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 2018年 4月 17日 

 

                 

 

 

上伊那医療生活協同組合 

第 34回通常総代会の総代選挙当選人 
                  第 34回通常総代会 選挙管理委員会 

                          委員長 桜井 保雄 

1. 総代選挙規約第 8条にもとづき、以下の者を当選人とする 

2. 総代選挙規約第 11条によって、当選人を公告する 

3. 下記当選人は、総代選挙規約第 12条によって、公告の翌日をもって総代に就任する 
 
選挙区 1 箕輪町           2 辰野・南箕輪  3 伊那市       

支部 箕輪北 木下・西部 松島 長岡 箕輪南 箕輪東 辰野 南箕輪 竜東 竜西 西箕輪 西春近 

定数 11 20 13 3 5 3 12 15 16 11 10 4 

届出 11 20 13 3 5 3 12 15 16 11 10 4 

1 桶田初美 三井芳美 星野はな子 小山玲子 小川陽三 花岡武富 三ツ井としみ 金田恭子 有賀美鈴 菊池勝二 原易雄 唐木理恵 

2 唐澤弘子 伊澤千加男 藤澤公幸 永井久美子 井口伊津子 小嶋淳子 百瀬政子 新村美子 中村光利 山崎桂子 伊藤紀義 北原朋子 

3 佐藤逸子 浦野美保子 浦野豊 三井寿美子 三浦幸子 向山昭文 山口富子 武島玄正 原弘 唐木智恵子 竹越一夫 北原芳昭 

4 杉山和子 宮原喜八 竹腰節子   登内文彦   古田久美子 中村俊太 大島義男 井口紀市 杉山勝司 六波羅広美 

5 小平ひとみ 村田明則 唐沢仁子   田中隆   飯束勝子 征矢文子 小池守 小笠原節子 川村紀子   

6 松本つぢ 中島一寿 山田ツユ子       一ノ瀬静子 征矢勝太郎 竹村千尋 小池朝江 倉田節子   

7 林咲子 小林方子 北條光夫       有坂ヨシ子 征矢良平 齋藤敏実 木内要 有賀安貴   

8 平沢さかゑ 広瀬文子 手塚宏子       長田春美 征矢吉三郎 池上幸男 唐澤洋子 渡辺京子   

9 小平清茂 小林康夫 有賀正信       田原律子 原房子 田中三宣 熊谷仁 前澤啓子   

10 唐澤美恵子 春日富貴子 春日桂子       百瀬深 久保村義輝 唐木政範 山川みつ江 冨澤さとみ   

11 桑澤澄子 西平勲 石川順子       瀬戸純 伊藤寛美 米山卓子 山本真吾     

12   小林祥子 竹腰誠       桜井はるみ 久保村弘幸 北原栄一       

13   酒井純子 井口啓介         関戸芳之 松澤勝彦       

14   岡登喜子           唐澤友美 中村勝       

15   中村操           堀正人 橋場美樹       

16   笠原邦男             井口希代子       

17   伊藤裕康                     

18   大槻今子                     

19   島崎明                     

20   中原八重子                     

             選挙区 3 伊那市           4 南部       

合計  支部 東春近 富県 手良 美篶 高遠 長谷 宮田 駒ヶ根 飯島 中川 

 定数 7 3 3 4 3 2 5 8 20 2 180 

 届出 7 3 3 4 3 2 5 8 20 2 180 

 1 市川富士雄 田畑千代寿 髙橋忠 畑義治 鈴木恭子 横山良一 橋本みよし 米澤久子 林靖子 竹沢徳光   

 2 角田雅子 田畑くに子 小松利江 櫻井益次 斉藤真希 大村裕 小田切美春 馬場宣子 宮脇一幸 中塚あき子   

 3 酒井悦子 小松和子 白鳥あき江 橋爪靖夫 三室てるみ   曽根レイ子 西村吉次 中原豊子     

 4 戸田義美     上柳明美     永井八代美 坂本伸枝 湯澤美範     

 5 石原由美子           原 くに江 竹上陽子 井口初江     

 6 渡辺佐智子             伊藤サチ子 松村和子     

 7 平澤晟             竹村 誉 藤井智子     

 8               菅田靖子 天田良子     

 9                 筒井浩子     

 10                 羽生美津子     

 11                 高坂繁富     

 12                 下島多美子     

 13                 船木 保     

 14                 野口英子     

 15                 福田康子     

 16                 鈴木むつみ     

 17                 畠山 眞     

 18                 寺岡正隆     

 19                 寺岡亜希子     

 20                 浜田 稔     

 以上 

公告 


