
通し
No.

count 地区 支部・分会 候補者名 卒年学科

1 1 北海道 難波江完三 開57

2 2 東北 尾辻　泰一 子57

3 3 茨城 花見　英樹 情制H6

4 4 茨城 百留　摩耶 情生H27

5 5 東京 鉱建 柿原　利孝 開46

6 6 東京 鉱建 岡田　光志 開62

7 7 東京 鉱建 江﨑　　純 開H1

8 8 東京 金属 犬丸　清美 加53

9 9 東京 金属 村上　　哲 加54

10 10 東京 金属 仲野　紀子 金H1

11 11 東京 金属 高鍋　雅則 物ＢH8

12 12 東京 機械 高原　正雄 機43

13 13 東京 機械 古賀　　司 機50

14 14 東京 機械 長井　直之 機二58

15 15 東京 機械 木下　郁夫 機二62

16 16 東京 機械 田中　将樹 機情H16

17 17 東京 化学 栗原　正人 化50

18 18 東京 化学 蔵本　正彦 化51

19 19 東京 化学 竹林　貴史 化58

20 22 東京 化学 菅　　和生 環61

21 20 東京 化学 橋本ちえみ 化H1

22 21 東京 化学 御厨　千恵 物化H14

23 23 東京 電情 小野　　聡 電51

24 24 東京 電情 久保田和彦 電56

25 25 東京 電情 末吉　　誠 二電56

26 26 東京 電情 斉藤ちさと 情H3

27 27 東京 電情 山下　滋之 電電H10

28 28 東京 電情 横尾威一郎 電子H12

29 29 東京 電情 佐々木和正 情子H14

30 30 東京　制御 山口　政仁 制52

31 31 東京 制御 村田三七男 制59

32 32 信州 佐伯　和人 情制H4

33 33 静岡東部 相川　英一 機45
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定数
35

当選
33

（内、女性5）
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No.

count 地区 支部・分会 候補者名 卒年学科

令和4年 代議員選挙当選者リスト

(R4.10.8 第2回代議員選挙管理委員会決定）

34 1 富山 白倉　義弘 加51

35 2 石川 中出　憲恭 開60

36 3 中京 網岡　卓二 加46

37 4 中京 武原　純二 機二H3

38 5 中京 新川 次郎 物ＢH9

39 6 中京 好田　友紀 マテH25 

40 7 中京 松浦　涼花 情創H25

41 8 京滋 池内　秀樹 機H2

42 9 京滋 藤内　俊平 物材H11

43 10 大阪 金開 竹原　幸生 開61

44 11 大阪 機械 新宅　秀信 機59

45 12 大阪 機械 名木野俊文 設機H10

46 13 大阪 電情 末永　寛 情制H11

47 14 大阪 電情 渡邉　節子 電子H14

48 15 大阪 化環 八木　律過 院情科H5

49 16 大阪 化環 中村　桃佳 物化H20

50 17 大阪 堺泉北 寺阪　道彦 金55

51 18 神戸 持田　信治 情59

52 19 神戸 早尻　哲也 電情H9

53 20 姫路 桝本　弘信 化60

54 21 姫路 柳原木綿子 化62

55 22 和歌山 西村　和裕 電子H5

56 23 鳥取 河内　忠昭 化37

57 24 島根 森口　和宣 電46

58 25 岡山 荒木　清己 機二H1

59 26 備後 石川　啓史 機科H13

60 27 広島 中尾　和浩 金59

61 28 広島 竹内都美子 情制H9

62 29 広島 齋藤　剛志 電子H11

63 30 呉 内村　　浩 環58

64 31 岩国大竹 吉見　寿祐 開50
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65 1 宇部小野田 西村　元康 制47

66 2 周南 藤原　直樹 情制H4

67 3 下松 髙橋　範康 設機H10

68 4 厚狭 大石　淳三 環59

69 5 下関 城下　　隆 二材58

70 6 北九州 門司 高見　法生 加48

71 7 北九州 門司 德村　直隆 物材H5

72 8 北九州 若松 藤井　淳成 環60

73 9 北九州 若松 藤本　　治 二材H2

74 10 北九州 戸畑 佐田　俊真 設建H5

75 11 北九州 戸畑 押川　　巧 物材H14

76 12 北九州 小倉 永松　正博 子47

77 13 北九州 小倉 小笠原　浩 情54

78 14 北九州 小倉 葛島　光則 情57

79 15 北九州 小倉 木原　義幸 開58

80 16 北九州 小倉 池田　利夫 子59

81 17 北九州 小倉 泉　優佳理 加61

82 18 北九州 小倉 有永　雄司 電62

83 19 北九州 小倉 喜洲　淳哉 開63

84 20 北九州 小倉 植木　　幹 電H1

85 21 北九州 小倉 守田加奈子 情知H8

86 22 北九州 八幡 石橋　一郎 制56

87 23 北九州 八幡 南　　正貴 二機57

88 24 北九州 八幡 久保田由美恵 情知H3

89 25 北九州 八幡 箱田　貴久 情知H5

90 26 北九州 八幡 片峰　陽子 電ＢH15

91 27 北九州 八幡 笹谷　佳寛 物材H18

92 28 宮若 長木　哲朗 機61

93 29 行橋京都 佐藤　信寛 設機H10

94 30 豊前中津 倉地　　進 化40
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95 1 福岡 松田　安史 電54

96 2 福岡 古川　英之 情57

97 3 福岡 土器　　勉 二電57

98 4 福岡 柳内　寅寿 開61

99 5 福岡 山口　　剛 二電63

100 6 福岡 相浦　信次 二機H3

101 7 福岡 園田　理恵 情知H5

102 8 福岡 山本　結代 電計H6

103 9 福岡 中村　正剛 設制H9

104 10 福岡 中原　　晋 設建H10

105 11 福岡 伊村　彰修 物ＢH10

106 12 福岡 寺司　英昭 電電子H20

107 13 福岡 小豆澤夏実 総合H26

108 14 大牟田 髙宗　直人 制H2

109 15 久留米 北嶋　英紀 情H3

110 16 筑豊 松尾研一郎 加60

111 17 宗像 有働　洋一 加55

112 18 宗像 田中　敏子 加55

113 19 宗像 中野　　聡 物材H4

114 20 佐賀 福島　裕充 金52

115 21 佐賀 眞崎　照吉 開55

116 22 佐賀 吉田　力雄 機二H2

117 23 長崎 一ノ瀬利光 二機55

118 24 長崎 藤村皓太郎 機H3

119 25 長崎 重永千香子 マテH26

120 26 佐世保 島　　正人 二機H4

121 27 熊本 山下　康明 化33

122 28 熊本 山口　博子 化35

123 29 熊本 神田　一伸 二電49

124 30 大分 福元　研治 環56

125 31 大分 中村　利光 設制H4

126 32 宮崎 木之下広幸 機59

127 33 宮崎北 白石　秀一 制43

128 34 鹿児島 福地　茂穂 開60

定数
36

当選
34

（内、女性6）
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129 1 大学特区 竹中　繁織 環57

130 2 大学特区 白土　竜一 電59

131 3 大学特区 花本　剛士 電59

132 4 大学特区 山口　富子 金61

133 5 大学特区 相良　慎一 制62

134 6 大学特区 神谷　　亨 電計H6

135 7 大学特区 鬼束　幸樹 設建H4

136 8 大学特区 馬場　昭好 電ＢH4

137 9 大学特区 片峯　恵一 情機H4

138 10 大学特区 吉田　　香 電計H6

139 11 大学特区 榎田　修一 情知H9

140 12 大学特区 重枝　未玲 設建H10

代議員定数 計：150　　立候補者数 計：140　

定数
13

当選
12

（内、女性2）
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