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

大和　裕幸 東京大学 437 藤久保　昌彦 大阪大学 393 安東　　潤 九州大学 242

荒井　　誠 横浜国立大学 411 柏木　　正 大阪大学 386 安澤　幸隆 九州大学 233

高木　　健 東京大学 404 大沢　直樹 大阪大学 377 古川　芳孝 九州大学 218

石黒　　剛 ｱｲ･ｴｲﾁ･ｱｲ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 399 戸田　保幸 大阪大学 363 安川　宏紀 広島大学 216

重見　利幸 日本海事協会 379 大塚　耕司 大阪府立大学 356 吉川　孝男 九州大学 213

柴崎　公太 ユニバーサル造船 376 深沢　塔一 大阪府立大学 347 後藤　浩二 九州大学 203

田中　康夫 日本郵船 370 馬場　信弘 大阪府立大学 321 梶原　宏之 九州大学 192

豊田　宗晴 ｱｲ･ｴｲﾁ･ｱｲ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 362 村川　英一 大阪大学接合科学研究所 317 慎　　燦益 長崎総合科学大学 175

松本　俊之 日本海事協会 360 小林　英一 神戸大学 312 土井　康明 広島大学 175

高野　裕文 日本海事協会 358 穂森　繁弘 日本海事協会 291 岩下　英嗣 広島大学 175

鈴木　英之 東京大学 351 岩崎　泰典 川重マリンエンジニアリング 288 経塚　雄策 九州大学 169

上田　直樹 三菱重工業 348 村上　彰男 川崎重工業 288 北村　　充 広島大学 168

青山　和浩 東京大学 342 山﨑　哲生 大阪府立大学 282 池上　国広 長崎総合科学大学 167

川越　美一 商船三井 340 池渕　哲朗 金沢工業大学 277 野瀬　幹夫 長崎総合科学大学 167

影本　　浩 東京大学 338 河部　　香 川崎重工業 271 山口　　悟 九州大学 167

杉岡　　寛 ユニバーサル造船 337 塩谷　茂明 神戸大学 267 椛田　　剛 三菱重工業 163

田村　兼吉 海上技術安全研究所 321 小林　一也 川崎重工業 255 新宅　英司 広島大学 163

鈴木　和夫 横浜国立大学 316 並川　俊一郎 デット　ノルスケ　ベリタス 251 濱田　邦裕 広島大学 159

今出　秀則 国土交通省 310 瀬崎　良明 ユニバーサル造船 250 青木　伊知郎 大島造船所 158

鈴木　克幸 東京大学 310 山内　　豊 ユニバーサル造船 227 佐藤　　功 三菱重工業 156

坪川　毅彦 三井造船 303 竹田　太樹 三菱重工業 224 補　　欠

日野　孝則 横浜国立大学 303 松本　光一郎 ユニバーサル造船 215 藤本　由紀夫 広島大学 155

谷澤　克治 海上技術安全研究所 300 櫻井　昭男 海上技術安全研究所 209 北村　　徹 三菱重工業 151

大庭　　亮 ABS船級協会 299 中﨑　正敏 ナカシマプロペラ 201 橋本　州史 三菱重工業 146

川村　恭己 横浜国立大学 299 呉　　文雄 三菱重工業 196 森　　茂博 大島造船所 140

藤井　昭彦 三井造船 296 補　　欠 有権者数 997 人

高井　通雄 住友重機械ME 295 稲田　陽一 三井造船 196 投票者数 444 人

武正　文夫 IHI 295 新海　信隆 ビューローベリタス 196 投票率 44.5 ％

河地　三郎 住友重機械ME 291 奥田　成幸 海技大学校 194 当選者数 20 人

吉田　清隆 商船三井 288 谷川　雅之 日立造船 192 補欠 4 人

大坪　新一郎 国土交通省 288 野々口　修次 川重マリンエンジニアリング 189

上入佐　光 三井造船昭島研究所 287 有権者数 1227 人

有坂　俊一 川崎汽船 287 投票者数 526 人

西村　勝好 三井造船 285 投票率 42.9 ％

山口　一 東京大学 281 当選者数 25 人

倉持　貴好 住友重機械ME 279 補欠 5 人

粟飯原　周二 東京大学 274

川本　要次 三菱重工業 271

佐久間　俊 防衛省 258

補　　欠

中川　寛之 三井造船昭島研究所 257

田中　義照 海上技術安全研究所 257

木原　一 防衛大学校 251

佐藤　　徹 東京大学 239

影山　和郎 東京大学 237

林　　昌奎 東京大学生産技術研究所 232

徳留　健二 日本造船技術センター 226

森下　　信 横浜国立大学 224

有権者数 1948 人

投票者数 686 人

投票率 35.2 ％

当選者数 39 人

補欠 8 人

公示
日本船舶海洋工学会（平成25～26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９号
平成２４年１２月２１日

代議員選挙管理委員会

任期満了に伴う、第118期～第119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。


