
選挙区 氏名 班名 選挙区 氏名 班名
111 田川・湯田川支部 後藤　隆 行〆 166 立川・新庄支部 太田　幸子 清川
112 定数3名 後藤　捷蔵 藤沢下 167 定数5名 加藤　興治 清川
113 大泉支部 白幡　繁子 清水新田 168 佐藤　利美 個人組合員
114 定数4名 佐藤　高雄 大淀川1 169 遠藤　由美子 個人組合員
115 石田　幸 個人組合員 170 斎藤　三枝 清川あゆみ
116 五十嵐　千恵 境興屋 171 櫛引支部 本多　竹子 イワチドリ
117 斎支部 菅原　幸一郎 個人組合員 172 定数１2名 渋谷　美智 イワチドリ
118 定数2名 坂東　都 個人組合員 173 藤原　春子 スイセン
119 黄金支部 金丸　洋子 民田 174 冨樫　庄治 上山添1組
120 定数4名 金丸　美智子 民田 175 芳賀　俊之 上山添5組
121 五十嵐　美枝子 民田 176 三浦　克美 個人組合員
122 斎藤　幸 民田 177 大井　愛子 三千刈2
123 豊浦支部 佐藤　つとみ 由良3 178 渡会　あや子 下山添南部
124 定数7名 芳賀　諒子 個人組合員 179 五十嵐　寛子 スイセン
125 佐藤　雪子 小波渡 180 松田　宏 西川原
126 山下　美恵子 水無3 181 佐藤　栄美 下山添下通西
127 太田　しげ子 由良3 182 松田　清 丸岡3
128 白幡　和代 リーラ1 183 朝日支部 渡部　力雄 大網上村
129 五十嵐　順一 リーラ1 184 定数10名 渡部　恭子 砂川4
130 羽黒支部 齋藤　洋子 アジサイ 185 井上　みさ 大網下村
131 定数１1名 齋藤　あや子 市野山 186 遠藤　せつこ 大網関谷
132 斉藤　節子 市野山 187 清野　京子 野中
133 佐藤　愛子 桜ヶ丘2 188 難波　虎雄 里山
134 斎藤　蝶子 アジサイ 189 渡部　美枝 個人組合員
135 矢口　里恵 個人組合員 190 佐藤　ケイコ 砂川4
136 山本　和美 個人組合員 191 菅原　アツ子 砂川4
137 梅津　愛子 仙道 192 狩野　茂也 中野新田
138 菅原　陽子 中島 193 温海支部 佐藤　信子 赤かぶら
139 金子　明子 三ツ橋2 194 定数7名 五十嵐　一美 福寿草
140 渡邊　智子 山荒川1 195 伊藤　みよ 越沢
141 三川支部 五十嵐　照子 親子ばと 196 伊藤　年子 越沢
142 定数１3名 砂田　茂 ザ・シャイニーズ 197 田原　勝江 浜温海1
143 石塚　鶴代 なかよし 198 本間　陽子 個人組合員
144 百瀬　陽子 ザ・シャイニーズ 199 五十嵐　忠子 福寿草
145 折原　洋子 かたつむり 200 余目支部 工藤　よみ子 個人組合員
146 阿部　由美 横山2 201 定数6名 工藤　啓治 ひまわり
147 三浦　和子 なかよし 202 工藤　秋雄 南口
148 斎藤　タカ子 なかよし 203 工藤　範子 南口
149 小林　時 かたつむり 204 日下部　勇一 槇島
150 金野　富子 個人組合員 205 日下部　常子 槇島
151 佐藤　静子 個人組合員 206 職域支部 小林　純 朝日印刷
152 三浦　香 ビジタリ-SGY 207 定数１5名 本間　悟 共立社
153 佐藤　和子 個人組合員 208 土岐　翼 佐藤自動車
154 藤島支部 石川　勝雄 上町 209 佐藤　政志 交通支部OB
155 定数１2名 斎藤　晴男 個人組合員 210 中川　敬子 高齢者福祉生協
156 上林　ふじ コスモス 211 高田　祐介 共立社
157 斎藤　留治 新町 212 佐藤　律 佐藤鉄筋
158 小林　洋子 西渡前 213 菅原　健一 昭和冷熱
159 太田　信也 添川二区 214 鈴木　忠志 交通支部OB
160 成澤　慶子 新町 215 成田　昌弘 虹（こころ）
161 成田　忠一 八栄島3 216 斎藤　良浩 羽黒農協食品加工
162 鈴木　繁市 長沼十文字 217 百瀬　直人 富士印刷
163 佐藤　武 藤島駅前 218 叶野　仁 藤島庁職
164 遠藤　繁雄 藤島駅前 219 岡部　美喜 平和観光
165 小野寺　紀久子 藤島駅前 220 山田　美加 民商


