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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第四

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

合
ミ観

組

康
同

憲

協

鳥山
山
リ

業

h
d
，/ 

農

者

敷

間
隔

齢
代総

記

選挙区及び投票所 第 1 選挙区 中部支庖投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

大久保稔 (立候補) 稲敷市村田 484 同左

浅野英二 (立候補) 稲敷市村田 496-1 同左

浅野繁 明 (立候補) 稲敷市村田 607 同左

酒井陸 男 (推薦) 稲敷市小羽賀 806-3 同左

寺内里 巳 (推薦) 稲敷市羽賀 1149 同左

関川誠 一 (推薦) 稲敷市羽賀 1169 同左

石島勝 巳 (立候補) 稲敷市羽賀 1271-2 同左

岩瀬隆司 (推薦) 稲敷市羽賀 1003 同左

岡野秀 男 (推薦) 稲敷市羽賀 2122 同左

林 好道 (推薦) 稲敷市松山 1961 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

岡 津 康 夫 (推薦) 稲敷市松山47-1 同左

岡 野 文 夫 (推薦) 稲敷市松山 2379 同左

岡 野 弘 樹 (推薦) 稲敷市松山 2035 同左

沢 辺 晴 美 (推薦) 稲敷市松山 1923-1 同左

小島 操 (立候補) 稲敷市下君山 1638 同左

鈴木 康 (立候補) 稲敷市下君山 1702 同左

飯田 尚雄 (立候補) 稲敷市下君山 1769 同左

小 林 正 巳 (推薦) 稲敷市下君山 1856 同左

岩戸松夫 (立候補) 稲敷市下君山 2021 同左

小 林 澄 男 (推薦) 稲敷市下君山23 同左

池延美千男 (立候補) 稲敷市上君山 1991 同左

高 野 正 巳 (立候補) 稲敷市上君山 2258-1 同左

山口敏彦 (立候補) 稲敷市上君山 2546 同左

墳崎理夫 (立候補) 稲敷市上君山 2809 同左

墳崎治司 (立候補) 稲敷市上君山 2817 同左

平川洋二 (立候補) 稲敷市上君山 3399-2 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日
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選挙区及び投票所 第 2 選挙区 中部支庖投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

中沢喜 一 (立候補) 稲敷市江戸崎甲 1933-2 同左

鹿内 徹 (推薦) 稲敷市江戸崎甲 2374 同左

田村忠 雄 (立候補) 稲敷市江戸崎甲 2927 同左

長尾和雄 (立候補) 稲敷市江戸崎甲 3411 同左

広瀬敏男 (立候補) 稲敷市江戸崎甲 4344 同左

水野 7出Zく， (推薦) 稲敷市江戸崎甲 4660 同左

川|辺 動 (立候補) 稲敷市江戸崎甲 4626 同左

横田光夫 (推薦) 稲敷市沼田 1299 同左

押田弘巳 (推薦) 稲敷市沼田 1320-1 同左

横田 宏 (立候補) 稲敷市沼田 1530-1 同 左

候補者
当選人

候補者指名 住所

清原 寿 (推薦) 稲敷市犬塚 1173-3 同左

清原茂久 (推薦) 稲敷市犬塚 659 同左

遠藤 毅 (推薦) 稲敷市犬塚 1658-4 同左

中 津 幹 夫 (立候補) 稲敷市犬塚 444 同左

木村守之助 (立候補) 稲敷市犬塚 894-5 同左

本橋洋一 (立候補) 稲敷市江戸崎乙 148 同左

武藤誠一 (推薦) 稲敷市月出里 993-1 同左

染谷 明 (立候補) 稲敷市月出里 1114-4 同左

鈴木菊二郎 (立候補) 稲敷市月出里 143-4 同左

吉 田 光 一 (立候補) 稲敷市月出里 144-4 同左

市 村 修 一 (立候補) 稲敷市月出里 424 同左

野原 τrJ丁L寸. (立候補) 稲敷市月出里 563ー2 同左

山本 清 (立候補) 稲敷市月出里 626ー12 同左

若林正一 (推薦) 稲敷市蒲ケ山 1274-6 同左

海老原一夫 (推薦) 稲敷市蒲ケ山 1097 同左

池田 晃 (立候補) 稲敷市蒲ヶ山 310 同左

木野内浩行 (推薦) 稲敷市時崎 658 同左

横田 守 (立候補) 稲敷市時崎 893 同左

宮本登志雄 (推薦) 稲敷市佐倉 2648 同左

仁井田博義 (立候補) 稲敷市稲波 326 同左

同左

同左

同左

同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。
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選挙区及び投票所 中部支j吉投票所第 4 選挙区

候補者
当選人

候補者指名 住所

富田英 男 (立候補) 稲敷郡美浦村馬掛 495 同左

飯田英雄 (推薦) 稲敷郡美浦村馬掛 636 同左

村崎重夫 (推薦) 稲敷郡美浦村大山 1293-1 同左

飯田 和夫 (立候補) 稲敷郡美浦村大山 1035 同左

大津英幸 (推薦) 稲敷郡美浦村大山2079 同左

飯田清 (推薦) 稲敷郡美浦村大山 2007 同左

金子喜久 (立候補) 稲敷郡美浦村大山 219 同左

飯田昌賓 (推薦) 稲敷郡美浦村大山924-2 同左

谷畑正義 (推薦) 稲敷郡美浦村大山 2298-3 同左

谷畑 茂 (推薦) 稲敷郡美浦村大山 2319 同左

小山信行 (推薦) 稲敷郡美浦村大山 846 同左

糸賀正夫 (推薦) 稲敷郡美浦村大山 850 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

石 橋 重 明 (推薦) 稲敷郡美浦村大山 181-1 同左

谷畑安良 (立候補) 稲敷郡美浦村馬見山 690 同左

栗山 章 (立候補) 稲敷郡美浦村土浦 169 同左

石神好治 (推薦) 稲敷郡美浦村土浦 1357 同左

坂部正樹 (推薦) 稲敷郡美浦村土浦 305 同左

中島 猛 (推薦) 稲敷郡美浦村土浦 1371-1 同左

下村 宏 (立候補) 稲敷郡美浦村土浦 2004-1 同左

浅野芳勝 (推薦) 稲敷郡美浦村土浦 1181-1 同左

塚本 間リ (立候補) 稲敷郡美浦村土浦 2568-100 同左

冨田光孝 (推薦) 稲敷郡美浦村土浦 928-8 同左

松本 実 (立候補) 稲敷郡美浦村山内 261 同左

松本義徳 (立候補) 稲敷郡美浦村山内 713 同左

正慶 博 (立候補) 稲敷郡美浦村八井田 490 同左

町田輝夫 (推薦) 稲敷郡美浦村八井田 500 同左

野口 明 (立候補) 稲敷郡美浦村根火 515 同左

殿内浩幸 (推薦) 稲敷郡美浦村根火 631 同左

野口 洋一 (推薦) 稲敷郡美浦村根火 653 同左

武田誠一 (立候補) 稲敷郡美浦村牛込 790 同左

堀舘 守 (推薦) 稲敷郡美浦村大塚 24 同左

堀越英樹 (推薦) 稲敷郡美浦村大塚 10 同左

青 野 治 男 (推薦) 稲敷郡美浦村谷中 11 同左

備後内益夫 (立候補) 稲敷郡美浦村山王 269 同左

本橋克美 (立候補) 稲敷郡美浦村本橋 514 同左

安藤順一 (立候補) 稲敷郡美浦村定光 11-1 同左

木 村 克 巳 (推薦) 稲敷郡美浦村定光 128 同左

木村 隆 (立候補) 稲敷郡美浦村木 547-1 同左

貝塚幸雄 (立候補) 稲敷郡美浦村中野内 204 同左

八巻弘好 (立候補) 稲敷郡美浦村根本41 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、 同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

稲敷農業協同組合

総代選挙管理者小嶋憲康 旬以

記

選挙区及び投票所 第 5 選挙区 西部支届投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

古山 政雄 (推薦) 稲敷市上根本 2359-1 同左

古山 功 (推薦) 稲敷市上根本 2346 同左

野村一登 (立候補) 稲敷市上根本 5947 同左

野友一夫 (立候補) 稲敷市上根本 1666-2 同左

足立利夫 (立候補) 稲敷市上根本 3015 同左

宮内敏雄 (立候補) 稲敷市上根本 3207-6 同左

宮本貞雄 (推薦) 稲敷市上根本 3351 同左

鴻巣博司 (立候補) 稲敷市上根本 3387 同左

萩原 1台 (立候補) 稲敷市上根本 572 同左

萩原雅之 (推薦) 稲敷市上根本 3439 同左

候補者
当 選人

候補者指名 住所

萩原理夫 (推薦) 稲敷市上根本 289 同左

棲井昌芳 (立候補) 稲敷市上根本 3465 同左

池田 稔 (立候補) 稲敷市下根本 5065-4 同左

吉岡伸一 (推薦) 稲敷市上根本 820 同左

飯岡勝久 (推薦) 稲敷市上根本 698 同左

池田 茂 (推薦) 稲敷市上根本 7271 同左

寺崎善夫 (推薦) 稲敷市上根本 6958-2 同左

海老原久男 (推薦) 稲敷市下根本 2152 同左

本橋多佳子 (推薦) 稲敷市上根本 963 同左

本橋 炉τム丁ー・ (立候補) 稲敷市下根本 1668 同左

沼崎富雄 (立候補) 稲敷市下根本 1705 同左

油 原 正 男 (推薦) 稲敷市下根本 1650 同左

足 立 守 男 (立候補) 稲敷市下根本 4677 同左

足立宏昭 (立候補) 稲敷市下根本 1002 同左

大竹 茂 (立候補) 稲敷市角崎 108 同左

大貫良道 (立候補) 稲敷市中山 2703 同左

大貫 オ且ιて (立候補) 稲敷市中山 957 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、 下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

稲敷農業協同組合
f 

総代選挙管理者 小 嶋憲康(@ l

記

選挙区及び投票所 第 6 選挙区 西部支庖投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

高橋幸二 (推薦) 稲敷市柴崎 601 同左

小倉行男 (推薦) 稲敷市柴崎 477 同左

吉田 茂雄 (推薦) 稲敷市柴崎 303 同左

柳町行夫 (立候補) 稲敷市柴崎 381 同左

野村豪男 (推薦) 稲敷市柴崎 201-1 同左

森田 X立L母 (立候補) 稲敷市柴崎 6627 同左

青野靖雄 (推薦) 稲敷市柴崎 5214 同左

池田 賢 (推薦) 稲敷市伊佐津 1231 同左

小嶋幸男 (推薦) 稲敷市伊佐津 1834 同左

小嶋敏男 (推薦) 稲敷市伊佐津 1168 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

鹿瀬 稔 (推薦) 稲敷市戊渡 989 同左

山中 (立候補) 稲敷市伊崎 68-1 同左

柳町 進 (推薦) 稲敷市柴崎 2793-1 同左

坪井辰夫 (立候補) 稲敷市下太田 544 同左

岡野洋子 (立候補) 稲敷市下太田 116 同左

古津俊一 (立候補) 稲敷市下太田 945-1 同左

根 本 治 男 (立候補) 稲敷市下太田 87-1 同左

内田 功 (立候補) 稲敷市下太田153 同左

岡 野 善 吉 (推薦) 稲敷市下太田 637 同左

細谷 寿 (立候補) 稲敷市下太田 725 同 左

川村欣久 (立候補) 稲敷市堀川1157 同左

) 11村 満 (立候補) 稲敷市堀川 413 同左

篠田芳夫 (立候補) 稲敷市堀川 883 同左

川上 晋 (推薦) 稲敷市堀川 1368 同左

古津真和 (立候補) 稲敷市寺内 1511 同 左

篠田 (推薦) 稲敷市南太田 5 同 左

横田 稔 (立候補) 稲敷市寺内 822-2 同 左

川|口嘉夫 (推薦) 稲敷市寺内 843 同 左

椎木利夫 (立候補) 稲敷市寺内 327 同 左

仲)11 勲 (立候補) 稲敷市小野 354 同 左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により下記の候補者が確定いた

しましたので、 同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりましたoよって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、 同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合 員 殿

稲敷農業協同組合

総代選挙管理者 小嶋憲康.⑪

記

選挙区及び投票所 第 7 選挙区 東部支庖投票所

候補者

候補者指名 住所
当選人

中山 義治(推薦) 稲敷市上須田 1537 同左

高城隆司(推薦) 稲敷市上須田 1155 同左

永長新一(推薦) 稲敷市上須田 1503 同左

永長 昭 (推薦) 稲敷市上須田 1502 同左

大堀和夫(推薦) 稲敷市上須田 1522 同左

江寺義和(推薦) 稲敷市上須田 760 同左

高城真希(推薦) 稲敷市上須田 716 同左

小林 清(推薦) 稲敷市上須田 405 同左

黒田克美(推薦) 稲敷市上須田 67-2 同左

黒田利明(推薦) 稲敷市上須田 2600 同左

一一一 一一一一一・.

候補者
当選人

候補者指名 住所

一鍬田耕寿(推薦) 稲敷市上須田 2608 同左

荒川 茂(推薦) 稲敷市上須田 2611 同左

根本 忠 (推薦) 稲敷市上之島 557 同左

尾林雅治(推薦) 稲敷市上之島 478 同左

宮増正明 (推薦) 稲敷市上之島 714 同左

青木志博(立候補) 稲敷市上之島 696 同左

平野一成(立候補) 稲敷市石納 1726 同左

坂本敏光(推薦) 稲敷市石納 1877-1 同左

根本貴正(推薦) 稲敷市上之島 1035 同 左

根本次雄(推薦) 稲敷市上之島 2434 同左

宇佐美嘉一(推薦) 稲敷市西代 60-1 同左

宇佐美康(推薦) 稲敷市西代 35 同左

遠藤 敏(推薦) 稲敷市西代 184 同左

斉藤 秀(推薦) 稲敷市西代乙 61 同左

斉藤正裕(推薦) 稲敷市西代 1935 同 左

坂本 隆(推薦) 稲敷市西代 361 同左

坂本 享(推薦) 稲敷市西代 1960 同左

坂本郁雄(推薦) 稲敷市西代 1696 同左

根本 衛(推薦) 稲敷市西代 1787 同左

鈴木 賢(推薦) 稲敷市佐原下手口891-1 同 左

小倉一男(推薦) 稲敷市佐原下手 1571-2 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告しますo

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第四条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

稲敷農業協同組合

総代選挙管理者小嶋憲康 弘

日ぃ==口

選挙区及び投票所 第 8 選挙区 東部支応投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

坂本たか子(推薦) 稲敷市余津谷 277 同左

高橋淳一(推薦) 稲敷市清久島 203 同左

高田寛治(推薦) 稲敷市清久島 645 同左

渡辺文子(推薦) 稲敷市清久島 1045-1 同左

根本正敏(推薦) 稲敷市橋向 100 同左

織田倉仁(推薦) 稲敷市橋向 85 同左

根本 寛(推薦) 稲敷市橋向 104 同左

稲葉久男(推薦) 稲敷市押砂 2045 同左

成毛伸行(推薦) 稲敷市押砂 922 同 左

木内貫太郎(推薦) 稲敷市押砂 654 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

吉田光吉(推薦) 稲敷市押砂 76 同左

木内政志(推薦) 稲敷市押砂 232 同左

高柳秀八(推薦) 稲敷市曲淵 194 同左

塚本保夫(推薦) 稲敷市曲淵 206-1 同左

塚本茂雄(推薦) 稲敷市曲淵 216 同左

高柳輝男(推薦) 稲敷市曲淵 233 同左

塚本 久(推薦) 稲敷市四ツ谷 28 同左

高崎正二(推薦) 稲敷市四ツ谷 626 同左

根本達也(推薦) 稲敷市六角 263 同左

後藤隆夫(推薦) 稲敷市六角 314 同左

根本悟志(推薦) 稲敷市六角 1041-15 同左

浅野浩司(推薦) 稲敷市結佐 110 同左

根本賢一(推薦) 稲敷市結佐 1827 同左

坂本幸雄(推薦) 稲敷市結佐 2349 同左

坂本賢司(推薦) 稲敷市結佐 1154 同左

柳田善一(推薦) 稲敷市結佐 1145 同左

山本幸一(推薦) 稲敷市結佐 1176 同左

村田和幸(推薦) 稲敷市結佐 1186 同左

根本俊昭(推薦) 稲敷市結佐 1830 同左

浅野正宏(推薦) 稲敷市結佐 447 同左

溢谷明宏(推薦) 稲敷市結佐 53 同左

諸坂達男(推薦) 稲敷市佐原組新田 779 同左

柏木良弘(推薦) 稲敷市佐原組新田 638 同左

坂本富男(推薦) 稲敷市佐原組新田 687 同左

椿 浩実(推薦) 稲敷市佐原組新田 1097 同左

根本博行(推薦) 稲敷市手賀組新田 80 同左

飯島茂治(推薦) 稲敷市手賀組新田 111 同左

飯島久嗣(推薦) 稲敷市手賀組新田 318 同左

大江新一(推薦) 稲敷市手賀組新田 760 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿
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選挙区及び投票所 第 9 選挙区 東部支庖投票所

候 補 者
当選 人

候補者指名 住所

板橋 満(推薦) 稲敷市福田18 同左

渡辺良一(立候補) 稲敷市福田 56 同左

渡辺隆夫(推薦) 稲敷市福田 527 同 左

板橋和男(立候補) 稲敷市福田 523 同 左

佐久間雪夫(推薦) 稲敷市福田 473 同 左

森田 進(推薦) 稲敷市福田 1129-1 同左

芝山堅治(推薦) 稲敷市幸田 1412 同 左

鈴木 俊雄(推薦) 稲敷市幸田1413 同 左

坂本 和男(推薦) 稲敷市幸田 1213 同 左

永長 利一(推薦) 稲敷市幸田 1118 同左

唱詰

候補 者
当 選 人

候補者指名 住所

吉田育夫(推薦) 稲敷市脇川 770 同左

吉田光利(推薦) 稲敷市脇川 771 同左

根本 誠 (推薦) 稲敷市中島 225 同 左

高木 一浩 (推薦) 稲敷市福田 2471-1 同 左

椎野正昭 (推薦) 稲敷市町田乙 2431 同左

森川良男(推薦) 稲敷市町田乙2718 同左

内田直人(推薦) 稲敷市清水 1525 同 左

根本勝雄 (推薦) 稲敷市清水 54 同左

根本 勇治(推薦) 稲敷市清水 51 同左

甲賀弘行(推薦) 稲敷市東大沼 276 同左

松本 正一 (推薦) 稲敷市東大沼 289 同左

福山和男 (推薦) 稲敷市東大沼 237 同左

篠原秀男 (推薦) 稲敷市町田 126 同 左

篠原 清 (推薦) 稲敷市町田 132 同左

山口 隆(推薦) 稲敷市町田9-3 同左

山口一元 (推薦) 稲敷市市崎 407 同左

山口和彦 (推薦) 稲敷市市崎 446 同左

山口武 (推薦) 稲敷市市崎 1900-1 同左

大湖行男 (推薦) 稲敷市市崎401-2 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第四条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

E組合員殿

稲敷農業協同組合

総代選挙管理者小嶋憲康明

記

選挙区及び投票所 東部支庖投票所第 10 選挙区

候補者
当選人

候補者指名 住所

葛見 健(推薦) 稲敷市阿波崎 4656 同左

黒田 武(推薦) 稲敷市阿波崎 4518 同左

根本=雄(推薦) 稲敷市阿波崎 2643-1 同左

水飼 勝(推薦) 稲敷市阿波崎 2619 同左

石橋 品(立候補) 稲敷市阿波崎 2125-1 同左

根本 明(推薦) 稲敷市阿波崎 2566-3 同左

黒田久彦(推薦) 稲敷市阿波崎 2579 同左

黒田 宏(推薦) 稲敷市阿波崎 2163 同左

根本 浩(推薦) 稲敷市阿波崎 1741 同左

根本健吉(推薦) 稲敷市阿波崎 1566 同左

候補者
当 選 人

候補者指名 住所

根本和典(推薦) 稲敷市阿波崎 38-1 同左

黒田忠男(推薦) 稲敷市下須田 1763 同左

海老原英雄(推薦) 稲敷市下須田 831 同左

黒田宗治(推薦) 稲敷市下須田 1761 同左

黒田恵一(推薦) 稲敷市下須田 1615-1 同左

黒田正弘(推薦) 稲敷市下須田 272-5 同左

黒田政明(推薦) 稲敷市下須田 287 同左

黒田 稔(推薦) 稲敷市伊佐部 1155 同左

石井利明(推薦) 稲敷市伊佐部 1703-1 同左

細田 慶(推薦) 稲敷市伊佐部 1144 同左

萩原喜雄(推薦) 稲敷市伊佐部 617-1 同左

鳥羽甚市(推薦) 稲敷市伊佐部 960-1 同左

鳥羽 健(推薦) 稲敷市伊佐部 1056 同左

鳥羽文雄(推薦) 稲敷市伊佐部 633-1 同左

鳥羽健夫(推薦) 稲敷市伊佐部 635-1 同 左

高城宏之(推薦) 稲敷市釜井 764 同左

永長仁郎(推薦) 稲敷市釜井 605 同左

坂本喜一 (推薦) 稲敷市釜井 852 同左

永長靖男(推薦) 稲敷市釜井 820 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、 同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

合

平絹
γ
¥

組

康
同

憲

協

鳥品
川
門

業

ト，ノ

農

者

敷

鯉
稲

他

総

記

選挙区及び投票所 東部支庖投票所第 11 選挙区

候 補 者
当選人

候補者指名 住所

尾林明夫(推薦) 稲敷市八筋川乙 78-6 同左

鐙田裕一(推薦) 稲敷市八筋川乙 36 同左

石神規雄(推薦) 稲敷市八筋川 665 同左

坂本一男(推薦) 稲敷市八筋川 400-2 同左

石田康行(推薦) 稲敷市八筋川 660 同左

宮本久男(推薦) 稲敷市境島 503-3 同左

浅野信行(推薦) 稲敷市境島 462 同左

l 林 豊(推薦) 稲敷市境島 609 同左

坂本真一郎 (推薦) 稲敷市本新 320 同左

松田純明(推薦) 稲敷市本新 78 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

星野昌宏(推薦) 稲敷市本新 19 同左

高村俊行(推薦) 稲敷市本新 120 同左

坂本拓男(推薦) 稲敷市本新586 同左

香取雅史(推薦) 稲敷市本新 150 同左

沼田義治(推薦) 稲敷市本新 450 同 左

坂本 剛(推薦) 稲敷市本新 376 同左

仲田和雄(推薦) 稲敷市本新 507 同左

大川一郎(推薦) 稲敷市本新272 同左

庄司英夫(推薦) 稲敷市本新 345 同左

瀧口栄一(推薦) 稲敷市本新 199 同左

鷲川 公雄(推薦) 稲敷市本新 519 同左

茂木英一郎(推薦) 稲敷市本新433 同左

柏葉勝義(推薦) 稲敷市本新 314 同左



公 告

平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により 下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第四

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日
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選挙区及び投票所 第 12 選挙区 東部支府投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

浜田秀樹(推薦) 稲敷市浮島 3220 同左

舟串 栄(推薦) 稲敷市浮島 4482 同左

黒田好 一 (推薦) 稲敷市浮島 5510 同左

本木貴久(推薦) 稲敷市浮島 3565 同左

金子正賞(推薦) 稲敷市浮島 5283 同左

高木清実(推薦) 稲敷市浮島 4474-1 同左

高須大輔(推薦) 稲敷市浮島 5552 同左

宮本雅広(推薦) 稲敷市浮島 3379 同左

高須 寿(推薦) 稲敷市浮島 1419 同左

浜田静枝(推薦) 稲敷市浮島 3516 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

黒田 正(推薦) 稲敷市浮島 5059 同左

大野雄史(推薦) 稲敷市浮島 4430 同左

宮本重信(推薦) 稲敷市浮島 5636 同左

高木登代一(推薦) 稲敷市浮島 8371 同左

橋本慎二(推薦) 稲敷市浮島 3195-2 同左

宮本 力(推薦) 稲敷市浮島 3133 同左

小貫 勉(推薦) 稲敷市浮島 3188 同左

宮本 利雄(推薦) 稲敷市浮島 4417 同左

高須和喜(推薦) 稲敷市浮島 1428 同左

須藤 孝(推薦) 稲敷市浮島 4977-5 同左

野村 守(推薦) 稲敷市浮島 4977-3 同左

坂本貴志(推薦) 稲敷市浮島 1420-1 同左

宮本利夫(推薦) 稲敷市浮島 4223 同左

酒井幸一(推薦) 稲敷市浮島 3585-1 同左

松田市郎(推薦) 稲敷市浮島 850-1 同左

小貫博之(推薦) 稲敷市浮島 1446 同左

山来央行(推薦) 稲敷市浮島 3116 同 左

小貫 恭範(推薦) 稲敷市浮島 1411-5 同左

小川和夫 (推薦) 稲敷市浮島 6109-4 同 左

石橋秀夫(立候補) 稲敷市浮島 1443 同左



公 止
口

平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第四

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第四条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

稲敷農業協同組合

総代選挙管理者小嶋憲康陥~ ) 

記

選挙区及び投票所 第 13 選挙区 中部支庖投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

平山隆 (推薦) 稲敷市阿波 1455-3 同左

平山 宗一 (立候補) 稲敷市阿波 1478 同左

平山殖雄 (推薦) 稲敷市阿波 1494 同左

原田隆 (推薦) 稲敷市阿波 895 同左

田仲昭一 (立候補) 稲敷市神宮寺 330-1 同左

野口哲夫 (推薦) 稲敷市神宮寺 1902-10 同左

秋本英雄 (推薦) 稲敷市神宮寺 552-1 同左

秋本 オ』ιミ (立候補) 稲敷市神宮寺 612 同左

根本正治 (推薦) 稲敷市神宮寺 860 同左

水飼良一 (推薦) 稲敷市四箇 1285-2 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

大竹 宏 (推薦) 稲敷市四箇 1481 同 左

坂本光正 (立候補) 稲敷市四箇 1783 同左

木内 "五ロ (推薦) 稲敷市四箇 1846 同左

石井信一 (立候補) 稲敷市四箇 2365 同左

黒田光一 (推薦) 稲敷市四箇 2715 同左

栗村新市 (推薦) 稲敷市四箇 2596-1 同左

山 来 延 吉 (推薦) 稲敷市南山来 1293-2 同左

竿代義徳 (推薦) 稲敷市須賀津 968-1 同左

坂 本 松 男 (推薦) 稲敷市須賀津 1840-1 同左

栗山芳夫 (推薦) 稲敷市須賀津 891 同左

坂本敏行 (推薦) 稲敷市須賀津 1828 同左

高須邦友 (推薦) 稲敷市須賀津 953-1 同左

郡司 孝 (立候補) 稲敷市甘田 1211 同左

郡司晃一 (推薦)
つくば市桜 2-42-3シ)ズ桜

同左
B104 

郡司忠 (推薦) 稲敷市甘田 1284-1 同左

郡司保夫 (推薦) 稲敷市甘田 1348-4 同左



公 止
口

平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第四条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿
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記

選挙区及び投票所 第 14 選挙区 中部支!古投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

坂本己喜夫 (推薦) 稲敷市一次 1080 同左

糸賀正人 (立候補) 稲敷市二次 1203 同左

仲川 一夫 (推薦) 稲敷市 一次 146 同左

村田政 秀 (推薦) 稲敷市三次 352 同左

根本登美男 (立候補) 稲敷市飯出 1075 同左

根本 稔 (推薦) 稲敷市飯出 730 同左

埜 口 日回仏!::/:::!. (立候補) 稲敷市岡飯出 1434 同左

藤本一雄 (推薦) 稲敷市岡飯出 833 同左

松田和久 (推薦) 稲敷市岡飯出 815 同左

松田 オ且んミ (推薦) 稲敷市岡飯出673 同左

候 補者
当選人

候補者指名 住所

小泉信次 (立候補) 稲敷市柏木 460 同左

古山和延 (推薦) 稲敷市神宮寺 1958 同左

浦浪明夫 (立候補) 稲敷市堀之内 301-1 同左

師岡一典 (推薦) 稲敷市羽生 454 同左

矢崎秀幸 (推薦) 稲敷市羽生 482-2 同左

矢崎真吾 (推薦) 稲敷市羽生 504 同左

樫木雅裕 (立候補) 稲敷市古渡 198-1 同左

永長 明 (立候補) 稲敷市古渡 179-2 同左

大久保吉秋 (立候補) 稲敷市古渡 301 同左

諸岡 清 (推薦) 稲敷市古渡 459 同左

鈴木文男 (立候補) 稲敷市古渡 497 同左

野口 一雄 (推薦) 稲敷市古渡 690 同左

永長信次 (推薦) 稲敷市古渡 856-1 同左

神谷 寿 (推薦) 稲敷市下馬渡 951-2 同左

岡埜宏才 (推薦) 稲敷市下馬渡 943 同左

坂本和男 (推薦) 稲敷市下馬渡 987-1 同左

坂本雅人 (立候補) 稲敷市上馬渡 1078 同左

坂本光吉 (立候補) 稲敷市上馬渡 457 同左

内 野 正 巳 (推薦) 稲敷市上馬渡 530-3 同左
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

稲敷農業協同組合

総代選挙管理者小嶋憲康め

記

選挙区及び投票所 第 16 選挙区 西部支庖投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

野津秀 年 (推薦) 稲敷郡河内町長竿 162 同左

大竹卓 士 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 178 同左

石山正 光 (推薦) 稲敷郡河内町長竿 177 同左

小更行雄 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 204 同左

鴻野光 男 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 231-2 同左

小吏和 也 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 278-1 同左

斎藤克 也 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3998 同左

菅谷正 雄 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3664-1 同左

大竹許 欽 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 247 同左

宮本 明 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 230 同左

候補者
当選人

候補者指名 住所

鴻野友良 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3884 同左

鈴木正一郎 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3921 同左

助川|新一郎 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3636-2 同左

雑賀 昭 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3519-1 同左

岡 野 弘 一 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3834 同左

吉田 勇 (推薦) 稲敷郡河内町長竿 266.0 同左

垣沼重平 (立候補) 稲敷郡河内町長竿 3388 同左

糸川 孝 (立候補) 稲敷郡河内町十里 88 同左

長演保行 (立候補) 稲敷郡河内町十里 267 同左

植武光雄 (推薦) 稲敷郡河内町庄布川 156 同左

飯塚一美 (立候補) 稲敷郡河内町庄布川 867 同左

田仲正樹 (立候補) 稲敷郡河内町庄布川 788 同左

木内 章 (立候補) 稲敷郡河内町下町歩 7 同左



公 止
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平成29年11月24日に実施予定の稲敷農業協同組合総代選挙について、定

款附属書総代選挙規程第5条第2項及び第3項により、下記の候補者が確定いた

しましたので、同規程第5条第4項に基づき公告します。

なお、候補者数が選挙する総代の数をこえなかったので、総代選挙規程第18

条の2第1項の規定により投票を行わないこととなりました。よって、同規程第18条

の2第2項により無投票当選とし、同規程第19条に基づき当選人を公告します。

平成29年11月 22日

正組合員殿

稲敷農業協同組合

問 挙管理者小向島憲康 ¥!}

寸巳=一一
口

選挙区及び投票所 第 17 選挙区 西部支庖投票所

候補者
当選人

候補者指名 住所

茂手木健二 (立候補) 稲敷郡河内町源清田 3565 同左

荒井昌一 (立候補) 稲敷郡河内町源清田 5316-3 同左

平川健一 (立候補) 稲敷郡河内町源清田 2038-1 同左

鈴木 実 (立候補) 稲敷郡河内町源清田 2364-5 同左

秋本博夫 (立候補) 稲敷郡河内町源清田 1618 同左

吉原 哲 (推薦) 稲敷郡河内町源清田 1226-1 同左

秋山好夫 (立候補) 稲敷郡河内町源清田818 同左

羽根田守 (推薦) 稲敷郡河内町源清田83-3 同 左

贋瀬和生 (推薦) 稲敷郡河内町源清田 481 同左

関川正夫 (立候補) 稲敷郡河内町源清田 1040-1 同左

候補者
当 選人

候補者指名 住所

池田 誠 (立候補) 稲敷郡河内町手栗 42-3 同左

野中美智男 (立候補) 稲敷郡河内町手栗 436 同左

沼崎一郎 (推薦) 稲敷郡河内町手栗 1277-1 同左

佐川洋司 (立候補) 稲敷郡河内町古河林836ー1 同左

杉山一佐夫 (立候補) 稲敷郡河内町古河林 645 同左

飯塚良継 (立候補) 稲敷郡河内町古河林 191 同左

木村正義 (立候補) 稲敷郡河内町羽子騎 1065 同左

木村秀夫 (立候補) 稲敷郡河内町羽子騎 909 同左

家富秀一 (推薦) 稲敷郡河内町羽子騎 379 同左

高 嶋 利 男 (立候補) 稲敷郡河内町羽子騎 54 同左

富山和夫 (立候補) 稲敷郡河内町猿島 315 同左

石山直治 (推薦) 稲敷郡河内町猿島 542-1 同左

鈴木達也 (推薦) 稲敷郡河内町宮淵 140 同左

吉田 隆 (推薦) 稲敷郡河内町宮淵 113 同左

野中潤一 (立候補) 稲敷郡河内町平一郎 394 同左

織原敏明 (立候補) 稲敷郡河内町布鎌 269 同左
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