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当選者一覧
[1] 役員候補者

会長候補者　1名（改選数 1） 理事候補者　11名（改選数 11）
速水　謙 （国立情報学研究所） 石田　祥子 （明治大学）

礒島　伸 （法政大学）
副会長候補者　1名（改選数 1） 倉橋　貴彦 （長岡技術科学大学）
関川　浩 （東京理科大学） 関川　浩 （東京理科大学）

曽我部　知広 （名古屋大学）
監事候補者　1名（改選数 1） 尊田　嘉之 （AGC（株））
石渡　恵美子 （東京理科大学） 奈良　高明 （東京大学）

野津　裕史 （金沢大学）
速水　謙 （国立情報学研究所）
宮路　智行 （京都大学）
山本　有作 （電気通信大学）

信任得票数 406票，不信任得票数 3票の候補者

信任得票数 404票，不信任得票数 5票の候補者
信任得票数 403票，不信任得票数 6票の候補者
信任得票数 402票，不信任得票数 7票の候補者

一般社団法人 日本応用数理学会 2023年度 代表会員選挙ならびに役員候補者選挙 選挙結果

2023年3月27日
一般社団法人 日本応用数理学会 選挙管理委員会

石村直之，多田野寛人，岡山友昭

　2023年3月22日に開票を行い，正会員数 1259 名（2022年11月末時点）に対し期日（2023年3月15日）までの投票総
数が 409 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．

理事（改選数 11名，候補者数 11名，投票数 409票）
信任得票数 405票，不信任得票数 4票の候補者

　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 89 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．

副会長（改選数 1名，候補者数 1名，投票数 409票）
信任得票数 405票，不信任得票数 4票の候補者

監事（改選数 1名，候補者数 1名，投票数 409票）
信任得票数 406票，不信任得票数 3票の候補者

会長（改選数 1名，候補者数 1名，投票数 409票）

信任得票数 404票，不信任得票数 5票の候補者
信任得票数 403票，不信任得票数 6票の候補者

信任得票数 405票，不信任得票数 4票の候補者

代表会員（改選数 90名，候補者数 89名，投票数 409票）
信任得票数 406票，不信任得票数 3票の候補者



[2] 代表会員 89 名
相島　健助 （法政大学） 相原　研輔 （東京都市大学）
秋葉　博 （東京大学/電力中央研究所） 石川　貴弘 （三菱電機（株））
石田　祥子 ‡ （明治大学） 石渡　恵美子 ‡ （東京理科大学）
石渡　哲哉 （芝浦工業大学） 礒島　伸 ‡ （法政大学）
井手　貴範 † （（株）アイシン） 伊藤　弘道 （東京理科大学）
今井　桂子 （中央大学） 今関　修 （鹿島建設（株））
今村　俊幸 （理化学研究所） 内山　成憲 （東京都立大学）
梅田　裕平 （富士通（株）） 大石　進一 （早稲田大学）
大江　貴司 † （岡山理科大学） 大田　佳宏 （Arithmer（株））
大林　一平 （岡山大学） 岡澤　健介 （日鉄ソリューションズ（株））
岡野　大 （愛媛大学） 岡本　久 （学習院大学）
荻田　武史 † （東京女子大学） 奥田　昌宏 （キヤノン（株））
尾崎　克久 （芝浦工業大学） 梶原　健司 † （九州大学）
片岡　一朗 （（株）日立製作所） 神山　雅子 （（株）ブリヂストン）
川原　仁志 （伊藤忠テクノソリューションズ（株）） 木下　保 （筑波大学）
木村　巌 （富山大学） 久保田　光一 （中央大学）
倉橋　貴彦 ‡ （長岡技術科学大学） 剱持　智哉 （名古屋大学）
小磯　深幸 （九州大学） 國府　寛司 （京都大学）
小林　佑輔 （京都大学） 齊藤　宣一 † （東京大学）
榊原　航也 （岡山理科大学） 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 （早稲田大学） 佐藤　一誠 （東京大学）
新谷　浩平 （トヨタ自動車（株）） 鈴木　大慈 （東京大学）
須田　礼仁 （東京大学） 関川　浩 ‡ （東京理科大学）
関根　晃太 † （千葉工業大学） 関根　順 （大阪大学）
曽我部　知広 ‡ （名古屋大学） 尊田　嘉之 ‡ （AGC（株））
高田　章 （ロンドン大学） 竹内　謙善 （香川大学）
田中　健一郎 （東京大学） 張　紹良 （名古屋大学）
土谷　隆 （政策研究大学院大学） 道工　勇 （埼玉大学）
直野　健 （（株）日立製作所） 長井　秀友 † （東海大学）
中川　訓範 （兵庫県立大学） 中口　悦史 （大阪大学）
奈良　高明 ‡ （東京大学） 成島　康史 （慶應義塾大学）
野津　裕史 ‡ （金沢大学） 野邊　厚 （早稲田大学）
速水　謙 ‡ （国立情報学研究所） 深谷　猛 （北海道大学）
堀之内　成明 （（株）豊田中央研究所） 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）
水野　将司 （日本大学） 三谷　純 （筑波大学）
宮路　智行 ‡ （京都大学） 村重　淳 （茨城大学）
森山　園子 （日本大学） 谷口　隆晴 （神戸大学）
矢野　良輔 † （東京海上ディーアール(株)） 山口　明宏 （福岡工業大学）
山田　知典 （東京大学） 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）
李　聖林 （京都大学） 渡邊　勇 （一般財団法人 電力中央研究所）
渡部　善隆 （九州大学）

†‡ 2023年度役員（†非改選役員10名，‡改選役員候補12名）としての代表会員立候補者


