
坂井　６２人 奥越　３２人 丹南　１２４人 敦賀　７１人 若狭　４７人
青木  直美          朝井  照子          相澤  まゆみ        谷口  礼子          相澤  世子          長谷川  美津代      青池  かをり        相田  栄子
浅岡  修子          石田  早苗          赤井  康栄          玉村  久美子        青木  佐智子        秀里  友紀          赤尾  貴子          赤井  輝代子
五十嵐  ゆう子      伊藤  富子          浅井  いく子        津田  恵            青木  奈緒          平野  なち子        井川  愛            赤岩  公江       
石井  美偉          尾崎  尚美          天谷  麻紀子        土橋  都            青木  嘉子          福岡  千津美        池田  直美          朝倉  恵子
伊藤  麗子          加藤  明代          伊井  久美江        坪川  有美子        青山  智晴          藤枝  英子          石川  逸子          池田  吉江       
上坂  暁子          国枝  勢津子        飯田  文恵          出倉  弘子          青山  みどり        藤野  明美          今井  邦子          池野  やな枝     
内田  真理子        斎藤  睦子          五十嵐  美和        堂本  里美          浅野  かおる        藤原  美沙          今村  登美子        一井  真紀       
江澤  美穂          笹嶋  浩子          井草  美保          徳島  節子          天谷  佳恵          堀  晴美            岩本  清美          岩崎  弘美
大久保  千恵美      城地  晴美          池上  美香          冨澤  杏子          新谷  京子          堀  真里絵          上原  里美          上田  知栄子    
大西  加織          杉川  美栄子        生駒  順子          豊北  潤子          飯田  和子          堀  佑利恵          大内  裕子          浦谷  利美       
大村  百重          田坂  ひとみ        伊阪  宣子          中井  信子          石原  沙織          前川  リョウ子      梶  真由美          大岸  美由紀    
梶川  友紀          多田  雅恵          石田  峰代          中垣内  充子        井上  節子          牧野  さとみ        片矢  陽子          岡崎  明美
片山  弘美          多比良  昭美        伊藤  歩美          中島  里佳          岩尾  なみ子        牧野  友紀          加藤  重子          加門  美也子    
川嵜  富美子        中村  範子          伊藤  富美子        中村  美幸          上坂  真理子        増永  たみ子        兼松  佐知子        北野  絹子       
北嶋  英里佳        中矢  かをり        伊藤  典子          中村  陽子          上嶋  幸子          松宮  日登美        川久保  実紀        幸池  美智子    
北嶋  キミヱ        野尻  奈緒美        伊藤  佑季子        中山  さよ子        内田  桃            松村  敏美          岸  真衣            小堂  真智子
北嶌  則子          幅岸  千鶴子        井上  あゆみ        南部  敏子          海岸  元子          水上  藤子          熊谷  和子          佐竹  由稀       
北嶋  美智子        福田  玲子          井上  信子          錦織  裕子          江草  えりか        水野  信子          熊野  映子          澤  貴美子       
木村  幸子          別段  ともこ        井口  冨美子        西村  直美          大川  百合子        水野  友紀子        小保  瑠美          澤  喜代美       
木村  順子          前田  廣子          今井  静香          野坂  みち子        大沢  朋子          道内  貴子          小堀  和子          嶋口  吉子       
京信  桃子          前田  ふみえ        上田  世津子        野坂  美由紀        大谷  真由美        宮下  和美          小堀  やよい        島田  明美
栗木  純子          前田  美恵          内上  理絵          野阪  美幸          大西  早苗          宮本  弘美          小宮  憲一          杉山  加代子    
栗原  好美          松村  正子          榎  順子            野村  みゆき        大柳  美恵子        向  理香            近藤  裕子          高橋  利恵子    
神門  佳子          妙願  貴子          江端  茂子          灰谷  英子          小形  彩乃          村上  千奈美        澤田  千恵子        滝上  信枝       
小林  笑子          向川  結香          大原  恵子          波賀野  恵実        奥田  里奈          保広  里美          清水  規子          田中  陽子
小林  恵梨子        村上  知恵          大葭原  由佳利      長谷川  シズ子      小椋  みつこ        山腰  珠代          下坂  達夫          津田  成美       
近藤  佐和子        森下  佳代子        岡永  実知          長谷川  眞弓        尾鳥  ひろ美        山下  寿美代        生水  葉子          道見  絵実       
斎藤  多恵子        安川  百合子        岡本  千世          服部  初江          加藤  清子          山田  富子          須井  雅子          内藤  恵美子    
斉藤  美智子        山口  恵子          小川  さと子        林  未佳            加藤  千代          山本  こずえ        鈴木  正代          内藤  純子       
笹原  美輪子        山田  文子          尾崎  美和子        原  智恵            門脇  澄子          山本  美津江        千田  要子          永平  隆子
定永  嘉代子        山端  正美          小永  美枝子        平井  美紀          兼八  美奈子        吉崎  きよ子        大道  奈緒子        成瀬  りえ子
志田  順子          四谷  真弓          柿畑  桂子          平田  美咲          紙谷  美津代        吉田  栄子          多賀  恵            西尾  千恵美
高桑  敬子          欠戸  郁子          福田  千代美        榧谷  博子          吉村  和子          高岸  文子          二宮  良子
田口  正子          加藤  操            藤澤  真未          河上  清子          渡辺  光枝          竹仲  ひさみ        原禰  加代子
竹内  三千代        加藤  芽久美        藤田  加代          川西  千鶴          田中  理佳          伴野  智美       
竹林  千保子        加藤  淑子          二ツ谷  聡美        河端  美津代        谷口  明子          平井  みゆき     
田中  弓恵          神近  葉子          船谷  芳子          北島  二三子        谷口  かずみ        藤井  洋子       
中垣  弥和          上中  悦子          平馬  祐子          北畑  たみ子        辻  美英子          増田  一枝       
中場  さとみ        亀井  直子          前川  ひろみ        京藤  幸子          津田  桂子          松井  利恵子    
西  洋子            川崎  ひろ美        前川  美佳          窪田  まさみ        坪塚  幸子          松浦  暢恵       
野上  恵子          河端  和子          前田  麻稀          小島  陽子          寺地  和枝          松宮  球子       
波賀野  尚子        川端  純恵          牧野  久美子        小部  峰子          藤間  由美          松山  智恵       
畑山  潤子          川村  麻利子        真杉  栄子          斎藤  幸子          鳥居  和美          三浦  晶子       
林  和子            岸田  徳子          松浦  園子          笹川  明美          中上  夏代          三代  赳子       
林  沙織            北出  久仁子        松枝  とも恵        佐々木  晃一        中野  悦子          村上  郁子       
藤井  幸枝          木村  喜代子        松田  和子          佐々木  幸子        中村  幸江          村田  貴美子    
藤田  有希          木村  友紀          松田  みつ子        佐々木  真希子      中村  幸恵          山名  幸加       
本田  一枝          工藤  晃江          松田  由紀          島田  弥生          夏目  知美          
本田  佐美          久保  正子          松本  真貴          清水  幸子          成田  律子          
前田  奈美子        栗井  志穂美        間所  亜紀          清水  靖子          南部  芳枝          
牧田  美紀          源田  友子          水口  美穂          須本  光枝          西川  薫            
松井  恵美子        古石  暁子          水谷  智子          芹川  輝代          棯木  啓子          
松村  尚美          小木  恵梨          美谷  秀子          高橋  明美          野崎  珠美          
宮本  裕子          小寺  美津江        三田村  美由紀      高橋  一葉          野村  みゆき        
森  香里            小林  愛子          宮浦  泰代          高畑  浩子          畑中  亮一          
森  壽子            小林  裕子          宮川  まり子        高村  絹代          平井  釉美子        
森川  朗子          近藤  千恵          桃木  陽子          高村  沙織          藤原  美代子        
柳原  恒子          斉藤  かほる        森永  小菊          滝波  景子          前田  真佐美        
山田  博美          斉藤  幸子          八木  みゆき        竹内  多美子        松本  千江子        
山田  真由美        酒井  幸代          安田  順子          竹澤  朋恵          南  仍恵            
吉岡  美紀          酒井  めぐみ        山内  幸恵          武田  尚美          三好  麻紀          
渡辺  香奈子        笹岡  正子          山口  実加          龍田  夏菜恵        百木  悦子          

63 佐々木  愛          山次  佐知子        田中  知春          森久  留美          
64 佐々木  夏代        山根  優香里        田中  友子          安田  美代子        

佐藤  翠            山本  麻実          田中  晴美          山口  紀子          
佐部  すてみ        山本  千尋          田中  美絵          山口  良枝          
清水  明美          山本  文英          田辺  里絵          山本  末乃          
清水  智子          八日市谷  美紀 田邉  良子          山本  三枝子        
清水  伸子          吉田  明子          谷口  美雪          山本  美樹          
清水  洋子          吉田  恭子          谷崎  美乃          吉田  鈴枝          
下川  久美子        吉田  須津枝        塚崎  直美          和田  菜穂子        
白川  喜子          吉水  奈方子        塚本  良枝          
鈴木  一美          渡辺  幸枝          手賀  ふさ江        
鈴木  邦子          渡辺  莉香          出口  るみ          
高氏  千鶴子        富田  悦子          
高木  千代子        頓所  愛美          
高野  ちゑ          中嶋  佳子          
高橋  志穂理        中条  えい子        
高森  美和          中村  千香          
滝内  明美          中村  雅子          
竹内  直子          中村  眞里          
竹内  浩子          中村  操            
竹澤  定枝          中谷  啓子          
竹澤  由佳          南部  由紀子        
竹下  望            西川  多美子        
田中  彩子          西野  佳世          
田中  千代子        野形  容子          
棚橋  幸恵          野口  洋子          
谷内  のぶ子        野尻  千朗子        
谷口  紗代子        橋本  由衣菜        

第１地区 第２地区 第３地区
福井　１６４人

２０２０年度 総代名簿 ◎７月２７日～８月２８日に総代選挙の公示を行い、総代選挙管理委員会で審議の結果、
今年度の総代は以下の皆さんに決まりました。
◎任期は、２０２０年１０月１日から２０２１年９月３０日までです。


