
NO.氏名 所属 NO.氏名 所属 NO.氏名 所属

1 萩原　広道 人間・環境学研究科 1 間藤　徹 名誉教授 47 塚原　信行 国際高等教育院

2 藤山　拓夢 人間・環境学研究科 2 鈴木　卓馬 総務部 48 白井　哲哉 学術研究支援室

3 大西　智也 理学研究科 3 石橋　由子 企画・情報部 49 松崎　慶一 環境安全保健機構

4 小野田　祥太郎 理学研究科 4 角森　康基 施設部 50 平井　康宏 環境科学センター

5 小嶋　匠 理学研究科 5 梶谷　春佳 附属図書館 51 上道　京子 宇治地区事務部

6 坂本　想一 理学研究科 6 山下　靖弘 経営管理大学院 52 長﨑　百伸 エネルギー理工学研究所

7 田中　雄太 理学研究科 7 松下　加代子 文学研究科 53 西村　裕志 生存圏研究所

8 宮内　佑典 理学研究科 8 島原　健治 理学研究科 54 野平　俊之 エネルギー理工学研究所

9 阿部　志門 農学研究科 9 銭谷　多美 理学研究科 55 増田　太郎 農学研究科

10 太田　奏江 農学研究科 10 土山　賀子 理学研究科 56 兼田　祐子 朱い実保育園

11 小角　百合香 農学研究科 11 中野　隆文 理学研究科 57 鈴木　ユキ 風の子保育園

12 種子永　栄輝 農学研究科 12 山本　隆司 理学研究科 58 朝倉　知佐子 退職教職員

13 則竹　翔太 農学研究科 13 芝田　優子 農学研究科 59 生駒　時秀 退職教職員

14 原　百花 農学研究科 14 天野　香奈子 基礎物理学研究所 60 影山　貴子 退職教職員

15 廣嵜　真由 農学研究科 15 福村　一三 基礎物理学研究所 61 田邊　晃生 退職教職員

16 溝上　加純 農学研究科 16 北川　聡一 宇宙総合学研究ユニット 62 中西　幸子 退職教職員

17 岡本　麻里 医学研究科 17 槇田　盤 フィールド科学教育研究センター 63 中西　伸二 退職教職員

18 中谷　香菜 医学研究科 18 古川　大祐 北部構内事務部 64 久松　ユリ 退職教職員

19 岡田　祐哉 薬学研究科 19 角井　宏司 医学研究科 65

20 新加　謙太 薬学研究科 20 西山　知佳 医学研究科 66

21 田村　祐也 薬学研究科 21 原田　浩二 医学研究科 67

22 中西　和也 薬学研究科 22 浅井　弘子 医学部附属病院

23 安藤　悠太 工学研究科 23 小谷　将司 医学部附属病院

24 飯山　瞳 工学研究科 24 田中　洋子 医学部附属病院

25 浦野　大介 工学研究科 25 服部　新次 医学部附属病院

26 麻植　雅裕 工学研究科 26 古澤　信昭 医学部附属病院

27 鍵　昌弘 工学研究科 27 増田　健太 医学部附属病院 1 井関　由記美 生協職員

28 加藤　勇一 工学研究科 28 竹本　経緯子 ウイルス再生医科学研究所 2 大谷　純太朗 生協職員

29 神田　脩一郎 工学研究科 29 小山　房男 ips細胞研究所 3 加名田　詠子 生協職員

30 木下　竣登 工学研究科 30 山本　智佳子 医学部病院構内共通事務部 4 西川　彩 生協職員

31 後藤　聡 工学研究科 31 中村　千晶 南西地区共通事務部 5 山口　拓朗 生協職員

32 下平　剛司 工学研究科 32 橋本　晴代 南西地区共通事務部

33 白石　禎晶 工学研究科 33 三宅　里枝 南西地区共通事務部

34 遠山　航輝 工学研究科 34 足立　融正 工学研究科

35 中本　悠太 工学研究科 35 辻　英祐 工学研究科

36 西村　悠希 工学研究科 36 土居　伸二 工学研究科

37 本間　拓貴 工学研究科 37 平野　裕一 工学研究科

38 松井　大起 工学研究科 38 横井　邦夫 工学研究科

39 山口　遥己 工学研究科 39 下西　慶 情報学研究科

40 米田　奈生 工学研究科 40 岡田　淳志 人間・環境学研究科

41 上村　京也 情報学研究科 41 鵜飼　大介 人間・環境学研究科

42 公文名　翔平 情報学研究科 42 久代　恵介 人間・環境学研究科

43 近藤　泰仁 地球環境学舎 43 小西　孝則 人間・環境学研究科

44 44 酒井　敏 人間・環境学研究科

45 45 吉田　あゆみ 人間・環境学研究科

46 46 近藤　太樹 国際高等教育院

生協職員選挙区（定数5名）

院生選挙区（定数46名） 教職員選挙区（定数67名）


