
野崎　正行 藤岡 　学 森谷　純 安孫子　光春 小松　健一郎 徳永　祐一 内田　善一

北澤　竜馬 塩崎　正樹

青森県 須藤　安史 中村　安孝 檜山　美佐江

岩手県 外舘　明彦 安保　淳一 浅沼　匡介

秋田県 石井　明 阿部　一之助 伊藤　智

山形県 石山　和敏 齋藤　裕紀 植松　美由紀

宮城県 及川　洋恵 三浦　弘守 戸村　弘樹 植木　美幸 高崎　健司

福島県 原田　仁稔 神尾　淳子 益子　真由美 緑川　真一

茨城県 三村　貴裕 石黒　和也 藤原　広美 内田　好明

栃木県 大谷　美雄 鈴木　智子 中村　雅哉 中野　公子

群馬県 土田　秀 栗原　康哲 今泉　智博 冨澤　一与

平田　哲士 福留　伸幸 高橋　年美 田中　雅美 梅原　有子 早田　篤子 戸田　敏久

中村   博 岩崎　聖二

河村　憲一 扇田　智彦 加藤　智美 金守　彰 川嶋　活彦 河野　哲也 是松　元子

鈴木　君義 長谷川　彰治 山﨑　泰樹

三宅　真司 古田　則行 阿部　仁 石井　保吉 小松　京子 上野　喜三郎 片山　博徳

笹井　伸哉 五十嵐　清子 澁木　康雄 岡　俊郎 中島　弘一 松原　美幸 藤田　浩司

庄野　幸恵 町田　知久 藤山　淳三 梅澤　敬 葉山　綾子 薮下　竜司 浅見　英一

青木　裕志 瀬田　章 郡　秀一 和泉　智子 吉田　志緒子 濱川　真治 池畑　浩一

仲村　武 伊藤　仁 服部　学 三田　和博 加戸　伸明 島田　直樹 柿沼　廣邦

草苅　宏有 磯崎　勝 生澤　竜 岸本　浩次 高瀬　章子 川井　麻衣子

山梨県 菊嶋　喜久江 石井　恵理 中澤　久美子

長野県 小林　幸弘 大谷　里美 竹内　和也 利根川　淳子 三澤　健

静岡県 大塚　証一 川口　詳司 石堂　統 大石　直樹 渡邉　広明

新潟県 姫路　由香里 遠藤　浩之 須貝　美佳 井上　博子 泉田　佳緒里

富山県 宮本　藤之 田所　猛 今村　伸一

石川県 斉川　邦和 尾崎　聡 中野　万里子 有賀　美紀子

福井県 水野　幸恵 中田　章栄 中屋　佳子

岐阜県 奥田　清司 中川　篤 長谷部　正仁 杉下　毅

瀬古　周子 南谷　健吾 丹羽　京太郎 藤田　智洋 佐藤　允則 佐藤　初代 都築　菜美

今井　律子 今枝　義博 所　嘉朗 長田　裕之

三重県 藤田　良浩 米田　操 小倉　昌弘

滋賀県 新川　由基 岩井　宗男 植田　正己

京都府 豊山　浩祥 白波瀬　浩幸 江口　光徳 加藤　順子 川村　敏文 林　久志 山口　直則

田路　英作 植田　萌 内山　勲 岡本　秀雄 小椋　聖子 梶尾　健太 加藤　麻衣

下岡　友子 瀬戸家　要 田口　雅子 武田　玲郁 竹中　明美 棚田　諭 津﨑　沙世子

長友　忠相 三村　明弘

小川　隆文 青田　彩 近藤　さおり 宍田　治美 永谷　たみ 橋本　幸子 林　　悦子

藤本　裕美 山口　千鶴

奈良県 西川　武 浦　雅彦 中村　修治

和歌山県 稲垣　充也 吉田　恵 田中　真理

鳥取県 山村　章次 遠藤　香 入江　愛子

島根県 松浦　幸浩 秀島　克巳 荒木　　剛

岡山県 小林　博久 山本　弘基 原田　美香 畠　榮 藤田　勝

広島県 羽原　利幸 川西　なみ紀 矢口　裕子 金子　佳恵 山田　貴之 杉山　佳代

山口県 西山　達矢 佐藤　正和 池本　健三 西山　奈津美

徳島県 沖　照美 江原　隆 武本　篤義

香川県 下浦　泰昌 安毛　直美 塩岡　忠夫

愛媛県 中川　健司 佐伯　健二 野間　勝之

高知県 中村　寿治 小原　昌彦 橘　知佐

小畠　勝己 大久保　文彦 阿部　英二 緒方　昌倫 小材　和浩 寺戸　信芳 横山　俊朗

松本　慎二 井上　佳奈子 河原　明彦 今村　市夫 古賀　隆

佐賀県 榊　保彦 永石　信二 北島　理恵

長崎県 川﨑　辰彦 上井　元 望月　哲郎 松田　勝也

熊本県 大塚　幸二 南部　雅美 亀山　広喜 立山　敏広 田上　圭二

大分県 丸田　淳子 甲斐　俊一 梶川　幸二

宮崎県 長友　明彦 花牟禮　富美雄 矢野　りか

鹿児島県 前田　ゆかり 田中　和彦 内村　千代子

沖縄県 山城　篤 比嘉　盛治 新垣　善孝

各都道府県細胞検査士会届出順・敬称略

東京都

選挙管理委員会からのお知らせ 〈4〉

平成28年10月6日

委員長 　麻生 晃
　　　　　　　　選挙管理委員会  

平成29-30年度細胞検査士会役員選挙における選挙人（投票者）をお知らせいたします．
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