
藤岡　学 森谷　純 徳永　祐一 安孫子　光春 小松　健一郎 椎名　真一
簑島　敦志 中島　洋平 今川　誠 北澤　竜馬

青森県 平田　留美 高橋　公子
岩手県 山田　範幸
秋田県 伊藤　智 浅利　智幸
山形県 飛塚　潔 鈴木　俊紀
宮城県 戸村　弘樹 植木　美幸 三浦　弘守
福島県 原田　仁稔 緑川　真一 佐藤　陽子
茨城県 小松　京子 村田　佳彦 内田　好明 三村　貴裕 石黒　和也
栃木県 神蔵　慎一 古川　政雄 中野　公子 栁田　美樹 永井　多美子
群馬県 深代　やす子 樋口　由美子 今泉　智博 須藤　健治

安達　純世 小野寺　清隆 加瀬　大輔 北村　真 小山　芳徳 須藤　一久
諏訪　朋子 高橋　司 田中　雅美 飛田　和秀 中村　博 平田　哲士
三橋　涼子
河村　憲一 扇田　智彦 加藤　智美 金守　彰 川嶋　活彦 河野　哲也
山﨑　泰樹 藤沢　美穂
稲垣　敦史 外山　志帆 中島　研 佐々木　陽介 忽滑谷　昌平 田邉　一成
河村　淳平 澁木　康雄 三宅　真司 岸本　浩次 石井　脩平 五十嵐　清子
若槻　よしえ 藤田　大貴 福原　萌 山本　善也 野村　希 阿部　仁
藤山　淳三 岡　俊郎 青木　裕志 町田　知久 藪下　竜司 浅見　英一
宅見　智晴 池畑　浩一 稲垣　真智子 伊藤　崇彦 向山　淳児 中谷　久美
渡具知　克 鈴木　美那子 山田　麻里沙 山崎　奈緒子 古田　則行 笹井　伸哉
葉山　綾子 和泉　智子 渡部　顕章 時田　和也 石田　さくら 小林　佳子
今井　宏樹 加戸　伸明 草苅　宏有 生澤　竜 川井　麻衣子 伊藤　仁
仲村　武 磯崎　勝 三田　和博 島田　直樹 高瀬　章子 阿部　直也
福村　大祐 湯澤　和彦 西尾　由紀子 坂口　忍 小山田　裕行 林　衛
濱村　尚也 森下　明博

山梨県 磯野　満
長野県 小林　幸弘 西尾　昌晃 佐藤　憲俊
静岡県 石堂　統 渡邉　広明 石川　直史
新潟県 姫路　由香里 遠藤　浩之 須貝　美佳 畔上　公子 花野　佑輔
富山県 石倉　宗浩 寺井　孝
石川県 石山　進 尾崎　聡
福井県 水野　幸恵 中田　章栄
岐阜県 松山　昌史 児玉　千里 米澤　千佳子

南谷　健吾 田中　浩一 杉山　宗平 和田　栄里子 塩竈　和也 柚木　浩良
大隈　潤子 山田　真美子 藤田　智洋

三重県 今野　和治 松田　知世 金山　和樹
滋賀県 岩井　宗男 田口　一也 山内　盛正
京都府 江口　光徳 白波瀬　浩幸 山口　直則 矢野　由佳 加藤　順子

三村　明弘 田路　英作 小椋　聖子 菅原　敦子 内山　勲 横田　裕香
岡本　秀雄 棚田　諭 青木　弘 田口　雅子 長友　忠相 富宇加　麻里
羽鳥　暢晃
真田　浩一 塚本　龍子 上岡　英樹 川嶋　雅也 駒井　隆夫 山下　展弘
川村　道広 鳥居　良貴

奈良県 西浦　宏和
和歌山県 田中　真理
鳥取県 山村　章次 遠藤　香 入江　愛子
島根県 荒木　剛 松原　真奈美

佐藤　正和 森　康宏 有安　早苗 原田　美香 山口　大介 藤田　勝
高田　由貴
神田　真規 大上　由加里 尾田　三世 荻野　恭平 宮田　直樹 羽原　利幸
森　智紀 川西　なみ紀 束田　美加

山口県 清水　勇輝 仲　徹 岡田　宏之 田中　智義 渋田　秀美
徳島県 近藤　桂子
香川県 山内　豊子 三宅　桂子 手島　由理
愛媛県 佐伯　勇輔 佐伯　健二
高知県 中村　寿治 小原　昌彦

松本　慎二 角谷　優子 関本　哉恵 松下　敦子 碇　益代 小材　和浩
内田　準 佐藤　真介 宮﨑　浩子 寺戸　信芳 西山　純司 迫村　竜巳
安部　拓也 河原　明彦 安倍　秀幸 野上　美和子 大久保　文彦 山口　知彦
仲　正喜 古賀　隆 阿部　英二

佐賀県 永石　信二
長崎県 松田　勝也 田中　圭
熊本県 立山　敏広 境　一 井上　博幸 石原　光浩 田上　圭二
大分県 丸田　淳子 平丸　正宣 平川　巧二
宮崎県 稲田　千文 花牟禮　富美雄 野口　裕史

鹿児島県 南新　洋美 江藤　裕哉
沖縄県 山城　篤 新垣　善孝

広島県

福岡県

選挙管理委員会からのお知らせ〈2〉
選挙管理委員会
委員長　古谷津 純一

北海道

千葉県

埼玉県

東京都

神奈川県

愛知県

2022年11月10日

2023-2024年度細胞検査士会役員選挙において、登録された選挙人（投票者）をお知らせいたします．

大阪府

兵庫県

岡山県


