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

高木　健 東京大学 336 柏木　正 大阪大学 413 安東　潤 九州大学 255

荒井　誠 横浜国立大学 327 藤久保　昌彦 大阪大学 399 安澤　幸隆 九州大学 236

鈴木　英之 東京大学 302 梅田　直哉 大阪大学 391 古川　芳孝 九州大学 235

川越　美一 商船三井 301 大沢　直樹 大阪大学 379 篠田　岳思 九州大学 227

大坪　新一郎 国土交通省 301 戸田　保幸 大阪大学 374 安川　宏紀 広島大学 227

日野　孝則 横浜国立大学 300 有馬　正和 大阪府立大学 373 後藤　浩二 九州大学 223

石黒　剛 ジャパンマリンユナイテッド 287 大塚　耕司 大阪府立大学 337 岩下　英嗣 広島大学 192

有馬　俊朗 海上技術安全研究所 287 片山　徹 大阪府立大学 333 土井　康明 広島大学 191

鈴木　克幸 東京大学 278 西尾　茂 神戸大学 328 山口　悟 九州大学 190

髙野　裕文 日本海事協会 277 内田　誠 神戸大学 300 新宅　英司 広島大学 178

重見　利幸 日本海事協会 277 穂森　繁弘 日本海事協会 296 北村　充 広島大学 176

青山　和浩 東京大学 272 山崎　哲生 大阪府立大学 295 野瀬　幹夫 長崎総合科学大学 165

岡田　哲男 横浜国立大学 270 河部　香 川崎重工業 276 濵田　邦裕 広島大学 163

柴崎　公太 ジャパンマリンユナイテッド 265 池渕　哲朗 兵庫県立大学 264 髙木　祐介 三菱重工船舶海洋 154

上田　直樹 三菱重工 265 河野　一郎 川崎重工業 258 青木　伊知郎 大島造船所 152

粟島　裕治 ジャパンマリンユナイテッド 260 箙　　一之 川重マリンエンジニアリング 256 木村　元 九州大学 152

伊東　章雄 IHI 254 餅田　義典 川崎重工業 246 白木原　浩 三菱重工業 149

川村　恭己 横浜国立大学 246 直井　秀明 川崎重工業 242 田中　進 広島大学 147

松本　俊之 日本海事協会 243 佐藤　隆一 金沢工業大学 211 北村　徹 三菱重工業 146

宮崎　恵子 海上技術安全研究所 242 高橋　裕樹 DNV GL AS 209 宇都宮　智昭 九州大学 135

菅　　勇人 日本海事協会 241 新海　信隆 ビューローベリタスジャパン 207 補　　欠

村井　基彦 横浜国立大学 238 松本　光一郎 ジャパンマリンユナイテッド 204 胡　　長洪 九州大学 130

宇都　正太郎 海上技術安全研究所 235 山内　豊 ジャパンマリンユナイテッド 194 大平　弘之 三菱重工業 129

三橋　孝司 日本郵船 229 竹田　太樹 三菱重工業 194 橋本　州史 三菱重工業 125

髙平　智明 ジャパンマリンユナイテッド 228 奥田　成幸 海技大学校 193 東濵　清 新来島どっく 120

木村　暢夫 北海道大学 226 補　　欠 有権者数 991 人

坪川　毅彦 三井海洋開発 225 稲田　陽一 三井造船 178 投票者数 417 人

伊藤　博子 海上技術安全研究所 223 脇田　典英 三菱重工業 177 投票率 42.1 ％

前田　泰自 三井造船 221 古池　健太 サノヤス造船 174 当選者数 20 人

長屋　茂樹 IHI 214 田尾　晋三 三菱重工業 169 補欠 4 人

安藤　英幸 MTI 214 岡田　善久 ナカシマプロペラ 159

大庭　亮 ABS 213 有権者数 1220 人

上野　道雄 海上技術安全研究所 207 投票者数 519 人

辻本　勝 海上技術安全研究所 205 投票率 42.5 ％

正信　聡太郎 海上技術安全研究所 202 当選者数 25 人

松村　竹実 三井造船 201 補欠 5 人

山口　一 東京大学 199

平山　明仁 三井造船昭島研究所 196

補　　欠

粟飯原　周二 東京大学 195

高井　通雄 住友重機械ME 195

河地　三郎 住友重機械ME 191

吉野　亥三郎 三井造船 191

平田　信行 海上技術安全研究所 191

秋山　治之 川崎汽船 191

小松　正夫 三菱重工 186

庄司　るり 東京海洋大学 186

有権者数 1873 人

投票者数 610 人

投票率 32.6 ％

当選者数 38 人

補欠 8 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（平成29～30年度）

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16号
平成２8年１２月22日

代議員選挙管理委員会

任期満了に伴う、平成29～30年度（第122～123期）代議員選挙実施結果を、細則第15条に基づき公示します。


