
令和4年11月1日に公示いたしました代議員選挙の結果についてご報告いたします。

次の100名が当選いたしました。当選日は令和4年11月22日になります。

代議員の任期は、令和5年4 月1 日から令和7年3月31日までの2年になります。

番号 氏名 勤務先名 居住する地域 番号 氏名 勤務先名 居住する地域

1 青野　豊 高砂熱学工業㈱ 第6区 31 加藤　伯彦 ㈱トーエネック 第4区

2 赤司　泰義 東京大学大学院 第1区 32 諧　裕子 ダイダン㈱ 第1区

3 阿部　真吾 アズビル㈱ 第1区 33 川島　敏彦 新日本空調㈱ 第7区

4 安澤　百合子 ㈱日建設計 第1区 34 河原　博之 前田建設工業㈱ 第1区

5 五十嵐 瞳 新菱冷熱工業㈱ 第1区 35 木村　員久 ㈱大林組 第4区

6 磯村　隆司 三機工業㈱ 第6区 36 木村　健太郎 高砂熱学工業㈱ 第1区

7 伊藤　秀臣 東洋熱工業㈱　 第1区 37 金田一　清香 広島大学大学院 第7区

8 稲田　朝夫 須賀工業㈱ 第1区 38 熊谷　博英 高砂熱学工業㈱ 第1区

9 井原　俊一　 ㈱大林組 第6区 39 呉 賢明 東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 第1区

10 今泉 洋 ㈱朝日工業社 第1区 40 桑原　亮一 山口大学大学院 第7区

11 今津　悟史 高砂熱学工業㈱　 第1区 41 小島　昌一 佐賀大学 第8区

12 イム　ウンス 東洋大学 第1区 42 斉藤　雅也 札幌市立大学 第2区

13 岩下　剛 東京都市大学 第1区 43 酒井　克彦 ㈱日建設計 第4区

14 岩村　卓嗣 大成建設㈱ 第1区 44 酒井　寿成 大阪ガス㈱ 第6区

15 宇田川　陽介 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 第1区 45 酒井  義幸 ㈱久米設計 第1区

16 江藤　美紗 ㈱テクノ菱和 第1区 46 坂本 裕 新菱冷熱工業㈱ 第1区

17 大野　剛志 新日本空調㈱ 第4区 47 酒見　和幸 ㈱九電工 第8区

18 大野　裕二 ㈱大気社 第1区 48 佐々木　武信 長野県庁 第5区

19 大平　和裕 ダイダン㈱　 第1区 49 佐藤　文人 清水建設㈱ 第1区

20 大森　亮 東邦ガス 第4区 50 澤田　和美 新菱冷熱工業㈱ 第1区

21 荻田　俊輔 東洋熱工業㈱　 第1区 51 下田　吉之 大阪大学 第6区

22 興津　太一 新日本空調㈱ 第6区 52 白石 等 新日本空調㈱ 第1区

23 奥田　篤 （一社）日本ガス協会 第1区 53 白土　博康 北海道立総合研究機構 第2区

24 小椋　大輔 京都大学 第6区 54 新村　浩一 三機工業㈱ 第1区

25 尾崎　明仁 九州大学 第8区 55 菅原　正則 宮城教育大学 第3区

26 小野　正裕 高砂熱学工業㈱　 第1区 56 杉浦　聡 ダイダン㈱ 第6区

27 高   偉俊 北九州市立大学 第8区 57 瀬在　英敏 ㈱大気社　　 第1区

28 粕谷　敦 ㈱竹中工務店 第6区 58 高木　理恵 東北工業大学 第3区

29 片山　聡 ダイダン㈱　 第1区 59 髙草　智 ㈱森村設計 第1区

30 加藤　健一郎 斎久工業㈱ 第1区 60 高野　康夫 菱機工業㈱ 第5区

令和5年度･令和6年度　代議員選挙結果報告

　　　　　　　　　　　　　　　　代議員選挙委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　奥宮　正哉

令和4年12月8日



番号 氏名 勤務先名 居住する地域 番号 氏名 勤務先名 居住する地域

61 高橋 理 新日本空調㈱　　 第1区 91 森山　雅史 ㈱菱熱 第8区

62 竹林　英樹 神戸大学 第6区 92 八木　敏明 高砂熱学工業㈱　 第1区

63 田中　英紀 名古屋大学 第4区 93 山内　祥司 ダイダン㈱ 第4区

64 垂水　弘夫 金沢工業大学 第5区 94 山口　弘雅 関西電力㈱ 第6区

65 丹保　洋人 ㈱日建設計 第2区 95 山本  弦 ㈱三菱地所設計 第1区

66 近本　智行 立命館大学 第6区 96 結城 了介 三建設備工業㈱ 第1区

67 月野　智弘 ㈱ピーエーシー 第3区 97 横田　秀樹 東洋熱工業㈱ 第7区

68 鶴田    明 ㈱トーホー設備設計 第8区 98 吉永　美香 名城大学 第4区

69 富樫　英介 工学院大学 第1区 99 渡邉　崇 日本ﾌｧｼﾘﾃｨ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 第1区

70 永島　史朗 ＴＯＴＯ㈱ 第1区 100 綿貫　敬輝 ㈱西原衛生工業所 第1区

71 永田　久子 ㈱東畑建築事務所 第6区

72 中野　淳太 東海大学 第1区
備考

73 長村　隆広 新菱冷熱工業㈱ 第6区 ①氏名は五十音順とし敬称は略する。

74 沼田  和清 ㈱大林組 第1区 ②居住する地域は以下のとおりとする。

75 野原　聰哲 ㈱竹中工務店 第1区 　第1区は、東京，神奈川，埼玉，群馬，千葉，茨城，栃木，山梨の各都県とする。

76 早瀬　訓 東北電力㈱ 第3区 　第2区は、北海道とする。

77 坂齊　雅史 東京ガス㈱ 第1区 　第3区は、宮城，福島，岩手，青森，山形，秋田の各県とする。

78 樋口　康博 三機工業㈱ 第1区 　第4区は、三重，愛知，静岡，岐阜の各県とする。

79 樋山　恭助 明治大学 第1区 　第5区は、新潟，長野，福井，石川，富山の各県とする。

80 平泉 尚 ㈱朝日工業社 第1区 　第6区は、京都，大阪，兵庫，奈良，滋賀，和歌山の各府県とする。

81 平川　秀樹 北海道科学大学 第2区 　第7区は、鳥取，島根，岡山，広島，山口，香川，愛媛，高知，徳島の各県とする。

82 福井 雅英 新菱冷熱工業㈱ 第1区 　第8区は、長崎，福岡，大分，佐賀，熊本，宮崎，鹿児島，沖縄の各県とする。

83 星野　聡基 ㈱日本設計 第1区

84 堀　祐治 富山大学 第5区

85 前田　昌一郎 西日本技術開発㈱ 第8区

86 松本　尚史 鹿島建設㈱ 第1区

87 水田　亜紀 ㈱日本設計 第4区

88 宗田 智 新菱冷熱工業㈱ 第1区

89 村上　公哉 芝浦工業大学 第1区

90 百田　真史 東京電機大学 第1区
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