
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 313 大沢　直樹 大阪大学 310 古川　芳孝 九州大学 210

高木　健 東京大学 301 飯島　一博 大阪大学 297 安東　潤 九州大学 208

鈴木　英之 東京大学 284 有馬　正和 大阪公立大学 282 後藤　浩二 九州大学 200

石黒　剛 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 254 片山　徹 大阪公立大学 278 篠田　岳思 九州大学 194

青山　和浩 東京大学 254 大塚　耕司 大阪公立大学 272 安川　宏紀 広島大学 185

鈴木　克幸 東京大学 246 勝井　辰博 神戸大学 272 山口　悟 九州大学 173

安藤　英幸 M T I 239 鈴木　博善 大阪大学 253 柳原　大輔 九州大学 170

岡田　哲男 横浜国立大学 236 中谷　直樹 大阪公立大学 249 岩下　英嗣 広島大学 166

上田　直樹 三菱造船 234 西尾　茂 神戸大学 248 宇都宮　智昭 九州大学 161

伊藤　博子 海上技術安全研究所 234 今田　淳 日本海事協会 241 新宅　英司 広島大学 153

村井　基彦 横浜国立大学 232 麻　寧緒 大阪大学 211 濵田　邦裕 広島大学 143

稗方　和夫 東京大学 222 山内　豊 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 198 石川　暁 長崎総合科学大学 142

庄司　るり 東京海洋大学 219 高橋　裕樹 DNV AS 191 瀧本　努 三菱造船 139

伊東　章雄 I H I 213 吉田　尚史 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 190 胡　長洪 九州大学 137

川村　恭己 横浜国立大学 213 山本　一誠 海技大学校 187 田中　進 愛媛大学 130

辻本　勝 海上技術安全研究所 212 田中　寿夫 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 179 古野　弘志 長崎総合科学大学 115

南　真紀子 海上技術安全研究所 206 武市　祥司 金沢工業大学 179 植村　洋毅 三菱造船 113

越智　宏　 日本海事協会 203 山本　哲也 川崎重工業 169 佐藤　宏一 三菱造船 110

岡　正義 海上技術安全研究所 200 志道　敏雄 川崎重工業 168 補　　欠

北村　徹 三菱造船 199 村岸　治 川崎重工業 167 東　英一 三菱造船 106

髙平　智明 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 199 古池　健太 新来島サノヤス造船 167 杉村　忠士 三菱造船 106

山本　泰 日本郵船 195 岡崎　全伯 ナカシマプロペラ 161 陸田　秀実 広島大学 100

村山　英晶 東京大学 194 加藤　恒司 川重ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 156 藤井　壽裕 大島造船所 98

平田　純一 日本海事協会 192 補　　欠 有権者数 870 人

早稲田　卓爾 東京大学 191 清水　裕亮 今治造船 150 投票者数 297 人

大庭　亮 A B S 190 八木　一桐 新来島サノヤス造船 147 投票率 34.1 ％

今井　新 国土交通省 190 小濱　耕二 関西設計 145 当選者数 18 人

大森　拓也 海上技術安全研究所 188 武田　誠 ﾋﾞｭｰﾛｰﾍﾞﾘﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 144 補欠 4 人

岩本　昌樹 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 186 徳田　剛一 川崎重工業 136

平澤　宏章 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 186 有権者数 1126 人

藤原　敏文 海上技術安全研究所 183 投票者数 371 人

杉本　義彦 商船三井 183 投票率 32.9 ％

石橋　公也 日本海事協会 182 当選者数 23 人

佐藤　徹 東京大学 179 補欠 5 人

補　　欠

田村　顕洋 国土交通省 174

山口　誠 商船三井 172

多部田　茂 東京大学 170

平山　明仁 三井E&S造船 168

正信　聡太郎 海上技術安全研究所 166

北澤　大輔 東京大学 166

濱中  誠司 ロイド船級協会 161

有権者数 1661 人

投票者数 454 人

投票率 27.3 ％

当選者数 34 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128～129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２８号
令和4年１２月15日

代議員選挙管理委員会

任期満了に伴う、第128～129期 (令和5～6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。


