
埼⽟医療⽣活協同組合 総代選挙規約第14条により、令和３年度・４年度の総代当選者⽒名を公⽰します。

埼⽟医療⽣活協同組合 総代選挙管理委員会

地域 総代名 地域 総代名 地域 総代名 地域 総代名 地域 総代名 地域 総代名
熊井康夫 藤間芳廣 川島浩二 小谷明 石田紀恵 新井康夫
森秀夫 川鍋愛夫 江苅 孝 小⻄七郎 福田又造 畝徳治
小林勝 小野忠義 酒井義夫 髙橋護 ⻑島隆⾏ 大野喜明
⾦⼦⾏雄 中嶋理恵⼦ 田口光洋 高野茂 小暮努 大塚延邦
山田一夫 小林武 阿部武夫 大貫一博 杉山義成 加藤直弘
川平道男 ⻑島三郎 大谷由⾹⾥ 藤原裕己 原敬三 ⾦⼦正
阿曽巌雄 ⻑澤覚 木村和⼦ 田部井英世 永沼栄一 ⿊澤一雄
藤倉宗義 間中治彦 岡⼾経⼦ 加藤孝一 ⼾ヶ﨑翠 小杉修一
小⻄定満 川田房雄 町井理栄 大竹義男 藤間弘晃 林豊
春⽇宏⾏ 栗原政利 阿部 裕 木建ひとみ 吹貝姿⼦ 吉岡修太郎
大木茂雄 松本文 佐々木伶菜 須藤トキエ 柿沼 恵 中田昌袈裟
根岸恒雄 山口尊朝 中瀬裕一 木村登⼦ 柿沼 守 ⿊澤伸二郎
松本昌輝 柏瀬弥⽣ 渡邉和宏 春原龍⽮ 藤間麻美 村田武保
志倉秀彦 正田弘⾏ 堀井由美 三上怜珠 原田理恵 新井⾦作
出井武男 須永英樹 峯崎千晶 鯨井昇 根岸和⼦ 飯嶋孝夫
勇仁 渡邉年春 ⾦⼦優⼦ ⻑島児武 若林晴⾹ 四方田治男
⻑谷部保次 鈴木光夫 塩田幸恵 ⻑塩奈津⼦ 大澤弘幸 清水正則
須山誠一 間仁田勝 紺野裕雅 平井 梓 森功一 眞下明夫
齋藤篤義 諏訪一郎 浜島一代 渋谷裕⼦ 岡田明 新井賢一
髙橋利彰 細井理司 中⾥⾶⿃ 髙橋尚⼦ 小山東司 大澤康男
⻑谷川光男 ⻄山昇 渡邉 篤 渋谷 一 相原栄 野口誠二
水野武 染谷幸雄 坂本純一 谷川幸夫 吉田恒夫 ⽮口和加⼦
梅澤文男 山田正明 栗原芳晃 石井亮宏 荒井紀雄 島田征二
早川潔 関根三弘 古澤智美 大井好夫 田邉友明 出⽜洋⾏
中込栄志 蓮⾒喜義 宮原 広 ⻑島美幸 川田亮 林朝⼦
本田裕 田沼利之 籠宮恵美 茂木⾹住 山内秀則 大澤タキ江
正田幸雄 須永勝愛 清水和貴 関本寿美⼦ 藤波武志 大澤秀夫
安野勇 ⾬笠文⼦ 白椛裕⼦ 若山光代 菅野知実 野村美和⼦
大和田福二 藤田達雄 細越彩⼦ 仲村早苗 井上重男 大澤文人
中澤達夫 岡⼾重雄 荒井優⼦ 三浦恵美⼦ 村瀬祐⼦ ⾦田安⽣
柳澤安雄 渡辺由紀⼦ 坂田真奈美 荒木佳文 細田正 倉林英市
奥泉正雄 ⻑谷川好⼦ 小島敬文 平井直樹 志村雄大 加藤正寿
堤田俊一 関根清夫 蛭間泰司 渡邉哲也 田部井浩之 坂本榮治朗
楠敏夫 ⾦⼦登 加藤美津枝 鎌田有⼦ 村上佳充
澤﨑一男 福地貞夫 村田秀⼦ 坂本敬一 橋本美⾹
杉山文男 ⻄山丈由 松本茂樹 吉田祐⼦ 山田正敏
新井拓也 卯ノ木善一 古澤道雄 家⼦ちか 飯田弥⽣ 地域 総代名
小松原和夫 小野寺一夫 町田文男 木暮美佐⼦ 白石 学 さいたま市 関根博
岡田明美 関口房男 及川正則 田村喜成 半田美智 川越市 田中正成
東司美智⼦ 山﨑純⼦ 石川隆夫 岡村要次 石井和枝 東松山市 唐仁原功憲
新島正美 松本敏夫 森住雅⾏ ⻑谷川英治 佐久間摂⼦ 森泰彦
⽴川恒春 増田健治 田口哲三 紺野勝明 倉持宏美 櫻井理雄
鈴木常夫 藤間政⾏ 渡邉修男 ⾦⼦彰 飯島伸祥 蓮田市 ⻑谷場優
⻑谷川弘⾏ 齋藤桂吉 小川保夫 野口啓造 寄居町 石丸泰史
飯野哲⽮ 菊地一典 若山新一 ⻑島大介
⻘木公成 川口 暁 堀越輝夫 岩﨑充
川島幸夫 堀口亜由美 田口義夫 染野智弘

令和3年度・4年度の総代当選者の公⽰
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委員⻑ 町田忠彦


