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2021 年度総代選挙がおこなわれ、220 名の総代が選出されました。 

よって、ここに 2021年度総代名簿を公告します。 

 

 

 

 

 

2021年 4月 26日 

姫路医療生活協同組合 

総代選挙管理委員会 

委員長 福居 良介 

  



 

選挙区 氏　　名 選挙区 氏　　名 選挙区 氏　　名 選挙区 氏　　名

東第１ 山端　八千代 豊富 鷹馬 まり子 安室 岡村　共代 網干 苦瓜　一成

東第１ 長谷川 園美 豊富 安井　喜美子 安室 前田　智保 網干 農添　洋子

東第１ 藤田 艶子 城北・広峰 尾内　紀代子 安室 望月　祐昭 旭陽北 平田　利之

東第１ 佐々木　かよ子 城北・広峰 松尾　香苗 安室 岸本　由紀子 旭陽北 西本　敏隆

東第１ 藤野　房枝 城北・広峰 和田 幸代 安室 黒田　修 旭陽北 松井　濃子

東第１ 桶谷　桂子 飾東 戸部　なみ子 書写 井上　千津子 旭陽北 山口　悦子

東第１ 福本 輝子 飾東 内橋　弘子 書写 段　イチエ 旭陽北 河野　なつ枝

東第１ 前田　恵子 飾東 吉田　利子 書写 大森　豊子 旭陽北 深野　章子

東第１ 堅木　淳子 飾東 須内　清子 書写 井本　清次 旭陽南 御園生　善太郎

東第1 岩坂　恵美 飾東 永浜　滋 書写 岸本　守 旭陽南 圓尾　美子

東第１ 渡辺　美恵 飾東 衣畑　和子 高丘 松井　義樹 旭陽南 船引　義正

東第１ 黒田　美知子 飾東 岡田　伊津子 高丘 松井　明美 旭陽南 浅利　隆子

東第２ 高橋　吉明 飾東 横道　ひろ子 高丘 上田　幸子 旭陽南 長棟　実里

東第２ 高谷　秋子 飾東 犬賀　栄子 高丘 菅原　美穂 旭陽南 横田　宣子

東第２ 山本　朝子 飾東 中塚　京子 高丘 江原　英子 勝原 三原　道子

東第２ 菅原　典子 別所・御国野 原　和香枝 飾磨 窪田　慶子 勝原 福寿　勝代

東第２ 竹垣　美智子 別所・御国野 田中　栄 飾磨 小泉　美佐江 勝原 西山　志加江

東第２ 井上　勝子 別所・御国野 廣岡　あや子 飾磨 鍛治谷　征佐子 勝原 土井　佳子

東第２ 西本　みさを 別所・御国野 松田　弘子 飾磨 長谷井　豊子 大津茂 立川　繁美

東第２ 三上　幸子 別所・御国野 皆木　妙子 英賀・津田 森川　久子 大津茂 穐田　壽一

東第２ 阿部　律子 別所・御国野 宮崎　久和 英賀・津田 瀬畑　美子 大津茂 大庭　美知子

東第２ 薮内 理恵子 別所・御国野 小野　和子 英賀・津田 掛水　美惠 大津茂 荒木　達美

東第２ 屋村　千萬子 別所・御国野 廣岡　勇 英賀・津田 玉田　邦子 余部 井上　尚則

東第２ 舩積　ふじ子 別所・御国野 中田　正義 英賀・津田 榎田　一子 余部 平田　日登子

城東 三木　　恵 別所・御国野 中田　マサノ 英賀・津田 横山　トキ子 余部 把野　初恵

城東 小椋　陽子 別所・御国野 垣内　清美 英賀・津田 茂見　美加子 太子 井口　淳

城東 木村　敏子 花田 三浦　千鶴代 高浜 前田　美智子 太子 古川　献士

城東 白髪　美枝 花田 伊郷　利弘 高浜 鍛示　文子 太子 桜井　三枝子

城東 竹嶋　雅子 花田 髙見　槇子 高浜 坂本　みつ子 太子 玉田　晶久

城東 政綱　雅美 花田 戎原　小百合 高浜 東山　きくみ 太子 兒玉　寛

城東 鵜野　久美子 花田 有川　昌訓 手柄 中里　公子 太子 皆木　えい子

城東 米津  典子 花田 岡本　明美 手柄 長井　栄津子 御津 上田　和行

城東 別所　佳代子 花田 有川　敏子 手柄 新谷　正隆 御津 高野　博明

城東 野村　貴子 花田 井置　やす子 手柄 新谷　文子 龍野 西谷　成義

城東 岩庄　国子 花田 有本 弘子 手柄 中西　園子 龍野 斉田　修一

城東 井筒　臣子 花田 井置　まり子 手柄 舩越　良美 龍野 木村　文明

増位 永城 宣子 花田 関口　直子 広畑・八幡 達可　美奈子 その他定款内地域 原田　薫

増位 足達　美知子 高砂 伊藤　信子 広畑・八幡 浅見　恵子 その他定款内地域 西井　勝彦

増位 高橋　けい子 高砂 稲田　哲弥 広畑・八幡 寺田　紀久美 その他定款内地域 吉井　秀美

増位 弓岡　由紀美 高砂 佐藤　明美 広畑・八幡 竹村　ちゑ子 その他定款内地域 渡部　恵子

増位 吉田 啓子 高砂 西田　恵子 広畑・八幡 堤田　清子 ボランティア 真殿　福美

増位 河井 利明 なだ 宮下　稔 広畑・八幡 河本　美千子 ボランティア 八木　克美

増位 大杉　光子 なだ 稲村　知 広畑・八幡 竹内　瑞絵 職員 清瀬　礼子

増位 赤松　英祐 なだ 辰田　いさ子 大津 伊佐見　妙子 職員 渡邉　美奈子

増位 坂田　静子 なだ 神田　矯 大津 松岡　節子 職員 小林　敏子

香寺 前川 佳代 なだ 吉永　一徳 大津 山嵜　秀代 職員 杉岡　眞由美

香寺 平木 みどり 四郷 西前　栄子 大津 後藤　純代 職員 牧　尚美

香寺 本間　修 四郷 松本　明男 大津 田中　順子 職員 畠田　雅恵

香寺 岐部　千鶴子 荒川 中村　和代 大津 小西　一代 職員 鍛治　絢子

香寺 青田　佳子 荒川 北川　洋子 大津 山田　多津子 職員 中村　純子

野里 寺田 富美子 荒川 甲　明美 網干 高洲　鈴子 職員 田中　義人

野里 小池　澄子 荒川 本山　信子 網干 冨士本 千恵子 職員 稲田　由紀

野里 嶋津　三郎 荒川 芦田　美智子 網干 小河　時子 職員 園部　仁美

野里 前垣　孝代 荒川 古屋　笑子 網干 牧坂　力 職員 稲垣　弘子

豊富 古田 和子 安室 南里　和子 網干 圓山　雅規 職員 赤江　由之

合計 220 人
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