
 
 
 
 

日本産業衛生学会関東地方会選挙管理委員会委員長 照屋浩司 

 

平成 26 年日本産業衛生学会関東地方会会長、代議員選出結果を下記のようにご報告申し上げます。 

 

関東地方会会長、代議員選挙 

切手無しや料金不足のため受け取りを拒否した投票用紙返信用封筒が 14 通あり、消印が 10 月 21

日以後の 13通、日本郵便以外の手段にて送付された 1通を、取り決めに則って無効の扱いとした。消

印有効の郵送投票郵便 972 通のうち、1 通には 3 枚の投票用紙が入っており、これも取り決めに則っ

て無効の扱いとした。以上の有効投票郵便 971 通に対し投票データ開票集計作業を行い、有効投票用

紙は 971枚であった。 

 

関東地方会会長 定員 1名    

立候補による被選挙人数 2名 

有効投票数 828票 白票または無効票 143票 

当選者氏名 柳澤裕之（654） 

次点者氏名 横山和仁（174） (敬称略、括弧内は得票数) 

 

関東地方会選出代議員 定員 258名 

立候補による被選挙人数 376名 

 

 

 

 

平成 26 年 関東地方会会長・代議員選挙結果 

関東地方会選出代議員一覧（50 音順、敬称略） 

朝倉 美智子 穎川 一忠 笠井 辰也 小林 浩 鈴木 公典 利根川 豊子 林 ルミ子 松本 純子 山内 直人

浅沼 雄二 江口 尚 笠原 悦夫 小林 廉毅 鈴木 英孝 土肥 誠太郎 原 邦夫 馬目 佳信 山本 健也

安達 修一 遠藤 暁子 笠間 康子 小林 由佳 鈴木 勇司 富澤 亜樹 東川 麻子 三角 政子 山本 美和子

安達 元明 及川 孝光 加地 正伸 小林 由美子 鈴木 洋子 富山 明子 平川 真弓 三廻部 肇 湯口 恭利

網中 雅仁 大木 麻里子 梶原 千絵子 五味 秀穂 角南 祐子 冨山 吉光 深澤 健二 三橋 祐子 与五沢 真吾

新居 智恵 大久保 靖司 梶原 隆芳 小山 雄三 諏訪園 靖 中尾 誠利 深沢 規夫 三村 正裕 横山 和仁

荒木田 美香子 大越 裕文 加瀬 修 斉藤 利恵 平 貢秀 永島 昭司 福田 笑子 宮内 博幸 横山 淳子

荒武 優 大竹 彩恵子 加藤 明美 坂田 晃一 高田 礼子 中島 由紀子 福田 洋 宮川 路子 吉岡 早戸

安藤 雄一 大槻 穣治 加藤 元 坂場 秀行 高梨 一紀 中田 暁 福田 雅臣 宮越 雄一 吉川 悦子

五十嵐 千代 大橋 力 金田 実都 坂本 宣明 高元 礼衣子 中谷 敦 福本 正勝 宮崎 孝 吉川 徹

猪狩 和之 大平 修二 加納 浩和 阪本 要一 瀧本 みお 中野 愛子 藤田 郁代 宮本 俊明 吉住 次恵

池畑 政輝 大前 和幸 加部 勇 櫻井 尚子 内匠 正太 中野 幸子 藤田 雄三 武藤 孝司 吉田 泰行

石井 徹 大山 典明 川上 憲人 櫻澤 博文 竹田 悦子 中野 真規子 藤浪 明 村上 薫 李 卿

石川 知美 岡崎 香波 川崎 一朗 佐甲 香織 武田 桂子 中村 憲司 藤ノ木 恵子 村仲 良子 李 廷秀

石川 良樹 岡崎 浩子 川田 智之 佐々木 美奈子 竹田 透 名古屋 俊士 渕上 博司 村松 淳 鷲崎 誠

一木 ひとみ 岡田 睦美 川名 一夫 佐々木 好幸 竹田 美代 成田 恵子 古川 晴子 毛利 一平 和田 耕治

市橋 透 岡本 博照 川野 晃一 佐藤 暁音 武林 亨 難波 克行 古河 泰 森 智恵子 和田 高士

出光 恵美子 小川 利隆 木内 夏生 佐藤 眞一 立花 由紀 西郡 晴美 古澤 真美 森田 哲也 渡部 真弓

伊藤 敬 奥田 裕計 菊地 央 品田 佳世子 立道 昌幸 西埜植 規秀 帆苅 なおみ 森田 美保子

伊藤 雅代 起 由美 北村 文彦 篠田 薫 田中 久巳彦 二ノ宮 京子 星原 芳雄 安田 信彦 以上258名

伊藤 美千代 小此木 英男 橘川 志延 篠原 厚子 田中 茂 能川 和浩 堀川 直人 矢内 美雪

稲垣 弘文 尾崎 真一 木戸 尊將 柴岡 三智 谷山 佳津子 能川 浩二 堀口 誠 柳澤 裕之

井上 茂 尾崎 哲則 城戸 尚治 柴崎 智美 千葉 百子 能勢 俊一 前田 俊彦 山 香織

今村 幸太郎 尾崎 睦美 久保 恵子 澁谷 智明 津久井 一平 野田 一雄 牧 信子 山内 博

岩瀬 さつき 小田切 優子 栗山 典子 渋谷 理恵子 堤 明純 野寺 誠 牧之内 崇 山口 敦子

上谷 実礼 越智 和美 黒木 宣夫 島田 直樹 角田 透 長谷川 由希子 桝元 武 山口 美紀

鵜澤 龍一 小沼 浩美 黒田 玲子 清水 英佑 角田 正史 浜口 伝博 松井 知子 山崎 明

内田 和彦 小野田 富貴子 木幡 雅子 下光 輝一 鶴谷 由美恵 林 恵子 松井 春彦 山澤 文裕

内山 寛子 戒田 敏之 小林 悦子 下山 満理 照屋 浩司 林 俊夫 松岡 かおり 山瀧 一

宇野 司 掛本 知里 小林 邦子 須賀 万智 豊島 裕子 林 洋子 松田 敏裕 山中 理


