
坂井　６２人 奥越　３１人 丹南　１２３人 敦賀　７１人 若狭　４７人
1 浅岡  修子 朝井  照子 浅野  順子 竹生  美由紀 青木  佐智子 平野  ルミ 青池  かをり 相田  栄子
2 飯田  美清恵 石蔵  信子 朝日  まり 土橋  都 青木  奈緒 福岡  朱実 秋本  真知子 赤井  輝代子
3 伊藤  麗子 伊藤  富子 天谷  久美代 出倉  弘子 青木  嘉子 福岡  保子 井川  愛 赤岩  公江
4 上坂  暁子 岩田  千津子 粟田  孝子 寺前  莉奈 青山  智晴 藤野  明美 池田  直美 赤崎  加代子
5 内田  真理子 尾崎  尚美 伊井  久美江 遠山  貴子 青山  みどり 藤本  直美 今井  邦子 池上  幸子
6 江川  香 国枝  勢津子 五十嵐  大枝子 永井  紗織 浅野  かおる 堀  智恵美 今村  登美子 池野  やな枝
7 江澤  美穂 国本  美智子 五十嵐  美和 中井  信子 天谷  佳恵 堀  晴美 大石  晴子 井嶋  祐香利
8 大石  恵美子 黒瀬  菜穂子 井草  美保 中島  千紘 飯田  和子 堀  美雪 大下  雅美 一井  真紀
9 大塚  真理子 斎藤  睦子 生駒  順子 中島  里佳 飯田  由美子 前川  リョウ子 大嶋  まり子 岩滝  彩容子

10 大村  百重 澤  珠水 伊阪  宣子 中出  由美子 池田  直美 牧野  さとみ 梶  真由美 植野  康子
11 岡田  惠子 城地  晴美 石黒  佳美 中広  麻由美 石塚  絵里子 牧野  友紀 加藤  重子 浦谷  利美
12 小針  みどり 杉川  美栄子 石田  峰代 中村  美幸 石原  沙織 増田  みわ子 加藤  優子 川渕  夜寿子
13 片山  弘美 夛田  雅恵 井土  久美 中村  陽子 板倉  由美子 増永  たみ子 加茂  久美子 北野  絹子
14 川嵜  富美子 中矢  かをり 伊藤  典子 長谷  恵美子 市橋  由美子 松浦  恵子 川口  敦子 小堂  真智子
15 北嶋  キミヱ 野尻  奈緒 伊藤  佑季子 中山  さよ子 井上  節子 松村  敏美 川久保  実紀 小林  由紀子
16 北嶌  則子 野尻  奈緒美 稲尾  由紀子 南部  敏子 井上  美由紀 間所  美智代 岸  真衣 坂田  多賀子
17 北嶋  美智子 幅岸  千鶴子 井上  あゆみ 西川  順子 岩尾  なみ子 水上  藤子 木村  あかね 島田  明美
18 北出  祐子 福田  玲子 井上  信子 西村  直美 上坂  真理子 水野  紀子 熊谷  和子 白崎  昌子
19 木谷  眞知子 別段  ともこ 井口  冨美子 野坂  佳永 上山  葉子 三田村  晶子 熊野  映子 杉田  知子
20 城戸橋  美千恵 前田  廣子 今井  静香 灰谷  英子 大久保  美智子 道内  貴子 小西  章子 武田  明子
21 木村  幸子 前田  美恵 今村  美枝子 波賀野  恵実 大坂  彩有見 宮澤  道代 小堀  和子 田中  薫
22 京信  桃子 水林  さとみ 岩見  とも子 長谷川  シズ子 大沢  朋子 森崎  香織 小堀  やよい 田中  陽子
23 栗木  純子 向川  結香 岩本  眞代 長谷川  眞弓 大西  早苗 安田  貞子 小宮　憲一 津田  成美
24 神門  佳子 森下  悦子 上田  世津子 畑  幸子 小椋  みつこ 山崎  真美 沢  まゆみ 寺田  真紀子
25 小寺  祐美 森下  佳代子 内上  理絵 服部  初江 尾鳥  ひろ美 山下  寿美代 澤田  千恵子 寺本  僚子
26 小林  恵梨子 山岸  登美子 榎  順子 林  啓二 笠島  敦子 山田  嘉代子 清水  規子 道見  絵実
27 近藤  佐和子 山口  恵子 大葭原  由佳利 林  律子 門脇  澄子 山田  富子 下坂  達夫 内藤  恵美子
28 斉藤  美智子 山田  文子 岡崎  喜美江 林  涼子 紙谷  美津代 山本  こずえ 生水  葉子 内藤  純子
29 定永  嘉代子 吉田  守江 岡永  実知 早瀬  孝子 河上  和美 吉崎  きよ子 須井  雅子 永井  仁子
30 志田  順子 四谷  真弓 岡本  千世 平井  美紀 川西  千鶴 吉崎  麻由美 千田  要子 永平  隆子
31 嶋崎  博子 渡  久留美 巨椋  八流可 平野  美代子 川道  初子 吉村  和子 高岸  文子 中村  和恵
32 嶋田  ます美 小永  美枝子 廣瀬  由美子 北畑  たみ子 若泉  ミチ子 竹仲  ひさみ 西尾  千恵美
33 白﨑  ひとみ 尾野  美知子 広瀬  律子 木津  麻美 渡辺  光枝 田中  理佳 二宮  良子
34 高桑  敬子 鏡島  香織 福島  美恵子 京藤  和美 谷田  幸代 橋本  京美
35 高橋  和枝 欠戸  郁子 福田  千代美 京藤  幸子 津田  桂子 伴野  智美
36 高橋  博子 片野  ゆかり 藤井  伸子 久保  美香 坪塚  幸子 平井  みゆき
37 竹林  千保子 加藤  芽久美 藤澤  真未 窪田  まさみ 寺地  和枝 藤井  洋子
38 田中  まりほ 兜  睦美 藤田  真理恵 小竹  ゆみ子 藤間  由美 増田  一枝
39 中垣  弥和 神近  葉子 二ツ谷  聡美 小部  峰子 鳥居  和美 松井  直美
40 中場  さとみ 亀井  直子 船谷  芳子 斉藤  典子 中西  千絵 松井  紀子
41 中山  直美 川口  智春 古瀬  真理子 斎藤  幸子 中野  悦子 松浦  暢恵
42 永山  洋子 川崎  ひろ美 平馬  祐子 嵯峨  理恵 中村  美奈子 松葉  美紀子
43 西  洋子 川端  純恵 堀田  文枝 笹川  明美 中村  幸江 松宮  球子
44 波賀野  尚子 川見  誉里子 前川  美佳 佐々木  幸子 夏目  知美 宮川  智恵美
45 林  和子 川村  優 前田  照美 佐々木  純子 成田  律子 村上  郁子
46 林  沙織 岸田  徳子 前田  直美 島田  弥生 南部  芳枝 元井  和子
47 藤井  幸枝 北出  久仁子 前田  麻稀 清水  一恵 棯木  啓子 山口  幹子
48 藤嶋  妃登美 木村  アサ子 増川  幸代 清水  靖子 野崎  珠美
49 本田  一枝 工藤  恭子 松浦  園子 芹川  輝代 橋爪  きよみ
50 牧田  美紀 久保  正子 松浦  智美 高嶋  真弓 畠中  千里
51 水野  恵理 小木  恵梨 松枝  とも恵 高野  郁子 福光  幸子
52 南  時恵 小寺  美代子 松島  真実 高橋  美陽 藤原  和子
53 宮本  裕子 小林  雅 松田  美也子 高橋  玲子 藤原  美穂子
54 本島  幸恵 小林  茂美 松田  由紀 高畑  浩子 古澤  ヤス子
55 森  壽子 小林  千加子 松本  真貴 高村  絹代 前田  真佐美
56 森川  朗子 小林  智子 水口  美穂 高村  沙織 松永  敬香
57 柳原  恒子 小林  浩子 水谷  智子 竹内  梨恵子 松本  千江子
58 八原  喜代子 斉藤  かほる 三田村  美由紀 田中  準子 南  仍恵
59 山川  栄美子 酒井  幸代 光野  紀子 田中  時子 百木  悦子
60 山田  博美 酒井  めぐみ 宮浦  泰代 田中  友子 森本  美雪
61 山田  真由美 櫻川  紀恵 宮川  まり子 田中  晴美 安田  美代子
62 吉岡  美紀 笹岡  正子 宮下  幸子 田中  美絵 山口  靖子
63 佐々木  愛 八木  みゆき 田辺  里絵 山口  紀子
64 佐々木  敬子 安田  順子 田邉  良子 山口  良枝

佐々木  恵美 安田  ひろ子 谷口  美雪 山本  末乃
佐藤  翠 藪原  裕美 谷崎  美乃 山本  三枝子
塩崎  陽子 山口  実加 玉村  絹子 山本  美樹
清水  智子 山次  佐知子 塚崎  直美 吉田  美代子
清水  信子 山田  和美 廷々  真由美 米倉  由里子
下川  久美子 山本  麻実 出口  るみ 和田  多恵
下村  千智 山本  文英 寺  和子 和多田  美千子
白川  喜子 吉田  恭子 土井  由惠
鈴木  一美 吉田  須津枝 富田  悦子
鈴木  邦子 吉畑  幸子 頓所  愛美
諏訪  絹代 吉水  奈方子 内藤  小夜子
高氏  千鶴子 渡辺  莉香 中村  季子
高木  千代子 中村  操
高倉  恵子 中谷  啓子
高橋  志穂理 西川  多美子
竹内  容子 西谷  悦子
竹澤  由佳 西野  佳世
竹下  久美 野嶋  抄織
竹下  望 野尻  公子
田中  彩子 野村  明美
田中  千代子 橋本  由衣菜
棚橋  幸恵 橋本  麗

87 谷口  紗代子 長谷川  美津代
88 谷口  礼子 菱川  秀子
89 玉村  久美子 秀里  友紀
90 溜北  順子 平井  さなえ

第１地区 第２地区 第３地区
福井　１６６人

２０２２年度 総代名簿 ◎７月２５日～８月２６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、２０２２年１０月１日から２０２３年９月３０日までです。




