
氏  名 所  属 得票数 氏  名 所  属 得票数 氏  名 所  属 得票数

有馬　俊朗 日本海事協会 366 大沢　直樹 大阪大学 284 篠田　岳思 九州大学 251

高木　健 東京大学 329 柏木　正 大阪大学 273 古川　芳孝 九州大学 246

鈴木　英之 東京大学 318 梅田　直哉 大阪大学 273 後藤　浩二 九州大学 234

青山　和浩 東京大学 309 藤久保　昌彦 大阪大学 270 安川　宏紀 広島大学 221

大坪　新一郎 国土交通省 304 有馬　正和 大阪府立大学 264 山口　悟 九州大学 205

日野　孝則 横浜国立大学 300 戸田　保幸 大阪大学 256 岩下　英嗣 広島大学 198

石黒　剛 ジャパン マリンユナイテッド 289 大塚　耕司 大阪府立大学 242 北村　充 広島大学 197

鈴木　克幸 東京大学 280 西尾　茂 神戸大学 241 濵田　邦裕 広島大学 192

岡田　哲男 横浜国立大学 276 片山　徹 大阪府立大学 240 田中　進 広島大学 191

上田　直樹 三菱造船 272 内田　誠 神戸大学 233 宇都宮　智昭 九州大学 187

村井　基彦 横浜国立大学 267 中谷　直樹 大阪府立大学 208 土井　康明 広島大学 185

伊藤　博子 海上技術安全研究所 267 髙橋　直樹 日本海事協会 205 栁原　大輔 九州大学 182

粟島　裕治 ジャパン マリンユナイテッド 264 石倉　歩 海技大学校 191 中村　昌彦 九州大学 177

柴崎　公太 ジャパン マリンユナイテッド 258 箙　一之 川重マリンエンジニアリング 190 石川　暁 長崎総合科学大学 162

川村　恭己 横浜国立大学 258 佐藤　隆一 金沢工業大学 180 北村　徹 三菱造船 157

川越　美一 商船三井 257 高橋　裕樹 DNV GL AS 172 胡　長洪 九州大学 148

宮崎  恵子 海上技術安全研究所 257 山内　豊 ジャパン マリンユナイテッド 160 青木　伊知郎 大島造船所 146

安藤　英幸 M T I 254 餅田　義典 川崎重工業 159 髙木　祐介 三菱重工海洋鉄構 141

菅　　勇人 日本海事協会 249 新海　信隆 ビューローベリタスジャパン 159 堀　勉 長崎総合科学大学 136

伊東　章雄 I H I 238 河野　一郎 川崎重工業 155 肥後　靖 広島大学 121

平田　純一 日本海事協会 237 直井　秀明 川崎重工業 153 補　　欠

松本  俊之 日本海事協会 233 松本　光一郎 ジャパン マリンユナイテッド 149 植村　洋毅 三菱造船 114

辻本　勝 海上技術安全研究所 230 本井　達哉 川崎重工業 148 片岡　史朗 新来島どっく 114

木村  校優 三井造船昭島研究所 229 岡崎　全伯 ナカシマプロペラ 137 橋本　州史 三菱造船 111

佐藤　徹 東京大学 227 補　　欠 玉井　秀一郎 ジャパン マリンユナイテッド 109

岡　　正義 海上技術安全研究所 227 稲田　陽一 三井E&S造船 133 有権者数 986 人

前田　泰自 三井造船昭島研究所 225 脇田　典英 三菱造船 130 投票者数 354 人

正信　聡太郎 海上技術安全研究所 223 古池　健太 サノヤス造船 130 投票率 35.9 ％

稗方　和夫 東京大学 218 八木　一桐 サノヤス造船 129 当選者数 20 人

庄司　るり 東京海洋大学 217 泉　尚吾 今治造船 125 補欠 4 人

髙平　智明 ジャパン マリンユナイテッド 214 有権者数 1199 人

大庭　亮 A B S 212 投票者数 335 人

平田　信行 海上技術安全研究所 211 投票率 27.9 ％

坪川　毅彦 三井海洋開発 209 当選者数 24 人

長屋　茂樹 I H I 205 補欠 5 人

早稲田 卓爾 東京大学 203

山口　一 東京大学 202

補　　欠

多部田 茂 東京大学 201

吉元　博文 国土交通省 196

藤原　敏文 海上技術安全研究所 196

北澤　大輔 東京大学 196

栗原　道則　 ロイド船級協会 195

山田  安平 海上技術安全研究所 192

木原　一 防衛大学校 190

有権者数 1855 人

投票者数 532 人

投票率 28.7 ％

当選者数 37 人

補欠 7 人

注）得票数が同じ場合は、年齢の高い順による（細則第14条）

公　示
日本船舶海洋工学会（第124～125期）

代議員選挙結果　（得票順）

東部支部 関西支部 西部支部

日船海公第20号
平成30年１２月20日

代議員選挙管理委員会

任期満了に伴う、第124～125期 (平成31～32年度) 代議員選挙実施結果を、細則第15条に基づき公示します。


