
日本船舶海洋工学会 
平成 21～22 年度（第 113～114 期）代議員選挙結果（得票数順） 

平成 20 年 12 月 15 日 
東部支部選出（定数 33 名） 関西支部選出（定数 19 名） 分野別 

氏 名 所 属 得票数 氏 名 所 属 得票数 氏 名 所 属 得票数

角 洋一 横浜国立大学 48 大塚 耕司 大阪府立大学 33 造機・システム関係（定数 6 名） 
浦 環 東京大学 47 柏木 正 大阪大学 33 山崎正三郎 ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 83 
大和 裕幸 東京大学 44 藤久保昌彦 大阪大学 33 錦戸 真吾 三菱重工 71 
荒井 誠 横浜国立大学 41 加藤 直三 大阪大学 32 石田 憲治 神戸大学 69 
太田垣由夫 IHIMU 36 戸田 保幸 大阪大学 32 荒川 忠一 東京大学 57 
木下 健 東京大学 35 並川俊一郎 NV 30 鎌田 実 東京大学 54 
影本 浩 東京大学 34 馬場 信弘 大阪府立大学 30    
田中 康夫 日本郵船 34 北野 公夫 ユニバーサル造船 28 次点  
重見 利幸 海事協会 33 前田  俊夫 三菱重工 28 該当なし  
仁保 治  三井造船 33 山﨑 哲生 大阪府立大学 28    
横田 健二 商船三井 33 仁瓶 寛太 川崎重工 27 公的機関関係（定数 4 名） 
高木 健 東京大学 31 松石 正克 金沢工業大学 27 佐久間 俊 防衛省 55 
染矢 隆一 国土交通省 30 村上 彰男 川崎造船 26 木内 大助 海上保安庁 54 
松本光一郎 ユニバーサル造船 30 村川 英一 大阪大学 25 坂下 広朗 国土交通省 54 
青山 和浩 東京大学 29 鳥井 幸典 三井造船 24    
鈴木 英之 東京大学 29 藤田 均 今治造船 24 次点  
田村  兼吉 海技研 29 山田 久行 ユニバーサル造船 23 該当なし  
平山 次清 横浜国立大学 29 呉  文雄 三菱重工 21   
高品  純志 三井造船 28 中藤 達志 サノヤス・ヒシノ明昌 20 海事系大学関係（定数 2 名） 
竹川 正夫 住重ME 28 分野別代議員欠員による繰上げ当選 小林 英一 神戸大学 72 
堤 則夫 川崎汽船 28 正岡 孝治 大阪府立大学 19 庄司 邦昭 東京海洋大学 56 
秋山 章 ABS 27 次点   次点  
田中 圭 船技協 27 珠久 正憲 今治造船 15 該当なし  
松原 知之 日本郵船 27 岩崎 泰典 川崎造船 11   
芳村 康男 北海道大学 27   海運関係（定数 2 名） 

谷澤 克治 海技研 26 西部支部選出（定数 14 名） 当選者が支部選出枠でも当選のため

伊藤 茂 国土交通省 25 新開 明二 九州大学 23 該当なし  
瀬崎 良明 ユニバーサル造船 25 慎 燦益 長崎総科大 16 次点  
中村 靖 海事協会 24 橋本 州史 三菱重工 16 該当なし  
今出 秀則 国土交通省 23 池上 国広 長崎総科大 15   
宇宿 行史 海事協会 23 椛田 剛 三菱重工 15    
瀬戸 秀幸 防衛大学校 23 安澤 幸隆 九州大学 15   
水野 博介 三菱重工 23 安東 潤 九州大学 13   
分野別代議員欠員による繰上げ当選 藤田 重友 三菱重工 13   

遠藤 雅右 ロイド船級協 21 安川 宏紀 広島大学 12   
戸澤 秀 海技研 21 経塚 雄策 九州大学 11   
   吉川 孝男 九州大学 11   
次点   土井 康明 広島大学 10   
加藤  俊司 海技研 21 藤本由紀夫 広島大学 10   
飯島 史郎 三菱重工 19 山崎 知幸 名村造船所 10   
   分野別代議員欠員による繰上げ当選   
   尊田 雅弘 三菱重工 10   
   次点     
   渡邊 栄一 長崎総科大 10    
   中谷 浩一 尾道造船 9   
 


