
別紙 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

平成 30・31年度理事候補者 

 

１ 山寺 幸雄 北日本支部 推薦 

 勤 務 先 等 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 26年 5月～平成 28年 6月；日臨技北日本支部 幹事 

平成 28年 5月～現在；日臨技 理事 

福島県臨床検査技師会 他 

平成 20年 5月～平成 26年 5月；事務局長・総務部長 

平成 26年 5月～現在；会長 

本人抱負 

１．日臨技の組織強化と臨床検査技師の地位向上のために尽力いたし

ます。 

２．「病棟」「在宅医療」への職域拡大に向けた活動に取り組みます。 

３．日臨技と地臨技の連携強化に務めます。 

２ 小島 佳也 北日本支部 推薦 

 勤 務 先 等 弘前大学医学部附属病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 26年度～平成 27年度 北日本支部 幹事  

平成 28年度～       理事        

青森県臨床検査技師会 他 

平成 22～25年度      副会長       

平成 26年度～平成 29年度 会長        

本人抱負 
１．臨床検査・臨床検査技師の将来に向け、一緒に取組んでいきたい。 

２．少しでもお役に立てればと思います。 

３ 橘内 健一 北日本支部 推薦 

 勤 務 先 等 社会医療法人耳鼻咽喉科麻生病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

日臨技代議員、資格審査委員、議事運営委員、総会議長、役員候補

者選出委員 

北海道臨床検査技師会 他 

平成 18-19年度 常務理事（検査研究生理機能部門長） 

平成 20-21年度 常務理事（教育研修部長） 

平成 22-23年度 事務局長 

平成 24-29年度 副会長 

本人抱負 

１．会員との対話を大切にして会員のための技師会づくりに貢献した

い。 

２．検査と健康展などを通じて国民の健康づくりに貢献したい。 

３．臨床検査技師としての技能や職能の向上を図り技師の地位向上に

貢献したい。 

４ 神山 清志 関甲信支部 推薦 

 勤 務 先 等 一般社団法人浦和医師会メディカルセンター 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 14年～平成 18年 日臨技診療報酬制度対策委員会 委員 

平成 20年～平成 22年 日臨技検査値標準化 WG 委員 

平成 24年～平成 26年 日臨技渉法問題対策委員会 委員 



平成 24年～      関甲信支部幹事 

平成 26年～      同 学術部長 

平成 28年～      日臨技学術委員会／学術企画 WG 

埼玉県臨床検査技師会 他 

平成 13年～      理事 

平成 21年～      副会長 

本人抱負 

１．日臨技、地区臨技の更なる発展のために努力いたします。 

２．会員にとって、さらに解りやすい組織作りに貢献します。 

３．臨床検査技師の更なる地位向上のために努力します。 

５ 實原 正明 関甲信支部 推薦 

 勤 務 先 等 飯田市立病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 24年度～現在 関甲信支部幹事 

平成 24年、25年 日臨技チーム医療推進検討委員会委員 

平成 26年～現在 日臨技メディカルスタッフ業務推進 WG委員 

平成 28年 日臨技病棟業務連絡協議会委員 

平成 28年～現在 日臨技理事 

長野県臨床検査技師会 他 

平成 18、19年 細胞研究班班長 

平成 20～23年 理事、南信支部長 

平成 20年度～平成 23年度 理事 

平成 24年～現在 副会長 

本人抱負 

１．日臨技の方針を理解し、その責務を全うする。 

２．時代を見据え、臨床検査技師のあるべき姿を真剣に模索し役員と

して取り組む。 

３．会員各位が求める技師会を目指し、役員の皆さんとその一助を担

う。  

６ 中川 英二 関甲信支部 推薦 

 勤 務 先 等 市立甲府病院 

経  歴 

山梨県臨床検査技師会 他 

平成 8～11年  組織検討委員会委委員 

平成 14～15年  事務局長 

平成 16～19年  血液検査研究班副班長 

平成 22～23年  臨床化学研究班副班長 

平成 23年    渉外副部長 

平成 24年～   渉外部長 

平成 30年度   第 1回総会後より副会長承認 

本人抱負 

１．会員のため、臨床検査技師会のため、国民への臨床検査技師の認

知度の向上を図る。 

２．病棟・在宅・認知症・検体採取など事業拡大の実践を通してチー

ム医療へ貢献 

３．将来の技師会を担え、他職種とも協働できる若手技師の育成 

７ 千葉 正志 首都圏支部 推薦 

 勤 務 先 等 帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

H02年 4月～H08年 3月 臨床化学研究班全国委員 

H08年 4月～H10年 3月 臨床化学研究班全国委員 

H10年 4月～H12年 3月 尿中蛋白測定標準化委員 



H28年 6月～H30年 6月 首都圏支部長・執行理事 

東京都臨床検査技師会 他 

S54年 4月～S57年 3月 臨床化学研究班幹事 

H22年 6月～H26年 6月 理事 副会長 

H26年 6月～H30年 6月 代表理事 会長 

本人抱負 

１．臨床検査分野の進むべき方向性を共に考え情報を共有する。 

２．検査技師の職務内容の拡大と進捗に合わせて人材育成に努める。 

３．臨床検査の社会的認知に向けて努力する。 

８ 喜納 勝成 首都圏支部 推薦 

 勤 務 先 等 順天堂大学医学部附属浦安病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 28年 6月 日臨技 理事就任 現在に至る 

千葉県臨床検査技師会 他 

平成 25年 5月～平成 28年 4月 理事 

本人抱負 
１．技師会活動を通じて臨床検査技師の学術・技術向上の一翼を担い

たい。 

９ 棟方 伸一 首都圏支部 推薦 

 勤 務 先 等 北里大学病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

2006.4.1～2008.3.31 臨床検査評価対策委員会委員 

2007.4.1～2010.3.31 認定心電検査技師認定部会・試験 WG委員 

2007.4.1～2010.3.31 認定心電検査技師認定部会・カリキュラム

WG委員 

2010.4.1～2012.3.31 認定心電技師制度審議会委員 

2016.6月～現在   理事  

神奈川県臨床検査技師会 他 

1991～不明 循環器専門グループ勉強会世話人 

1997～1998 渉外委員 

2013～現在 役員推薦委員 

 

1998～1999 神奈川県医療専門職連合会役員推薦委員 

2004～2007 神奈川県医療専門職連合会代議員 

本人抱負 

日臨技理事として 1期（2年間）を経験し、各種活動や取組みについ

て理解して活動した。次期も 2期目として担当業務（認定心電制度、

組織強化、臨床検査技師教育等）の効果的な運営に寄与するとともに、

日臨技が抱える諸問題についても積極的に発言、行動して行きたい。 

10 椙山 広美 中部圏支部 推薦 

 勤 務 先 等 一般社団法人 岡崎市医師会 公衆衛生センター 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 20年 4月 1日～平成 24年 3月 31日 理事 

平成 26年 5月 24日～平成 28年 6月 18日 中部圏支部幹事 

平成 28年 6月 18日～現在に至る 代表理事（副会長） 

愛知県臨床検査技師会 他 

平成 11年 4月 1日～平成 13年 3月 31日 理事  

平成 13年 4月 1日～平成 17年 3月 31日 常務理事 

平成 17年 4月 1日～平成 26年 6月 28日 副会長 

平成 26年 6月 28日～現在に至る 会長 



本人抱負 

１．日臨技の組織強化並びに将来日臨技、都道府県技師会で活躍でき

る人材育成にしっかりと取り組んでいきたい。 

２．会員への情報伝達の推進並びに女性を含む若い会員が活躍できる

活動ができればと思います。 

11 山本 幸治 中部圏支部 推薦 

 勤 務 先 等 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総合病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

2014-5～現在 理事 

2012-5～2014-4 中部圏支部 幹事 

2014-5～現在 中部圏支部長 

三重県臨床検査技師会 他 

2001-5～2014-4 副会長 

2014-5～現在 会長 

本人抱負 

１．中部圏支部の組織力、学術アップを目指す。 

２．全国で学術活動実施（特に超音波関連のスキルアップと社会的貢

献） 

３．在宅医療に関して検査技師の必要度調査に貢献する。 

12 直田 健太郎 中部圏支部 推薦 

 勤 務 先 等 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 

経  歴 

静岡県臨床検査技師会 他 

平成 28・29年度 常務理事 

平成 28・29年度 西部支部 支部長 

平成 29年度 第 7回静岡県医学検査学会 実行委員長 

平成 30年度 第 67回日本医学検査学会 副実行委員長 

本人抱負 

１．様々な方の話を伺い、見聞を広めたい。 

２．医療情勢をいち早く理解し、臨床検査技師のニーズを高めたい。 

３．今後技師会を担う人材を育成したい。 

13 竹浦 久司 近畿支部 推薦 

 勤 務 先 等 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 28年 6月～現在 近畿支部支部長・理事 

 

大阪府臨床検査技師会 他 

平成 12年 5月～理事 

平成 20年 5月～27年 4月 副会長 

平成 27年 5月～現在   会長 

本人抱負 

１．精度保障の充実 

２．eラーニング活用で技師のスキルアップ 

３．組織強化のために都道府県技師会とより良い連携 

14 竹中 正人 近畿支部 推薦 

 勤 務 先 等 紀南病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 28年 6月～現在に至る 理事 

平成 28年 6月～現在に至る 近畿支部幹事 

和歌山県臨床検査技師会 他 

平成 18年 4月～平成 24年 3月 理事  

平成 24年 4月～平成 28年 4月 副会長  



平成 28年 5月～現在に至る 会長  

本人抱負 

１．日臨技組織力強化に貢献したい。 

２．臨床検査技師地位向上に貢献したい。 

３．日臨技と地臨技の関係強化に尽力したい。 

15 綿貫 裕 近畿支部 推薦 

 勤 務 先 等 姫路赤十字病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 22年 4月～現在 近畿支部臨床生理部門長 

 

兵庫県臨床検査技師会 他 

昭和 61年 4月～平成 2年 3月 組織部担当理事 

平成 16年 4月～18年 3月 学術担当理事 

平成 18年 4月～20年 3月 学術部次長 

平成 20年 4月～現在 学術部長 

本人抱負 

１．より組織強化を推進する。 

２．チーム医療への参画を推進する。 

３．他職種との業務連携強化 

16 岡田 健 中四国支部 推薦 

 勤 務 先 等 岡山大学病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

学術組織再構築に関する検討委員会委員長 

理事 

岡山県臨床検査技師会 他 

岡山県臨床検査技師会会長、監事 

その他：日本適合性認定協会（JAB）ISO15189 技術審査員、財団

法人医療関連サービス振興会業務調査指導員、岡山県精度管理専門

委員、岡山県医師会精度管理実行委員、岡山県臨床工学技士会理事、

日本臨床検査医学会評議委員、日本臨床検査自動化学会評議員、日

本臨床検査自動化学会評議委員、日本臨床化学会評議委員 

本人抱負 
１．二期務めた日臨技理事の経験を生かして企画運営に協力したい。 

２．引き続き学術関係で協力したい。 

17 水野 誠士 中四国支部 推薦 

 勤 務 先 等 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 20年 4月～平成 22年 3月（2年） 代議員 

 

広島県臨床検査技師会 他 

平成 12年 4月～平成 14年 3月（2年） 常務理事 

平成 14年 4月～平成 16年 3月（2年） 事務局長 

平成 16年 4月～平成 26年 6月（10年 3月） 副会長 

平成 26年 6月～現在          会長 

本人抱負 

１．臨床検査技師の地位向上に努めたい。 

２．日臨技の組織力の強化に努めたい。 

３．未加入の臨床検査技師が一人でも多く加入するような日臨技を目

指したい。 

18 高村 好実 中四国支部 推薦 



 勤 務 先 等 市立宇和島病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

中四国支部 幹事（H27～） 

WG委員（全て H28～）・eラーニング推進 WG 

・医療政策 WG ・メディカルスタッフ業務推進 WG 

・認定認知症領域検査技師制度試験 WG ・認知症 WG 

・認定認知症領域検査技師制度カリキュラム・テキスト作成 WG 

愛媛県臨床検査技師会 他 

H17～  理事 

H25・26 副会長兼学術部長 

H27～  会長 

本人抱負 

１．今後の日本の医療で求められることを組織を通して考えていく。 

２．組織において必要とされることに積極的に取り組んでいく。 

３．会員や臨床検査技師にとってより良い環境を構築していきたい。 

19 佐藤 元恭 九州支部 推薦 

 勤 務 先 等 社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 15年 4月～平成 16年 3月 九州臨床検査技師会理事 

平成 16年 4月～平成 22年 3月 九州臨床検査技師会理事及び監   

               査 

平成 22年 4月～平成 24年 3月 九州臨床検査技師会副会長（学 

術担当） 

平成 22年 4月～平成 24年 1月 日臨技選挙管理委員会 委員 

平成 24年 6月～現在      日臨技理事（九州支部長） 

大分県臨床検査技師会 他 

昭和 63年 4月～平成 3年 3月  理事 

平成 3年 4月～平成 9年 3月   常務理事 

平成 9年 4月～平成 14年 3月  副会長 

平成 15年 4月～平成 21年 3月 会長 

平成 21年 4月～平成 26年 3月 会長 

平成 26年 4月～現在     会長（公益社団法人） 

本人抱負 

１．日臨技 7支部の相互交流と活性化を促す。 

２．会員の地位向上と公益事業を介して国民に広く臨床検査技師を知

っていただく。 

３．技師会組織力の強化を促進する。 

20 西浦 明彦 九州支部 推薦 

 勤 務 先 等 独立行政法人国立病院機構  九州医療センター 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 8年 4月～平成 14年 3月 血液検査研究班全国委員 

平成 24年 5月～平成 28年 6月 理事 

平成 28年 6月～現在 執行理事 

福岡県臨床検査技師会 他 

平成 4年 4月～平成 8年 3月 熊本県技師会血液検査研究班班長 

平成 8年 4月～平成 16年 3月 熊本県技師会常務理事 

平成 16年 4月～平成 18年 3月 福岡県技師会理事 

平成 18年 4月～平成 24年 3月 福岡県技師会常務理事 

平成 24年 4月～平成 28年 5月 福岡県技師会副会長 



平成 28年 5月～現在 福岡県技師会会長 

その他公務： 

  福岡県精度管理専門委員（平成 21年～平成 28年 3月） 

本人抱負 

１．九州支部の代表の 1人と職務を全うしていきます。 

２．会員個々より分かりやすい、納得のいく日臨技にすべき頑張りた

い。 

21 有村 義輝 九州支部 推薦 

 勤 務 先 等 鹿児島市医師会病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

日臨技理事（現在 1期目在職中） 

          学術組織再構築に関する検討委員会 

九州支部医学検査学会 学会長（第 50回記念学会・2015年） 

鹿児島県臨床検査技師会 他 

現在 4期目在職中 会長 

     元鹿児島市地区責任者 

     元血液部門 班長 

     精度管理委員 元血液担当者 

（現） 

鹿児島市衛生検査精度管理専門委員 

鹿児島県医師会精度管理委員 

鹿児島県セーフティーマネジメント研究会世話人 

鹿児島市市民健康祭り実行委員 

鹿児島臨床検査技師長会運営委員 

本人抱負 

日臨技理事(学術担当)として 1期 2年業務遂行いたしました。 

学術理事としてこの 2年間、前半 1年は前学術理事の企画運営、後半

1年は新理事での運営を実施し内容としては先駆的研修会の開催のみ

です。 

日臨技主催研修会の評価・効果を内容判断してみますと、各支部研修

会とほとんど変わらない研修会内容で日臨技特性がないまま遂行し

てきましたことを反省しております。 

この事柄を改善するために各支部との連携をとり職能団体として強

化したい。 

その対策として 

①各支部がどのような研修会を望んでいるのか 

②各支部の目標を確認し支部統一活動はできないか～評価制度の導

入 

③支部学会・全国学会の見直し 

④日臨技学術部(支部含め)の組織見直し 

⑤各支部の特性を考慮した研修会の導入 

⑥共用基準範囲を全国統一化し共通の物差しで検査結果解析を目指

す 

以上、学術理事として日臨技学術部全体の活動が見えるようにと考え

ております。 

まとめとして、日臨技主催研修会は先駆的な内容に関わらず標準化委

員会との共働企画として今後、標準化を目指し支部へ普及・啓発し実

技講習会も含む研修会を企画することとする。 

終わりに、微力ながら全力にて理事業務に取り組み、医療の向上に貢

献していく所存ですので、ご指導・ご鞭燵の程よろしくお願い申し上



げます。 

22 横地 常広 会長候補者選挙当選者 推薦 

 勤 務 先 等 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 24・25 理事（中部圏支部長） 

平成 26・27 専務理事 

平成 28・29 副会長 

静岡県臨床検査技師会 他 

平成 20・21 常務理事 

平成 22・23・24・25 会長 

本人抱負 

１．日臨技組織強化に努め、会員の顔の見える活動を展開する。 

２．日臨技事業を広く会員に伝達し、情報発信に注力する。 

３．都道府県技師会との連携強化、会員中心の事業展開を目指す。 

23 長沢 光章 会長候補者選挙当選者 推薦 

 勤 務 先 等 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

1994年～2000年 微生物検査研究班班長、精度管理委員等 

2012年～2013年 理事（北日本支部） 

2014 年～2015 年 執行理事（国際担当）、第 32 回 IFBLS 学会副学

会長、他 

2016年～2017年 代表理事・副会長、他 

宮城県臨床検査技師会 他 

1984 年～2007 年 埼玉県臨床衛生検査技師会 研究班班長、学術

部長、副会長、他 

2010年～2013年 会長 

2014年～2015年 監事 

本人抱負 

１．職域の拡大と地位の向上 

２．学術における卒前・卒後教育の活性化および都道府県との連携を

構築 

３．若い世代を中心とした国際展開の推進 

24 滝野 寿 会長候補者選挙当選者 推薦 

 勤 務 先 等 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

H14.4～H23.3 コントロール部会委員、病理部門代表者 

H20.10～H21.9 病理検査プロジェクト研究代表者 

H25.6～ 病理専門技師制度設立準備委員・認定病理検査技師制度

審議会委員長 

H28.6～H30.3 執行理事 

H30.4～    専務理事 

愛知県臨床検査技師会 他 

H26.6～H28.5 学術部長 

H5.4～H23.3  病理検査研究班班長 

愛知県臨床検査標準化推進委員 

本人抱負 

１．法改正に沿った日臨技臨床検査品質保証制度の確立と啓発 

２．生涯教育の充実と日臨技会員の社会的地位の向上 

３．2035年を見すえた将来構想プランの作成 

25 丸田 秀夫 会長候補者選挙当選者 推薦 



 勤 務 先 等 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

日臨技（支部を含む）： 

H22.4,1～H26.3.31 理事 

H26.4.1～H28.3.31 執行理事 

H28.4.1～H30.3.31 常務理事 

長崎県臨床検査技師会 他 

Hl2.4.1～H18.3.31 常任理事 

Hl8.4.1～H20.3.31 理事 

H20.4.1～H24.3.31 副会長 

H24.4.1～      会長 

本人抱負 

１．技師会ならびに臨床検査技師の社会的認知度・地位向上を実現し

たい。 

２．職能団体としての組織基盤の強化に尽力したい。 

３．若い世代にとって魅力ある検査技師会を創造したい。 

26 深澤 恵治 会長候補者選挙当選者 推薦 

 勤 務 先 等 自宅（旧：独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院） 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

平成 22年 4月～平成 24年 3月 役員推薦委員会 委員 

平成 24年 4月～平成 26年 5月 関甲信支部幹事 

平成 26年 5月～現在      理事・執行理事 

群馬県臨床検査技師会 他 

平成 8年 4月～平成 26年 6月 理事・常務理事・会長 

平成 26年 6月～現在     監事 

本人抱負 

１．臨床検査技師の資質向上と地位の向上 

２．臨床検査技師の教育環境の充実と支援 

３．未来を拓く日臨技のもと会の発展に寄与したい。 

27 片山 博徳 会長候補者選挙当選者 推薦 

 勤 務 先 等 日本医科大学多摩永山病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

2007年 8月 3日 入会    

2013年 5月 18日～2015年 国際交流推進委員会（委員） 

2014年 5月 24日～ 国際 WG（委員） 

2014 年 5 月 24 日～2017 年度定時総会終了 IFBLS 学会実行委員会

（委員） 

2015 年 1 月 23 日～2017 年度定時総会終了 IFBLS 運営委員会（委

員） 

2016年 6月 18日～ 執行理事 

2016年 6月 18日～ 広報 WG(委員) 

2016年 6月 18日～ システム WG(委員) 

本人抱負 

１．国際交流活動によるグローバルな臨床検査精度管理の推進 

２．チーム医療による他職種のメディカルスタッフとの協調 

３．地域連携力による後進の育成 

28 白波瀬 浩幸 会長候補者選挙当選者 推薦 

 勤 務 先 等 京都大学医学部附属病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

2010～2012 精度管理委員（細胞） 

2014～現在 認定病理検査技師 WG委員 



2016～現在 医療政策 WG委員 

  〃   学術企画 WG委員 

2017～現在 J-stage病理細胞特集号編集委員会委員 

2012～2013 関西支部監事・学術部長 

2014～現在 近畿支部副支部長・学術部長 

京都府臨床検査技師会 他 

2000～現在 理事 

2006～2013 副会長 

2014～現在 会長 

本人抱負 

１．がんゲノム医療中核拠点病院に勤務するメリット活かして日臨技

に貢献 

２．学術活動を通して会員利益に貢献 

３．認定病理検査技師制度の組織的な発展に寄与する。 

29 岡田 早苗 会長候補者選挙当選者 推薦 

 勤 務 先 等 鳥取県立中央病院 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

生涯あり方委員会卒前卒後委員 

 

鳥取県臨床検査技師会 他 

平成 14年～24年 理事 

平成 25年～現在 常任理事（副会長） 

本人抱負 

１．健康管理、医療の基本である臨床検査の標準化を軸にした職能向

上への取り組み 

２．多様な職場環境の会員ニーズを満たす事業の展開 

３．会員が身近に感じ、拠りどころとなる組織を目指して尽力します。 

30 宮島 喜文 会長候補者選挙当選者 

 勤 務 先 等 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

経  歴 

日臨技（支部を含む） 

＜社団法人 日本臨床衛生検査技師会＞ 

  平成 12年４月～平成 16年３月 理事 

  平成 16年４月～平成 18年３月 常務理事 

＜関東甲信地区臨床検査技師会＞ 

  平成 20年４月～平成 22年３月 理事 

  平成 22年４月～平成 24年３月 会長 

＜一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会＞ 

  平成 24年５月～平成 26年４月 会長 

  平成 26年５月～平成 28年５月 会長 

  平成 28年６月～現在      会長 

本人抱負 
平成 30年 2月 13日の会告（平成 30・31年会長候補者当選者 告示）

にて、「略歴及び立候補要旨」を告示したのでここでは割愛します。  

 


