
2022年度 総代選挙当選者 公示
2022年9月10日
生活協同組合コープしが
2022年度総代選挙管理委員会

委員長　森野悦子
生活協同組合コープしが定款第49条及び総代選挙規約第12条に基づき、
2022年度の総代当選者を下記の名簿のとおり公示します。

コープしが事務所の掲示板とホームページで、9月10日より以下の公示を行なっています。

・各選挙区とも立候補者が定数内でしたので、全員が無投票当選でした。

・�市名及び各エリア町行政区は、選挙区名です。 第5エリア・町行政区 日野町・竜王町 第6エリア・町行政区 多賀町・
愛荘町・豊郷町・甲良町

・選挙区名右の（　）内は総代定数です。

2022年度
総代定数
510名

高島市（19） 久野　紀子 岡﨑　和子 中村　久美子 石田　淳子 松下　由貴 湖南市（15） 小山　清美 馬場　初代 田中　薫
太田　秀子 福原　恵 岡部　弘志 成子　佳子 内田　嘉美 三重　有美子 大濱　規補 﨑谷　美子 平塚　まち子 谷口　真季
大前　美惠子 堀田　順子 加來　志津子 西浦　宏美 垣内　愛 柳田　英代 奥村　美香 嶋田　優子 葊瀬　明希子 田部　恵子
柿本　裕子 前田　知子 勝田　一三 古田　幸子 門田　和代 山本　ミカ 梶岡　有美 清水　千賀子 深井　茜 中川　香奈子
川端　洋子 松下　治代 角見　順子 前川　幸子 清永　恵理 山本　幸枝 佐橋　絹子 図司　美鈴 古池　敦子 中川　香代
倉長　真由美 松田　由枝 河端　美貴 松永　美代子 小島　朋子 吉田　桂子 四宮　啓美 田中　博子 古川　日出子 中川　初恵
小嶋　典子 森本　久恵 川村　美佐 宮上　あゆみ 佐藤　彰子 上西　理恵 中村　敦美 松林　貴子 中村　亜紀
佐治　公子 山本　亜希子 北川　保子 森　香奈子 社納　弥生 野洲市（18） 髙間　エツ子 中村　静江 宮本　晴子 平塚　寿子
田中　美紀 吉田　真由子 北原　直美 盛本　智子 竹村　恵子 有本　雅美 対馬　一栄 橋本　真由子 森　薫 藤居　美智代
谷口　きよみ 吉村　真弓 吉川　澄子 森本　美子 田中　順子 井上　香織 中山　沙織 畑佐　知子 森本　真由美 藤井　美津子
德島　陽子 木下　庸子 山田　幸枝 田中　紀子 大越　裕子 服部　庸子 東野　浩美 山下　由紀子 藤井　康栄
蓮井　みえ子 大津市Ｂ（33） 香田　雅子 山本　万里子 鳥井　麻美子 貝塚　彩 平地　雅子 平岩　智惠子 山本　えみ子 藤森　純子
古谷　春美 石黒　賀津子 小林　美香 吉松　由美 中川　典子 川端　勝美 船本　令子 葊田　佐和子 𠮷村　雅恵 布施　久美子
本村　香澄 市之瀬　明美 笹田　佑佳 西田　早苗 坂口　智子 真野　恵子 藤原　信子 脇阪　文香 保積　喜美江
真鍋　恭子 伊藤　広美 佐藤　麻衣子 草津市（37） 法村　照美 佐藤　豊子 山岡　朋江 前川　智華子 松井　優子
宮前　まどか 今井　信 塩谷　秀子 赤田　晶子 堀池　優子 佐藤　麻己 山中　千佳子 前田　香菜恵 第６エリア

町行政区（13）
宮尾　真知子

山田　好美 植嶋　貴子 杉野　由美子 池信　恵美 堀江　典世 瀬川　雅美 安村　靖子 宮崎　真弓子
萬木　繭美 頴川　尚子 田熊　みずき 市場　幸子 前川　広美 瀬戸　英里 近江八幡市（23） 山根　早苗 大西　雅美 矢野　恵子
吉岡　愛 小篠　美穂子 田辺　陽子 宇田　遊希 松村　美智子 滝本　瑞映 池田　宇美 山本　美佳 大橋　由香里 薮下　未麻
米沢　美葵 柿本　聖子 辻村　豪純 大塚　佐緒里 三浦　幸子 辻村　琴美 奥井　由香里 吉田　純子 川島　佳代子 山口　夏季

片岡　美智子 常盤　純子 岡田　かおり 米山　昌代 戸倉　千尋 筧　美佐子 小菅　千代栄 横田　喜美子
大津市Ａ（44） 鎌田　ユリ 苫米地　須加子 岡田　やよい 中谷　貴美代 片岡　麻美 第５エリア

町行政区（10）
斉藤　紀恵 吉居　啓子

アムンルド　真友子 川口　由起子 仲井　洋子 荻原　奈津美 守山市（39） 平野　寿美子 北橋　枝里子 篠　美幸 吉岡　絵梨
荒屋　幸代 川村　詠子 中谷　輝子 角出　優希 青木　喜美子 南　章子 坂上　友美 池田　菜保 滝　すみ江 吉原　章子
岩井　志織 北川　隆子 長橋　恵理子 角　美紀 天谷　悦子 山﨑　冨美子 田村　みどり 片岡　みゆき 土居　登志子 脇阪　容子
上田　章子 小坂　淑子 西村　喜久子 河本　千里 粟多　美佐代 山本　裕子 中江　典子 塚田　亜希 友本　貴子
上原　由佳子 小島　朗子 八田　めぐみ 後藤　咲保里 池田　理恵 西　佳奈 幅野　奈々穂 西澤　弘子 米原市（16）
内山　俊恵 後藤　久美 浜田　節子 駒井　充恵 今里　多津子 甲賀市（27） 西川　早苗 樋田　亜紀 西嶌　早希 磯谷　美佳
榎本　愛美 兒山　和恵 福永　節 阪井　美代子 上坂　悦子 足立　愛子 西川　富美子 平田　しのぶ 松宮　理英子 伊藤　愛子
岡﨑　敦子 白子　圭子 牧野　美代子 佐村木　裕美 戎居　佳保里 池田　有美子 福永　祥子 古道　紀美子 森野　和美 大西　里映
笠松　智子 新野　晃子 松宮　久美子 佐山　みちゑ 大谷　加代子 岡本　英明 松井　美幸 村田　純子 佐藤　桂子
片山　和子 師　紗織 松本　勢津子 関　直子 柏山　恵子 勝見　佐枝 松本　明子 山下　晋子 長浜市（49） 澤田　千枝子
加藤　信子 竹内　幸恵 丸山　秀子 田井中　淑恵 加藤　淳美 木村　準子 松本　共子 山本　紀子 伊藤　直子 小路　めぐみ
熊谷　明美 長谷川　里香 三原　証子 髙木　あずさ 川向　幸子 笹川　知佐子 宮尾　由美子 伊藤　泰子 田中　亜里紗
黒崎　夏彦 福本　貴美子 吉田　恵美子 髙橋　葵 木村　眞佐美 新立　恵美 美谷島　みどり 彦根市（35） 井上　登喜子 谷村　秀子
上坂　奈美 本多　芙未 涌田　和子 田代　由里加 久保　真紀 瀬古　美記代 三輪　美代 合田　泉 伊吹　智子 谷本　智恵美
小北　てるみ 牧野　忍 田中　ひとみ 黒木　蘭 高橋　純子 森　春恵 阿部　浩子 今田　久美子 福井　千春
小林　道子 三上　眞紀子 大津市Ｄ（31） 坪井　和美 清水　智子 田河　泉 安井　美香 飯野　陽子 上田　真弓 藤澤　有希
小森　奈津美 六車　潔美 石井　侑子 寺村　裕加子 珠玖　葉子 瀧井　ちづる 山田　恵美 井川　裕子 大橋　豊子 三輪　恵美
小山　秋子 村田　高子 井上　涼子 中島　敬子 白井　和美 谷口　亜希子 山田　さつき 市川　典子 岡田　惠子 椋田　朝子
笹山　宏美 森木　江美 岩松　孝子 中村　登喜子 白波瀬　眞里子 谷口　千里 山脇　陽子 岩﨑　絹代 岡本　真実 森田　麻里子
尻江　優子 森本　知里 馬谷　佳世 中村　奈緒美 田中　町江 田村　清江 上原　順子 川島　典子 山口　美佳
須藤　洋子 安尾　恵子 遠藤　智子 西見　美智子 田中　裕子 中島　美代子 東近江市（33） 小柳　東子 河瀬　彩 吉川　恵子
高橋　和恵 山本　喜美江 表　敦子 浜口　昭子 田靡　隆義 西出　淑美 荒木　亜加根 川畑　美智子 北川　和子
髙山　志穂 吉岡　美和子 吉栁　沙紀子 伴　慶子 谷口　弥生 早川　由美 今村　恵子 工藤　侑里 北川　惠子
田中　理恵 久保　加奈子 藤本　佳由子 土川　真弓 林　美鈴 今若　央子 小島　晴香 北川　奈央
谷口　由貴子 大津市Ｃ（45） 後藤　絵里子 冬野　由季 鉄井　万貴 原田　和泉 大塚　ふさ 小林　久美子 国友　明美
長　希実子 安達　恭子 齋藤　とく江 前田　直美 冨永　矩子 柊　宏子 大野　美穂 塩崎　佳代子 下司　栄
椿野　喜美子 阿部　三枝子 阪本　敬子 松浦　聡子 中井　智美 福田　明子 奥村　満津子 高原　紀子 小林　富子
ディーガン　美佐子 新井　尚子 繁松　三津子 森木田　依里子 中尾　雅幸 松尾　有子 加固　和代 辰己　春美 坂井　久美子
永井　和佳子 荒堀　順子 杉山　亜希子 山崎　由美子 中山　彩子 三木　嘉晴 加藤　由美子 谷川　みゆき 曽我　秀子
中谷　奈丘 伊藤　佳代子 高木　薫理 柚木　実由紀 西田　陽子 南　陽子 川瀬　明美 中川　壽美子 髙森　美保
鍋嶋　久美子 稲津　里美 髙橋　佳緒里 林　千代美 村田　香里 北川　恵美加 中村　君枝 瀧澤　照美
西村　晶子 岩見　有左 髙村　洋子 栗東市（23） 藤田　章子 吉田　舞優子 熊谷　三枝子 西村　泉 武田　三恵子
新田　まゆみ 上中　道子 多田　妙子 明田　弘美 古川　由美 渡辺　理代子 小林　香 西村　広美 武田　美佐尾
橋本　初枝 太田　知子 田中　純子 池田　美智子 巻渕　綾 小林　久美子 濵田　鯉香 武友　紀子


