
選挙区 氏名 班名 選挙区 氏名 班名

1 第１学区支部 佐藤　すえ 日宇・海老島 56 第５学区支部 齋藤　スミ ひまわり

2 定数19名 佐藤　由美 個人組合員 57 定数12名 水尾　京子 さわやか

3 渡辺　美津子 乙女 58 安達　幸子 個人組合員

4 斎藤　都美 個人組合員 59 小林　千賀枝 大宝寺カトレア

5 斎藤　勝井 個人組合員 60 髙橋　寿美 ひまわり

6 村山　美穂子 すこやか 61 加藤　範子 宝町5

7 梅津　眞弓 個人組合員 62 佐藤　惇子 ひまわり

8 田中　美智子 すこやか 63 阿部　武美 宝町5

9 丸山　光子 乙女 64 宮野　廉 ひまわり

10 志賀　悦子 千石町7 65 加藤　武子 ひまわり

11 遠藤　圭子 千石町8 66 渡辺　みよ子 ひまわり

12 佐藤　修　 個人組合員 67 第６学区支部 富樫　宏子 大西町1

13 大高　敦子 長者町7 68 定数１4名 本間　百合子 個人組合員

14 齋藤　和子 十三軒町4 69 安田　美千代 個人組合員

15 佐藤　慎司 個人組合員 70 池田　直枝 個人組合員

16 佐々木　俊司 個人組合員 71 工藤　美代子 個人組合員

17 斎藤　民子 個人組合員 72 佐藤　初子 個人組合員

18 星川　伸子 双葉町4 73 山中　玲子 新海町10

19 佐藤　美千子 長者町3 74 長谷川　梅子 新海町8

20 第２学区支部 宇佐美　晴 伊勢原町2 75 齋藤　惠子 砂田町2

21 定数10名 後藤　享子 日出3 76 矢島　祐子 個人組合員

22 庄司　もと 日出3 77 山田　正子 あやめ

23 曽根　哲夫 大東町1 78 須田　正和 宮田

24 小林　順子 個人組合員 79 石塚　美代 宮田レディース

25 荘司　恵 土手下1 80 髙橋　史 淀川町5

26 鎚谷　孝志 個人組合員 81 大山支部 榎本　永子 馬町下

27 阿部　繁子 苗津町 82 定数11名 阿部　美紀 馬町中

28 粕谷　紀久子 東原町1 83 三浦　梅子 大山協同の家

29 菅原　幸雄 個人組合員 84 佐藤　ふみ 城山

30 第３学区支部 池田　由紀 個人組合員 85 髙橋　孝子 個人組合員

31 定数11名 村上　孝 個人組合員 86 長谷川　健一 個人組合員

32 阿部　洋 個人組合員 87 東海林　みさを 菱津2

33 石塚　志乃ぶ コスモス 88 足達　孝子 殿町

34 佐藤　まさ子 シクラメン 89 加藤　惠 ハッピー

35 渡辺　芳恵 すみれ 90 小林　伊久惠 菱津1

36 酒井　好 みずき 91 五十嵐　行雄 山の手1

37 菅原　律子 茅原5 92 西郷支部 本間　義一 下川2

38 本沢　ミサ子 茅原5 93 定数5名 本間　静 下川7

39 佐藤　幸 茅原6 94 佐藤　守 松並町1

40 押山　陽子 みずき 95 佐藤　武子 松並町1

41 第４学区支部 友野　光雄 うぐいす 96 工藤　麗子 松並町2

42 定数１4名 加藤　かおり 北田8 97 京田・栄支部 安野　安喜 荒井京田

43 工藤　多け子 くるみ 98 定数2名 齋藤　しげ 荒井京田

44 本間　喜美 くるみ 99 加茂支部 佐藤　重雄 新町1

45 五十嵐　静男 個人組合員 100 定数4名 佐藤　倶子 登町2

46 櫻山　ミエ子 個人組合員 101 佐藤　芳子 湯野浜1

47 五十嵐　みどり 個人組合員 102 秋葉　康美 湯野浜5

48 三浦　澄雄 つわぶき 103 上郷支部 佐藤　安太郎 荒京

49 佐藤　澄子 番田38 104 定数7名 佐藤　ヨシ 荒京

50 遠藤　克美 美原町2 105 石川　美恵 大広5

51 大坂　律子 個人組合員 106 長谷川　清美 新橋

52 齋藤　温子 ひよこ 107 板垣　富美子 個人組合員

53 菅原　恒子 美原町7 108 今野　美穂子 中山3

54 菅原　唱子 柳田2 109 齋藤　正江 みずほ

55 第５学区支部 齋藤　和香 個人組合員 110 田川・湯田川支部 菅原　豊女 個人組合員

総代選挙規約第11条に基づき、下記の通り2023年度総代の氏名を公告いたします。

2023年度総代名簿

医療生活協同組合やまがた
総代選挙管理委員会
委員長　荻原　一男

2023年2月27日


