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先に行われました平成 27 年度代議員選挙の結果、下記の方がたが各支部選出の 

代議員に決定いたしました。 任期は平成 27年 11月から平成 29年 10月迄です。 

 

北海道支部 5 名 

荒川 義人 天使大学 

石塚 敏 北海道大学大学院 

小野寺 秀一 酪農学園大学 

園山 慶 北海道大学大学院 

宮下 和夫 北海道大学大学院 

 

東北支部 8名 

五十嵐 喜治 山形大学 

池田 郁男 東北大学大学院 

駒井 三千夫 東北大学大学院 

坂田 隆 石巻専修大学 

長澤 孝志 岩手大学 

西川 正純 宮城大学 

吉池 信男 青森県立保健大学 

吉澤 結子 秋田県立大学 

 

関東支部 48名 

青江 誠一郎 大妻女子大学 

青山 敏明 大東カカオ株式会社 

石見 佳子 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

井手 隆 十文字学園女子大学 

井上 順 東京大学大学院 

上西 一弘 女子栄養大学 

上原 万里子 東京農業大学 

宇都宮 一典 東京慈恵会医科大学 

江崎 治 昭和女子大学 

大石 祐一 東京農業大学 

太田 篤胤 城西国際大学 

岡 純 東京家政大学 

笠岡 誠一 文教大学 

加藤 久典 東京大学 



門脇 基二 新潟大学 

川野 因 東京農業大学 

岸本 良美 お茶の水女子大学 

君羅 満 東京農業大学 

清瀬 千佳子 神奈川工科大学 

近藤 和雄 東洋大学 

坂井 良成 味の素株式会社 

佐藤 和人 日本女子大学 

佐藤 隆一郎 東京大学大学院 

志村 二三夫 十文字学園女子大学 

新藤 一敏 日本女子大学 

鈴木 惠美子 お茶の水女子大学 

関 泰一郎 日本大学 

曽根 博仁 新潟大学大学院 

高橋 久仁子 群馬大学 

竹中 麻子 明治大学 

武見 ゆかり 女子栄養大学 

鳥居 邦夫 株式会社鳥居食情報調節研究所 

中村 丁次 神奈川県立保健福祉大学 

福島 亜紀子 女子栄養大学 

藤原 葉子 お茶の水女子大学 

増田 泰伸 キユーピー株式会社 

松石 昌典 日本獣医生命科学大学 

丸山 千寿子 日本女子大学 

三浦 豊 東京農工大学大学院 

村田 容常 お茶の水女子大学 

村山 伸子 新潟県立大学 

森 建太 花王株式会社 

山内 淳 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

山田 和彦 女子栄養大学 

山田 哲雄 関東学院大学 

吉澤 史昭 宇都宮大学 

吉田   博 東京慈恵会医科大学 

和田   政裕 城西大学 

 

 

 

 



中部支部 15名 

池田 彩子 名古屋学芸大学 

小田 裕昭 名古屋大学大学院 

小原 章裕 名城大学 

合田 敏尚 静岡県立大学 

下村 吉治 名古屋大学大学院 

津田 孝範 中部大学 

長岡 利 岐阜大学 

西村 直道 静岡大学 

早川 享志 岐阜大学 

早瀬 和利 愛知教育大学 

堀尾 文彦 名古屋大学大学院 

松田 幹 名古屋大学大学院 

森田 達也 静岡大学 

横越 英彦 中部大学 

渡辺 達夫 静岡県立大学 

 

近畿支部 27名 

芦田 均 神戸大学大学院 

石原 健吾 龍谷大学 

伊藤 美紀子 兵庫県立大学 

乾 博 大阪府立大学大学院 

井上 和生 京都大学大学院 

井上 裕康 奈良女子大学 

狩野 百合子 神戸女子大学 

亀井 康富 京都府立大学 

河田 照雄 京都大学大学院 

木戸 康博 京都府立大学大学院 

小久保 喜弘 国立循環器病研究センター 

小垂 眞 京都光華女子大学 

小西 洋太郎 畿央大学 

佐伯 茂 大阪市立大学大学院 

佐藤 健司 京都大学大学院 

高橋 享子 武庫川女子大学 

津川 尚子 大阪樟蔭女子大学 

成田 宏史 京都女子大学 

西川 禎一 大阪市立大学大学院 

西村 公雄 同志社女子大学 



福田 ひとみ 帝塚山学院大学 

福渡 努 滋賀県立大学 

松井 徹 京都大学大学院 

松浦 寿喜 武庫川女子大学 

室田 佳恵子 近畿大学 

森山 達哉 近畿大学 

山地 亮一 大阪府立大学大学院 

 

中国・四国支部 12名 

加藤 範久 広島大学大学院 

坂井 堅太郎 広島女学院大学 

曽川 美佐子 四国大学 

辻 英明 岡山県立大学 

津田 とみ 徳島文理大学 

二川 健 徳島大学大学院 

人見 英里 山口県立大学 

松尾 達博 香川大学 

宮本 賢一 徳島大学大学院 

八木 典子 広島国際大学 

山下 広美 岡山県立大学 

渡邊 浩幸 高知県立大学 

 

九州・沖縄支部 12名 

太田 英明 中村学園大学 

屋 宏典 琉球大学 

古場 一哲 長崎県立大学シーボルト校 

窄野 昌信 宮崎大学 

佐藤 匡央 九州大学大学院 

立花 宏文 九州大学大学院 

田中 一成 長崎県立大学シーボルト校 

永尾 晃治 佐賀大学 

南 久則 熊本県立大学 

望月 聡 大分大学 

柳田 晃良 西九州大学 

山田 耕路 崇城大学 

 


