
選挙区 氏　名 選挙区 氏　名 選挙区 氏　名 選挙区 氏　名

立教 荒川　紀子 白塚 松岡　つぎ 育生北 上野　よし子 鈴鹿 桑原　篤

立教 小川　累子 栗真 大河内　みさ子 育生東 北村　聖子 鈴鹿 糸柳　章司

立教 清水　良子 栗真 富倉　和美 育生東 山口　益美 鈴鹿西 足立　房枝

立教 鈴木　美恵子 栗真 加藤　久美子 育生東 長谷川　幸子 亀山 高橋　静子

東部 澤田　敬子 一身田大里 市川　豊実 育生南 石井　喜美子 亀山 村松　安子

東部 鬼崎　稔子 一身田大里 滝口　位子 育生南 山中　貞子 嬉野 森口　浩子

東部 後藤　清満 一身田大里 山名　幸子 育生南 水野　淑子 嬉野 鹿田　洋子

東部 大橋　秀夫 一身田大里 小林　カツ子 育生南 宮口　好子 嬉野 伊藤　眞司

東部 多賀　富代 一身田大里 木下　弥縈子 育生西 大久　保禮子 松阪 川村　明子

東部 岡　真弓 一身田大里 原　正司 育生西 横谷　一子 松阪 橋本　進

東部 平野　登代子 一身田大里 廣瀬　玲子 育生西 加藤　みゆき 松阪 西浜　典泰

中部 清水　礼子 高野尾 芳賀　容子 修成 小倉　敏彦 松阪 山田　久巳子

中部 金田　美恵子 高野尾 松岡　博子 修成 髙岡　允 松阪 田端　久司

西部 津吉　良子 橋北 若林　武資 修成 岩間　以佐子 松阪 林　洋子

西部 各務　葉子 橋北 荒木　信子 修成 小崎　圭子 松阪 竹田　房子

西部 濱口　貴代 橋北 山本　幸子 修成 太田　千枝子 松阪支部外 田中　信策

西部 髙木　みち子 橋北 佐藤　節子 修成 伊藤　綾子 松阪支部外 乾　真由子

西部 栗木　美智子 橋北 永浜　恵美 修成 鈴木　祥夫 中島 三上　 静代

桑名支部外 髙柳　亜佐子 安濃 西野　行平 藤水 下井　俊子 中島 野村 　清子

桑名支部外 谷田　治 安濃 海野　香 藤水 久保　泰子 中島 小川　 久子

桑名支部外 後藤　寛司 安濃 小林　喜代子 藤水 西嶋　真由美 中島 上村　和子

桑名支部外 鵜飼　伸 安濃 若林　久義 藤水 早川　博子 中島 岩崎　晋作

桑名支部外 多田　征士 芸濃 菅原　孝治 南が丘 首藤　日出子 早修 下村　佐智子

三重西 西川　和子 芸濃 西口　與惣治 南が丘 伊藤　和男 早修 上野　絢野

三重西 髙田　義雄 敬和 飯田　千恵子 南が丘 山田　悦代 早修 西井　直紀

坂部 萩原　あや子 敬和 飯田　慶弘 南が丘 中﨑　慶子 早修 池田　寿恵

坂部 館　まゆみ 敬和 岡野　恵美 南が丘 森本　ふた子 有緝 冨岡　裕子

神前 加藤　みはる 敬和 新谷　栄美 南が丘 宮﨑　弘子 城田 中川　里佳

神前 田中　秋子 敬和 前田　照子 雲出 岸　富貴 小俣 小林　義明

神前 阿部　康子 敬和 井田　洋子 雲出 佐藤　薫 宮沼 松谷　延良

ときわ 榊原　千恵子 敬和 桜井　幸治 雲出 下田　恵子 宮沼 大和　隆道

ときわ 安原　峰子 敬和 春木　良信 雲出 太田　和代 伊勢支部外 菊川　和江

さくら 大橋　俊二 敬和 堀　美代子 城山 山口　勝久 伊勢支部外 坂倉　美紀代

四郷 仲野　きく江 駅西 島津　陽子 城山 北尾　厚子 伊勢支部外 酒徳　均

四郷 安田　日出子 駅西 千葉　きよみ 城山 中島　三代司 伊勢支部外 森　いつ子

四郷 野津　益子 駅西 竹田　真帆人 高茶屋北 笠原　優子 伊勢支部外 荒田　晃和

あがた 高橋　真由美 駅西 足立　潤 高茶屋北 樋口　尚子 伊勢支部外 植田　文枝

北部西 小倉　由紀子 西が丘 飯村　久男 高茶屋北 斎藤　ユリ子 伊勢支部外 戸上　米子

北部東 金子　博 西が丘 仮屋　多恵子 高茶屋北 植田　富子 尾鷲北 濱田　祥嗣

北部東 渡辺　明子 西が丘 山口　晴子 高茶屋北 伊藤　由利子 尾鷲北 野崎　弥栄

まんなか 渡辺　明美 西が丘 田中　文代 高茶屋北 永石　幸男 尾鷲北 前川　洋勝

まんなか 金子　七重 養正 八太　慧 高茶屋北 岸本　和人 尾鷲南 濱口　清高

日永 今井　喜美子 養正 駒田　春子 高茶屋南 北山　幹雄 尾鷲南 刀根　理

菰野 冨山　巌 養正 磯部　幸子 高茶屋南 小亀　晶子 尾鷲南 仲林　伸

菰野 川北　美知代 新町 篠田　晴美 高茶屋南 世古　宏子 尾鷲南 山下　学

四日市支部外 福島　泰子 新町 別所　秀治 高茶屋南 竹田　治 尾鷲南 濱口　征男

四日市支部外 伊藤　美喜子 新町 栗原　知己 久居 瀬尾　俊二 海山 近澤　チヅル

四日市支部外 田中　万哩子 新町 井出　昌子 久居 濱口　光弘 尾鷲支部外 谷村　邦由

四日市支部外 大西　敏之 新町 永野　幸子 久居 倉田　裕士 尾鷲支部外 山本　たづ子

四日市支部外 服部　京子 片田神戸 橋爪　清臣 久居 井上　のり子 石田　耕司

四日市支部外 山田　千賀子 片田神戸 福本　たき子 久居 加藤　友明 太田　敏彦

四日市支部外 稲垣　精一 片田神戸 藤井　新一 久居 信田　美代子 彦坂　健人

四日市支部外 鈴木　徳郎 片田神戸 鈴木　浩 久居 村木　章一 川合　一葉

河芸 野呂　綾 片田神戸 阿部　幸夫 久居 澤村　みつ子 中村　洋子

河芸 村山　敬子 片田神戸 入江　由美子 津支部外 濱口　恭子 水谷　博美

河芸 横山　成子 安東 吉川　清子 津支部外 境　一人 保本　豊子

河芸 後藤　一子 安東 門脇　さち子 津支部外 海住　智子 大道　寿恵子

白塚 髙橋　桂子 櫛形 荘司　光子 津支部外 小野　将希 東　怜一

白塚 加藤　久美 櫛形 西岡　喜巳美 津支部外 辻　容子

白塚 太田　美代子 育生北 浅井　道雄 津支部外 竹田　貢

白塚 豊田　光治 育生北 池村　睦子 津支部外 山口　真弓

白塚 小川　輝美 育生北 川瀬　久子 津支部外 戎屋　千里

白塚 清水　まりえ 育生北 山下　マキ 津支部外 岡田　智子

白塚 正路　美耶子 育生北 上西　さやか 鈴亀 鈴鹿 菅谷　芳則

む

ろ

鳥羽市・志摩市

いなべ・桑名郡・員弁郡・三重郡

公告
第12回通常総代会に立候補された方は、告示した定数内でした。よって、総代選出の選挙はおこなわず、立候補された方全員を総代として決定することとし、通

知しました。当選人を下記に公告する。
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