
 

【日本中小企業学会 2013年 第 12期役員選挙開票結果報告】 

 

 本学会第 12期役員選挙は 2013年 3月から 6月にかけておこなわれ、会長予定者として寺岡 寛（中京大学）

ならびに理事予定者を以下のとおり選出しました。 

 

 第１次役員選挙 

  理事予定者20名を選出のため 3月31日締切日で投票をおこない、4月27日の西部部会役員会で開票をおこ

ない以下の 20名が選出されました。 

 

  ◆投票状況 

   投票者総数      205票     （会員総数564名  投票率36.3％） 

   東部部会        68票        （会員数   269名  投票率25.3％） 

   中部部会        35票        （会員数    73名  投票率47.9％） 

西部部会        88票        （会員数   182名  投票率48.4％） 

九州部会        14票        （会員数    40名  投票率35.0％） 

 

  ◆開票結果 

東部部会（定数10） 

順位 氏   名   票数 

西部部会（定数６） 

順位 氏  名    票数 

中部部会（定数３） 

順位 氏  名    票数 

九州部会（定数１） 

順位 氏  名    票数 

1    三井 逸友  37票 1    佐竹 隆幸  64票 1    林  伸彦  24票 1    出家 健治  8票 

2    岡室 博之  31票 2    高田 亮爾  54票 2    寺岡   寛  22票   

3    港  徹雄  27票 3    太田 一樹  53票 3    山田 基成  19票  

4    高橋 美樹  26票 3    太田 進一  53票    

5    渡辺 幸男  25票 5    池田   潔  49票    

6    黒瀬 直宏  24票 6    前田 啓一  43票     

6    堀    潔   24票     

8    岡田 浩一  22票    

9    駒形 哲哉  19票      

9    長山 宗広   19票         

      

次点者※ 次点者 次点者 次点者 

11   川名 和美  17票 7   村社   隆  31票 4   弘中 史子  9票 2   川上 義明  3票 

次々点者※ 

11   植田 浩史  17票 

 

次々点者以降 

次々点者 

8   本多 哲夫  22票 

 

次々点者以降 

次々点者 

5   渡辺 俊三   6票 

 

次々点者以降   

13   山本 篤民  14票 9   文能 照之    19票 6   足立 文彦   5票    

14   大林 弘道  13票 9   義永  忠一   19票     

15   八幡 一秀  12票 11  関   智宏    15票      

15   安田 武彦  12票 11  二場  邦彦  15票        

17   濱田 康行  11票 13  松岡  憲司   10票     

18   和田 耕治  10票 14  田中    充    5票      

        

9票以下は省略 4票以下は省略 2票以下は省略 1票以下は省略 

    

※東部部会、次点者・次々点者の順位決定は抽選結果による。 

 

 

 

 



  第 2次役員選挙 

   追加理事予定者10名を選出するため、第1次選挙で選出された理事予定者20名により、5月25日締切日

で投票をおこない、6月1日の西部部会役員会で開票をおこない、以下の 10名が選出された。 

 

   ◆投票者数      20票         延べ投票数     195票 

    

   ◆開票結果 

東部部会 

順位  氏 名   票数 

西部部会 

順位  氏 名   票数 

中部部会 

順位  氏 名  票数 

九州部会 

順位  氏 名  票数 

4   川名 和美  14票 2  本多 哲夫   15票 2   渡辺 俊三 15票 1   川上 義明 16票 

4   濱田 康行  14票 9  文能 照之    11票 6   弘中 史子 12票   

6   大林 弘道  12票 10 松岡 憲司   10票   

6   山本 篤民  12票     

     

次点      

植田 浩史   9票     

次々点者 第2位 ※ 次々点者 第4位 ※ 次々点者 第1位 ※     

   八幡 一秀   8票    村社  隆   8票 足立 文彦   8票   

次々点者 第3位 ※    

   安田 武彦   8票    

     

次々点者以降 次々点者以降    

    和田 耕治   7票 義永 忠一   5票    

     

1票以下は省略 1票以下は省略 1票以下は省略 2票以下は省略 

    

※次々点者の順位決定は抽選結果による。 

 

 

会長選挙 

 会長予定者選出のため、理事予定者 30名により、6月22日締切日で投票をおこない、6月29日の西部部会役

員会で開票をおこない、寺岡  寛 会員が選出されました。 

 

◆投票者数      25票          

    

  ◆開票結果 

   

寺岡　　寛 13票

5票

2票

1票

1票

1票

1票

1票

大林　弘道　

高田　亮爾　

濱田　康行

山田　基成　　

  会長予定者

  次点者　

  次々点者　

黒瀬　直宏

佐竹　隆幸

太田　進一

 

 

 


