房若 梶井　　剛

園田勉次郎 12.1 横山英太郎

幹　事 肥田　丈夫 中上　豊吉

石川　弘三 伊東　輝蔵

鈴木寿伝次 大山喜四郎

南崎　荘吾 12.3 北村　令司

飯倉　文甫 岩瀬鉄次郎

小野　房若 大岩　弘平

地　方 塩谷禎次郎 樺島　　一

幹　事 12.2 児島牛五郎 千住　永照

長島喜四郎 西脇　吉久

蜷川　湛徳 星野　貞治

12.3 大山喜四郎 山本三次郎

庶　務 石井鉄五郎 上条　清志

委　員 古林　　博 豊田　良蔵

内藤　助治 森井　光亨

会　長 高田　善彦

伊東　輝蔵 13.7→退任 石川　弘三

北村　令司 鈴木寿伝次

幹　事 南崎　荘吾 田代　　常

高津　　清 初見　五郎

山根　幸知 米澤与三七

飯倉　文甫 岩瀬　鉄次郎

小野　房若 13.1 日下部鉦次郎

地　方 大山喜四郎 大岩　弘平

幹　事 児島牛五郎 樺島　　一

13.7 伊東　輝蔵 長島喜四郎

西脇　吉久 星野　貞治

山本三次郎

庶　務 石井鉄五郎 上条　清志

委　員 古林　　博 豊田　良蔵

内藤　助治 森井　光亨

大正12年～13年（役員会　12.1.30）

大正13年～14年（役員会　13.1.18）



会　長 米澤与三七

田代　　常 高津　　清

初見　五郎 山根　幸知

幹　事 米澤与三七 大畑源一郎

14.1 横山英太郎 道田　貞治

梶井　　剛 宮川　三一

宮井　誠吉

伊東　輝蔵 飯倉　文甫

小野　房若 大岩　弘平

地　方 大山喜四郎 14.6 押田　三郎

幹　事 日下部鉦次郎 樺島　　一

西脇　吉久 14.1 小船井敬吉

山本三次郎 長島喜四郎

14.4 片山　活三 星野　貞治

石井鉄五郎 上条　清志

庶　務 古林　　博 豊田　良蔵

委　員 14.4 島田新次郎 森井　光亨

内藤　助治

会　長 米澤与三七

大畑源一郎 梶井　　剛

道田　貞治 宮井　誠吉

幹　事 宮川　三一 上条　清志

木村　介次 北村政次郎

小瀬　　虎 中上　豊吉

肥田　丈夫 増永　元也

伊東　輝蔵 飯倉　文甫

市岡万次郎 小船井敬吉

地　方 大山喜四郎 押田　三郎

幹　事 片山　活三 日下部鉦次郎

長島喜四郎 西脇　吉久

星野　貞治

庶　務 石井鉄五郎 島田新次郎

委　員 豊田　良蔵 内藤　助治

御園生嘉二 森井　光亨

大正14年～15年（役員会　14.1.19）

大正15年～昭和2年（役員会　15.2.13）


