
 
 
 
 

日本産業衛生学会関東地方会選挙管理委員会委員長 加藤憲忠 

 

【地方会会長選挙結果】 

 

関東地方会会長 定員 1 名 

立候補による被選挙人数 1 名 

 

当選者氏名 諏訪園 靖   

 

 

 

【関東地方会代議員選挙結果】 

【代議員選挙結果】 

 

関東地方会選出代議員 定員 283名 

立候補による被選挙人数 455 名 

 

投票数 1221 票 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋澤　幸子 岩澤　聡子 岡本　博照 神田橋　宏治 佐藤　左千子 瀧本　みお 中島　由紀子 藤沼　美由紀 村田　勝宏 湯口　恭利

秋元　史恵 岩瀬　さつき 岡本　里佳 菅野　章子 佐藤　眞一 竹田　透 中田　暁 古川　晴子 村田　千里 与五沢　真吾

朝倉　敬子 上谷　実礼 小川　真規 菊地　央 佐藤　裕司 武林　亨 中辻　めぐみ 古屋　善章 村松　淳 横山　和仁

朝倉　美智子 宇佐見　和哉 奥山　早苗 貴志　孝洋 澤田　有喜子 田島　麻琴 中野　愛子 宝地戸　優嘉 村山　亜矢子 横山　啓太郎

安部　仁美 薄井　久美子 小倉　康平 岸本　剛 品田　佳世子 多田　慎一郎 中野　真規子 帆苅　なおみ 持田　伸幸 横山　淳子

荒木田　美香子 内田　和彦 小此木　英男 北村　文彦 柴崎　智美 多田　由布子 中原　浩彦 前田　俊子 望月　徹 横山　雅子

荒武　優 畝村　さゆみ 小田切　優子 木村　絵梨 澁谷　智明 立道　昌幸 中村　修 前原　明子 望月　麻衣 吉岡　亘

有馬　秀晃 宇野　司 戒田　敏之 久保　慶祐 島　忍 田中　克俊 中村　憲司 眞壁　康子 森田　哲也 吉川　悦子

飯田　美穂 梅田　忠敬 柿沼　歩 熊谷　和浩 島田　直樹 田中　久巳彦 西浦　千尋 牧　信子 森本　英樹 吉川　徹

飯田　裕貴子 梅田　ゆみ 柿沼　昌美 栗山　一彦 清水　隆司 田中　完 錦戸　典子 牧之内　崇 森脇　正弘 吉野　聡

五十嵐　千代 浦井　史恵 笠原　悦夫 栗山　典子 下山　満理 田中　美樹 西郡　晴美 増澤　清美 谷下田　利枝 和田　耕治

池畑　政輝 潤間　励子 笠間　康子 黒木　宣夫 須賀　万智 谷山　佳津子 西埜植　規秀 増田　将史 安田　順一 和田　裕雄

石井　徹 海老原　良典 柏村　早紀 黒田　玲子 杉山　あけみ 田山　織江 西山　寿子 桝元　武 安田　信彦 渡邉　由芙香

石川　智久 遠藤　源樹 梶原　隆芳 小橋　元 鈴木　公典 對木　博一 西脇　祐司 松井　和隆 矢内　美雪

石川　知美 遠藤　弥生 加藤　元 小林　邦子 鈴木　真鳥 津田　洋子 二ノ宮　京子 松岡　かおり 柳澤　裕之

石川　幸枝 大久保　茂子 加藤　憲忠 小林　寿子 鈴木　美子 土屋　文枝 根本　博 松岡　雅人 矢野　久沙

石塚　真美 大久保　靖司 加藤　博子 小林　宏明 角南　祐子 堤　明純 能川　和浩 松崎　一葉 山内　貴史

石山　明美 大越　裕文 加藤岡　恵理 小林　祐一 諏訪園　靖 角田　正史 橋本　晴男 松崎　当子 山内　武紀

泉　理恵 大崎　陽平 神奈川　芳行 小宮山　千賀 曽根　智史 鶴谷　由美恵 長谷川　梢 松田　しのぶ 山澤　文裕

泉　龍太郎 大澤　真奈美 金子　知代 近藤　弘子 薗田　将樹 照屋　浩司 長谷川　由希子 松田　有子 山田　順子

一色　喜保 大滝　優 加部　勇 今野　瑠美子 征矢　敦至 徳丸　裕美 浜口　伝博 松永　直樹 山田　丸

出光　恵美子 大橋　力 上條　英之 才津　静 宋　裕姫 戸津崎　貴文 濱田　篤郎 馬目　佳信 山瀧　一

伊藤　雅代 大原　博美 亀井　美登里 齋藤　明子 平　貢秀 土肥　誠太郎 林　聡子 溝口　かおる 山中　淳

伊藤　美千代 大前　和幸 柄澤　智美 齊藤　宏之 高木　恵理子 富永　知美 林　知子 道川　武紘 山野　優子

伊東　明雅 大山　篤 苅田　香苗 坂本　宣明 高木　智子 冨山　紀代美 原田　成 宮越　雄一 山内　直人

稲垣　弘文 岡崎　香波 川上　憲人 櫻澤　博文 高田　礼子 友常　祐介 春山　康夫 宮崎　寛 山村　憲

井上　茂 岡崎　浩子 川田　智之 櫻谷　あすか 高橋　由紀子 冨山　吉光 人見　敏明 宮本　俊明 山本　健也

井上　義崇 小笠原　牧子 川名　一夫 佐々木　規夫 高宮　義弘 豊川　智之 平井　康仁 武藤　剛 山本　純子

今井　鉄平 岡田　睦美 川野　晃一 佐々木　美奈子 高元　礼衣子 中尾　誠利 廣田　幸子 村上　薫 山本　尚寿

伊従　正博 岡林　知代子 神立　陽子 佐々木　好幸 鷹屋　光俊 永島　昭司 福元　舞子 村上　杏子 湯淺　晶子

2020 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） 

以上 283名 

2020 年 10 月 23 日（金）に、日本産業衛生学会関東地方会選挙管理委員会により 2020 年日本産業

衛生学会関東地方会会長および代議員選挙の開票作業が、日本産業衛生学会の電子投票システム運用要

領に基づいて行われました。選出結果について、下記のようにご報告申し上げます。 


