
1

平成 26年 4月 19 日

選 挙 結 果 告 示

一般社団法人日本アマチュア無線連盟

選 挙 管 理 会

会 長  栗 原  正 敏

平成 26年通常選挙に関し、地方本部区域毎の社員（関東、九州、北海道、北

陸）、支部区域毎の社員（広島県）並びに全国の区域内の理事候補者及び、地方

本部区域毎の理事候補者（関東、東海、関西、北海道）について、4月 18日 18

時に投票を締め切り、4月 19日に開票したので、その結果を選挙規程第 29条の

規定にもとづき、下記のとおり告示します。

記

1.当選人

(1)地方本部区域毎の社員

関東

JA1EPO 立川 喜一

JH1NXU 井口 昭敏

JA1HGY 間下 尚彦

JJ1WTL 本林 良太

JA1STY 鈴木 清

JA1BTS 平野 幸男

JR1GDR 関 義則

JA1AAA 小林 宣夫

7M1MBO 加藤 寛治

JE1FVX 田島 喜樹

JI1XKH 増田 浩



2

JA1RTS 日下 照朗

JH1OHZ 片倉 由一

JA1HAP 鈴木 光男

JE1OEV 田中 正浩

JG1DKJ 澤田 倉吉

7N3OEP 藤牧 忠親

JL1HHN 安田 晃央

JA1ACV 大貫 明雄

JH1AGU 青木 敏樹

九州

JE6HCL 佐治 健一

JA6VQA 田上 昭雄

JE6ONQ 井上 滋

JA6JF 俣野 明也

JA6GXP 浅井 渉

JA6ACZ 佐々木 正文

JH6HAZ 坂上 勝人

JR6IKD 中嶋 邦浩

北海道

JA8IOT 村井 敦

JF8DSN 齋藤 恵子

JH8MYB 原田 進

JE8KQR 大國 秀夫

北陸

JA9SZN 竹本 宇宏

JA9AAO 岡野 重和

JA9APS 河合 成海

JA9MUZ 道渕 忠義

(2)支部区域毎の社員

広島県

JA4JPN 越智 良二
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(3)全国の区域内の理事候補者

JA9BOH 前川 公男

JG1KTC 髙尾 義則

JH3GXF 安孫子 達

JG2GFX 種村 一郎

JA1ELY 草野 利一

(4)地方本部区域毎の理事候補者

関東

JH1XUP 前田 吉実

東海

JA2GXU 土屋 正道

関西

JA3HXJ 長谷川 良彦

北海道

JH8HLU 正村 琢磨

2.開票結果

(1)地方本部区域毎の社員

関東

投票総数 6,383 票 (投票率 29.1%)

有効票数 6,059 票

無効票数 7票

白票数 317票

立候補者別得票数

JA1EPO 立川 喜一 211 票 当選

JH1NXU 井口 昭敏 229 票 当選

JA1HGY 間下 尚彦 460 票 当選

JJ1WTL 本林 良太 205 票 当選
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JA1STY 鈴木 清 280 票 当選

JA1BTS 平野 幸男 206 票 当選

JR1GDR 関 義則 187 票 当選

JO1KSD 佐藤 守 154 票

JA1AAA 小林 宣夫 605 票 当選

JO1EUJ 高橋 俊光 88 票

7M1MBO 加藤 寛治 209 票 当選

JE1FVX 田島 喜樹 249 票 当選

JI1XKH 増田 浩 187 票 当選

JA1RTS 日下 照朗 255 票 当選

JH1OHZ 片倉 由一 247 票 当選

JA1WSX 井出 浩夫 185 票

JA1HAP 鈴木 光男 381 票 当選

JE1OEV 田中 正浩 193 票 当選

JG1DKJ 澤田 倉吉 241 票 当選

7N3OEP 藤牧 忠親 223 票 当選

JL1HHN 安田 晃央 502 票 当選

JA1ACV 大貫 明雄 259 票 当選

JH1AGU 青木 敏樹 303 票 当選

九州

投票総数 1,655 票 (投票率 39.7%)

有効票数 1,621 票

無効票数 6票

白票数 28票

立候補者別得票数

JE6HCL 佐治 健一 120 票 当選

JP6SPZ 大岡 平和 97 票

JA6ETS 木村 廣明 99 票

JA6VQA 田上 昭雄 108 票 当選

JE6ONQ 井上 滋 295 票 当選

JA6JF 俣野 明也 157 票 当選

JA6GXP 浅井 渉 286 票 当選

JA6ACZ 佐々木 正文 171 票 当選

JF6DSZ 籾井 英雄 24 票

JH6HAZ 坂上 勝人 163 票 当選
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JR6IKD 中嶋 邦浩 101 票 当選

北海道

投票総数 1,326 票 (投票率 46.7%)

有効票数 1,287 票

無効票数 5票

白票数 34票

立候補者別得票数

JA8LNR 篠原 雅美 73 票

JK8NQW 河本 満 112 票

JA8IOT 村井 敦 403 票 当選

JF8DSN 齋藤 恵子 297 票 当選

JH8MYB 原田 進 205 票 当選

JE8KQR 大國 秀夫 197 票 当選

北陸

投票総数 568票 (投票率 38.4%)

有効票数 558票

無効票数 0票

白票数 10票

立候補者別得票数

JA9DNM 清水 澈也 59 票

JA9SZN 竹本 宇宏 148 票 当選

JA9MM 中越 利紀 77 票

JA9AAO 岡野 重和 83 票 当選

JA9APS 河合 成海 109 票 当選

JA9MUZ 道渕 忠義 82 票 当選

(2)支部区域毎の社員

広島県

投票総数 515票 (投票率 43.9%)

有効票数 510票

無効票数 0票

白票数 5票
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立候補者別得票数

JA4JPN 越智 良二 395 票 当選

JJ4KME 古城 朋和 115 票

(3)全国の区域内の理事候補者

投票総数 18,973 票 (投票率 33.3%)

有効票数 18,120 票

無効票数 41票

白票数 812票

立候補者別得票数

JA9BOH 前川 公男 1,795 票 当選

JG1KTC 髙尾 義則 4,152 票 当選

JH3GXF 安孫子 達 2,227 票 当選

JG2GFX 種村 一郎 1,958 票 当選

JA8ATG 原 恒夫 1,481 票

JA8LJF 佐々木 淳一 540 票

JA8CDT 加藤 喜一 677 票

JA0OZZ 伊部 雅一 1,588 票

JA1ELY 草野 利一 3,702 票 当選

(4)地方本部区域毎の理事候補者

関東

投票総数 6,383 票 (投票率 29.1%)

有効票数 5,610 票

無効票数 2票

白票数 771票

立候補者別得票数

JH1XUP 前田 吉実 3,100 票 当選

JA1NVF 吉沼 勝美 2,510 票

東海

投票総数 2,583 票 (投票率 36.2%)
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有効票数 2,487 票

無効票数 3票

白票数 93票

立候補者別得票数

JA2HDE 木村 時政 1,163 票

JA2GXU 土屋 正道 1,324 票 当選

関西

投票総数 2,463 票 (投票率 33.7%)

有効票数 2,378 票

無効票数 2票

白票数 83票

立候補者別得票数

JG3CCD 石本 吉男 660 票

JA3HXJ 長谷川 良彦 1,718 票 当選

北海道

投票総数 1,326 票 (投票率 46.7%)

有効票数 1,285 票

無効票数 0票

白票数 41票

立候補者別得票数

JH8HLU 正村 琢磨 840 票 当選

JA8FXG 阿部 弘行 445 票

以上


