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代議員選挙結果報告 

一般社団法人 照明学会 

代議員選挙管理委員会 

 
2020 年 10 月 25 日に告示いたしました代議員選挙の結果について報告いたします。 
下記の 97 名が当選いたしました。 
当選者は 2020 年 4 月 1 日から代議員に就任です。 

以上 
 

2020-2021 年度 代議員候補者名簿一覧 
 

20200401現在

No. 氏　　名 所　　属 No. 氏　　名 所　　属
1 青木 庸好 岩崎電気㈱ 51 鈴木 直行 ㈱遠藤照明

2 有松 孝之 ㈱ＧＳユアサ 52 須藤 聡一 スリーエムジャパン㈱

3 石上 太士 東芝ライテック㈱ 53 高尾 義史 スタンレー電気㈱

4 市川 重範 三菱電機照明㈱ 54 高住 健一 星和電機㈱

5 斎 尚樹 ㈱因幡電機製作所 55 高津 未央 ㈱トーエネック

6 伊藤 晃 東北電力㈱ 56 高松 衛 富山大学大学院

7 伊藤 大輔 日本工業大学 57 竹石 雄 東北電力㈱

8 射水 美知子 札幌インテリアコ―ディネ―タクラブ所属 58 田中 良昌 関西電力㈱

9 植野 糾 ㈱ランドスケープデザイン 59 田中 憲治 九州電力㈱

10 遠藤 力 岩崎電気㈱ 60 田辺 秀典 東芝ライテック㈱

11 大井 尚行 九州大学 61 中尾 晋也  

12 大木 知佳子 ㈱大林組 62 中村 公洋 ㈱日建設計

13 大久保 和明 大塚電子㈱ 63 西 敬生 神戸市立工業高等専門学校

14 太田 正明 東芝ライテック㈱ 64 西花 聡一 ㈱中電工

15 岡嶋 克典 横浜国立大学大学院 65 西村　英俊 大成建設㈱

16 岡本 洋輔 大同大学 66 野瀬 久和 中部電力㈱　販売カンパニー

17 奥田 紫乃 同志社女子大学　　　　　　　202006退任 67 野田 髙季 ＬＥＤ照明推進協議会

18 小田 努誉 中国電力㈱ 68 信井 友也 パナソニック㈱ライフソリューションズ社

19 越智 信彰 東洋大学 69 橋本 篤 三重大学大学院

20 加藤 未佳 日本大学 70 長谷川 有貴 埼玉大学

21 釜谷 文雅 鹿島建設㈱ 71 早瀬 訓 東北電力㈱

22 神谷 実 パナソニック㈱ライフソリューションズ社 72 原田 武敏 焔光景デザイン

23 河野 仁志 東芝ライテック㈱ 73 原田 泰彦 ㈱遠藤照明

24 神田 徹 中電技術コンサルタント㈱ 74 東 洋邦 東芝ライテック㈱

25 私市 広康 三菱電機照明㈱ 75 深尾 和正 ㈱きんでん

26 木下 史青 東京国立博物館 76 藤田 康道 パナソニック㈱ ライフソリューションズ社

27 木村 能子 スタンレー電気㈱ 77 丸谷　義孝 パナソニック㈱ ライフソリューションズ社

28 木村 義裕 岩崎電気㈱ 78 渕上 義弘 ㈱九電工

29 北村 寛 パナソニック㈱ライフソリューションズ社 79 細川 隆 ㈱竹中工務店

30 木村 靖 パナソニック㈱ライフソリューションズ社 80 堀米 英之 清水建設㈱

31 小池 輝夫 スタンレー電気㈱ 81 松浦 憲昭
32 小稲 克也 ㈱日建設計 82 松本 潤  

33 河野 佐知 大光電機㈱ 83 三栖 貴行 神奈川工科大学

34 神農 悠聖 大手前大学 84 水野 隆文 名城大学

35 古賀 靖子 九州大学大学院 85 溝邊 憲政 ㈱ホタルクス

36 児玉 朋子 東芝ライテック㈱ 86 三並 洋一 三菱電機住環境システムズ㈱

37 小林 茂雄 東京都市大学 87 三野 裕二 東芝ライテック㈱

38 今野 隆 東芝ライテック㈱ 88 宗方 淳 千葉大学

39 佐伯 智明 岩崎電気㈱ 89 目黒 朋美 (有)内原智史デザイン事務所

40 櫻井 将人 静岡理工科大学 90 面出 薫 ㈱ライティング プランナーズ アソシエーツ

41 佐藤 秀昭 鶴岡工業高等専門学校 91 門馬 英一郎 日本大学

42 佐藤 文博 東北学院大学 92 安井 規祝 ㈱日建設計

43 篠田 博之 立命館大学 93 山本 行洋 宮地電機㈱

44 清水 智樹 北海道電力㈱ 94 山本 淳一郎 東芝ライテック㈱

45 清水 英人 北陸電力㈱ 95 山本 里美 アイリスオーヤマ㈱

46 下村 直行 徳島大学　大学院 96 横江 彩 中部大学

47 鄭 新源 東京理科大学 97 横山 喜宜 ㈱竹中工務店

48 新中 康孝 三菱電機住環境システムズ㈱

49 杉野 弘法 九州電力㈱ 以上97名
50 鈴木 篤 (一社)日本照明工業会
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