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一般社団法人 日本応用数理学会 平成 30年度 代表会員選挙ならびに役員候補者選挙 選挙結果

投票総数と投票の成立
平成 30年 3月 19日に開票を行い, 正会員数 1435名 (平成 29年 11月末時点)に対し期日 (平成 30年 3月 14日)

までの投票総数が 368票であり, そのすべてが有効投票の要件を満たしていることを確認しました. 有効投票数が

全体の 6分の 1以上であり, 選挙規定第 13条に基づき投票が成立することを宣言いたします.

投票結果
下記に示す投票結果にしたがい, 今回の立候補者全員が信任され, 代表会員 119名が当選しました. 総会では, 今

回の選挙結果を尊重して, この代表会員による役員選挙が行われ, 役員が決定されます.

表 1 投票結果
投票の内訳

立候補者全員を信任する 365票

信任しない立候補者がいる 3票

無効票 0票

合計有効投票数 368票

無効投票数 0票

当選者一覧
[1] 役員候補者

副会長候補者 2名 (改選数 2)

國府 寛司 (京都大学)

横張 孝志 ((株)日立製作所)

監事候補者 1名 (改選数 1)

梅田 裕平 ((株)富士通研究所)

理事候補者 9名 (改選数 9)

國府 寛司 (京都大学)

横張 孝志 ((株)日立製作所)

今井 隆太 (みずほ情報総研 (株))

櫻田 英樹 (日本電信電話 (株))

田辺 隆人 ((株)NTTデータ数理システム)

時弘 哲治 (東京大学)

松尾 宇泰 (東京大学)

森山 園子 (日本大学)

山中 脩也 (明星大学)

[2] 代表会員 119名
合原 一幸 (東京大学) 秋葉 博 (東京大学)

秋山 浩一郎 ((株)東芝) 畔上 秀幸 (名古屋大学)

池田 勉 (龍谷大学) 石井 惠三 ((株)くいんと)

石田 祥子 (明治大学) 石村 直之 † (中央大学)

石渡 恵美子 (東京理科大学) 石渡 哲哉 (芝浦工業大学)

石渡 通徳 (大阪大学) 磯 祐介 (京都大学)

井手 貴範 † (アイシン・エイ・ダブリュ(株)) 伊藤 聡 ((国研)物質材料研究機構)

伊藤 聡 (統計数理研究所) 伊藤 弘道 (東京理科大学)

井ノ口 順一 (筑波大学) 今井 桂子 (中央大学)

今井 隆太 ‡ (みずほ情報総研 (株)) 今倉 暁 (筑波大学)

今西 悦二郎 (弘前大学) 今村 俊幸 ((国研)理化学研究所)

岩崎 雅史 (京都府立大学) 岩田 覚 (東京大学)
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岩宮 敏幸 ((国研)宇宙航空研究開発機構) 上山 大信 (武蔵野大学)

内山 成憲 (首都大学東京) 梅田 裕平 ‡ ((株)富士通研究所)

梅野 健 (京都大学) 江澤 良孝 (東洋大学)

大石 進一 (早稲田大学) 大塚 厚二 (広島国際学院大学)

岡澤 健介 (新日鐵住金 (株)) 緒方 隆盛 (日本電気 (株))

岡本 久 (学習院大学) 小川 知之 (明治大学)

荻田 武史 (東京女子大学) 奥田 洋司 (東京大学)

奥田 昌宏 (キヤノン (株)) 奥富 秀俊 (東芝情報システム (株))

尾崎 克久 (芝浦工業大学) 梶原 健司 (九州大学)

梶原 毅 (岡山大学) 片岡 一朗 † ((株)日立製作所)

片桐 孝洋 (名古屋大学) 片峯 英次 (岐阜工業高等専門学校)

金児 純司 ((株)富士通研究所) 神山 雅子 † ((公財)鉄道総合技術研究所)

川原 仁志 (伊藤忠テクノソリューションズ (株)) 儀我 美一 (東京大学)

菊池 昇 ((株)豊田中央研究所) 岸本 一男 (筑波大学)

木村 正人 (金沢大学) 桑原 善太 (三菱 UFJ証券ホールディングス (株))

國府 寛司 ‡ (京都大学) 小机 わかえ (神奈川工科大学)

齊藤 宣一 † (東京大学) 坂上 貴之 (京都大学)

櫻井 鉄也 (筑波大学) 櫻田 英樹 ‡ (日本電信電話 (株))

佐古 和恵 † (日本電気 (株)) 佐々 成正 ((国研)日本原子力研究開発機構)

篠原 靖志 ((一財)電力中央研究所) 代田 健二 (愛知県立大学)

杉原 厚吉 (明治大学) 杉山 将 (理化学研究所／東京大学)

鈴木 大慈 (東京大学) 鈴木 貴 † (大阪大学)

須田 礼仁 (東京大学) 関川 浩 (東京理科大学)

善甫 康成 (法政大学) 曽我部 知広 (名古屋大学)

尊田 嘉之 (旭硝子) 高木 剛 (東京大学)

高島 克幸 (三菱電機 (株)) 高田 章 (旭硝子 (株))

高橋 桂子 ((国研)海洋研究開発機構) 高橋 大輔 (早稲田大学)

高橋 俊彦 (鹿島建設 (株)) 田辺 隆人 ‡ ((株)NTTデータ数理システム)

張 紹良 † (名古屋大学) 塚田 恭章 (関東学院大学)

土谷 隆 † (政策研究大学院大学) 土屋 卓也 (愛媛大学)

時弘 哲治 ‡ (東京大学) 友枝 明保 (武蔵野大学)

中尾 充宏 (早稲田大学／九州大学名誉教授) 中口 悦史 † (東京医科歯科大学)

中島 研吾 (東京大学) 中村 憲 (首都大学東京)

中村 振一郎 ((国研)理化学研究所) 中村 佳正 (京都大学)

奈良 高明 (東京大学) 西浦 廉政 (東北大学)

西村 直志 (京都大学) 萩田 真理子 (お茶の水女子大学)

畑上 到 (金沢大学) 速水 謙 (国立情報学研究所)

福井 義成 (文部科学省) 降籏 大介 † (大阪大学)

堀之内 成明 ((株)豊田中央研究所) 松尾 和人 (神奈川大学)

松尾 宇泰 ‡ (東京大学) 松本 純一 ((国研)産業技術総合研究所)

丸野 健一 † (早稲田大学) 村重 淳 (茨城大学)

室田 一雄 (首都大学東京) 森山 園子 ‡ (日本大学)

谷口 隆晴 (神戸大学) 柳澤 優香 (早稲田大学)

柳田 英二 (東京工業大学) 山田 道夫 (京都大学)

山中 脩也 ‡ (明星大学) 山本 野人 (電気通信大学)

山本 有作 (電気通信大学) 横張 孝志 ‡ ((株)日立製作所)

吉田 真紀 ((国研)情報通信研究機構) 吉村 和之 (鳥取大学)

渡邊 芳英 (同志社大学)

†‡ 平成 30年度役員 († 非改選役員 12名，‡ 改選役員候補 10名)
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