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1 幕　内　　　健 山王台

2 池　田　　　弘 山王台・大和町・東町・泉町の各一部

3 峰　島　　立　春 東町・大和町の各一部

4 青　砥　　武　夫 大和町・東町・東ノ辻の各一部

5 糸　賀　　敬　子 東ノ辻

6 羽　生　　　進 八軒台

7 松　金　　美土里 東石岡一丁目

8 藤　井　　正　己 東石岡二丁目

9 吉　田　　克　子 東石岡三丁目

10 惣野代　　恭　子 東石岡四丁目

152 橋　本　　定　廣 東石岡5丁目1～３・6・7番

11 国　谷　　治　夫 東石岡五丁目4・5番

12 長谷川　　和　男 東光台一丁目

13 　原　　　寛　樹 東光台二丁目

14 鈴　木　　伊津子 東光台三丁目

15 川　岸　　みち子 東光台四丁目

16 須　田　　よし子 東光台五丁目

17 須　田　　茂　博 旭台一丁目

18 郡　司　　和　子 旭台二丁目

19 小松﨑　　政　子 旭台三丁目1番～8番

20 酒　井　　惠　子 旭台三丁目9番～23番

21 須　田　　早百合 南台一丁目1番～17番

22 吉　川　　安　延 南台一丁目18番～38番

23 川　田　　　豊 南台二丁目・大谷津

24 笠　倉　　好　子 南台三丁目1～11・13・14・17～19・21番

25 中　村　　伸　子 南台三丁目12・15・16・20・22～34番

26 和　田　　清　美 南台四丁目

27 田　上　　シズ子 東大橋（下坪・寺染・塚・香取・上親和・曲松）

28 飯　田　　幸　夫 東大橋（物見塚・八軒・深久保）

29 小　幡　　雄　一 東田中前原

30 長谷川　　　泉 小井戸

主1 永　原　　資　史 石岡中学校区

主2 岡　野　　美智子 石岡中学校区

31 塚　田　　清　子 杉並一丁目・杉の井

32 関　川　　恵　一 杉並二丁目・三丁目・四丁目

33 福　田　　由美子 泉町9部・１０部・１１部の各一部（府中中学区）
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34 髙　野　　邦　夫 泉町８部・９部の一部（府中中学区）

35 岡　田　　敏　則 泉町１１部の一部・水久保・東ノ辻の一部（府中中学校区）

36 鈴　木　　さかえ 泉町７部・雇用促進団地

37 青　砥　　信　夫 府中三丁目2・3の各一部8～11番・五丁目1～4番（府中中学校区）

38 上　田　　昭　次 府中三丁目6番（府中中学校区）・7番・四丁目

39 内　田　　栄　市 府中五丁目5～17番

40 田　口　　博　文 北府中一丁目

41 藤　本　　吉　直 北府中二丁目

42 藤　井　　　寛 北府中三丁目

43 杉　山　　鈴　子 若松一丁目1～9番・若宮三丁目3番の一部

44 植　田　　英　子 若松一丁目10～14番・三丁目1～3・4の一部・5・6番の一部

45 四　宮　　雅　人 若松二丁目2～8番・13～15番

46 冨　田　　敏　明 若松二丁目1･9～12番

47 永　盛　　武　子 若松三丁目4・6の各一部・7～12番

48 小　貫　　三佐子 若宮一丁目3の一部・9・二丁目1の一部・三丁目2・3番の一部

49 中　澤　　直　史 若宮四丁目（府中中学区）

50 田　能　　太　子 鹿の子一丁目

51 柘　植　　よね子 鹿の子二丁目1・9～16番・四丁目

52 川　俣　　隆　弘 鹿の子二丁目2～8番・三丁目1～5番

53 岩　田　　恵美子 谷向町・柏原工業団地

54 長谷川　　誠　司 大砂・大砂南住宅・柏原町

55 矢　口　　栄　一 村上・並木

56 田　崎　　良　峰 半ノ木・栄松・碁石沢

57 色　川　　愛　子 根当・池の台住宅

58 佐　藤　　た　か 正上内

59 西　牧　　千　廣 行里川・荒金

60 古　木　　悦　子 東府中・行里川の一部

主3 濱　田　　裕　信 府中中学校区

主4 樫　村　　康　司 府中中学校区

61 羽　生　　武　文 高浜西

62 小　倉　　美代子 高浜東

63 海老坪　　正　子 東田中（城南中学区）

64 嶋　田　　博　正 中津川・北根本

65 原　田　　通　弘 長見寿・今泉・新生・後久保・城構内

66 中　島　　初　巳 古道・諸士久保・吹上

67 柴　田　　惠　子 水内・大原

68 鈴　木　　和　美 正月平・大塚・八幡

69 小　倉　　正　美 御前山・羽成子・坂井戸

70 小坂部　　道　江 台石川・仲丸

城　南　地　区
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71 森　田　　隆　一 下石川・坂井戸

72 田　口　　保　雄 井関・代田

73 坂　本　　國　光 八木・仲郷

74 鈴　木　　しのぶ 茨城二丁目5～26番

75 川　又　　　猛 茨城一丁目(城南中学校区)・二丁目1～4番・三丁目2・3番

76 齋　藤　　典　子 茨城三丁目4～18番・田崎

主5 土　井　　悦　子 旧城南中学校区

主6 小松﨑　　　健 旧城南中学校区

77 小　貫　　広　子 府中一丁目4・5・10番の一部・二丁目1番

78 川　村　　良　一 府中一丁目1～3・6・7番

79 金　子　　　輝 府中一丁目8・9・10の一部・三丁目1～6番（国府中学区）

80 東　　　汐　美 府中二丁目2・3・4番の一部・若宮三丁目1番

81 中　島　　正　二 府中二丁目4番の一部・5～8番・国府三丁目2番の一部

82 小　島　　栄太郎 若宮一丁目1・4～8番

83 清　水　　　満 若宮一丁目2・3番の一部・二丁目・四丁目（各国府中学区）

84 鈴　木　　克　行 国府一丁目2・3番4・5･6番の各一部・二丁目1・4番の各一部

85 古　山　　　茂 国府一丁目4・5・6番の各一部・二丁目4番の一部

86 小　林　　眞　二 国府二丁目1番の一部・２・３・５番

87 山　本　　経　則 国府三丁目1･２番の一部3～5番

88 小　島　　剛　博 国府四丁目

89 成　井　　貞　夫 国府五丁目

90 曽根田　　隆　光 国府六丁目･総社二丁目1番

91 谷　島　　朋　子 国府七丁目

92 桜　井　　真　弓 総社一丁目1～6番

93 蛯　澤　　保　朋 総社一丁目7～13番・二丁目11番

94 鈴　木　　洋　子 総社二丁目2～10番

95 関　　　和　幸 貝地一丁目・田島一丁目・二丁目

96 岩　松　　栄　一 茨城一丁目・三丁目１番（国府中学校区）

97 菱　沼　　克　裕 貝地二丁目

98 長谷川　　和　夫 染谷

主7 金　山　　浩　子 国府中学校区

主8 小　貫　　信　之 国府中学校区

99 稲　田　　成　実 寺田・旭町

100 小　池　　正　充 上宿・西町

101 大　枝　　正　男 荒宿・新地

102 佐　藤　　眞　一 フラワーヒル

103 川　井　　祐　一 仲町・新宿

104 井　野　　万里子 北町・内宿

八　郷　地　区

国　府　地　区
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105 鈴　木　　　仁 下宿

106 鯉　淵　　三　男 館・研究所

107 小松﨑　　和　男 八重・長堀・高友

108 飯　田　　清　子 金指・片野

109 小　林　　敏　夫 須釜・石沢・原押越

110 木　﨑　　清　彦 上青柳・下青柳・加生野

111 中　根　　俊　夫 湯袋・一之沢・細内・香取

112 富　田　　　誠 十三塚・里・稲子

113 潮　田　　壽　朗 細谷・下宿・横町

114 小　池　　和　義 上宿・中宿・堀之内

115 野　村　　文　男 龍明・鯨岡・小山田

116 上　野　　信　一 小屋・上山

117 杉　田　　𠮷　行 上曽・山居上寺

118 臼　井　　　明 北之内・新田

119 鈴　木　　德　松 小倉・瓜谷・北郷

120 飯　岡　　　忠 小久保・辻・上根

121 藤　岡　　秀　康 太田

122 髙　野　　百合子 小見

123 大　図　　吉　明 中戸

124 町　田　　智　子 大塚

125 鈴　木　　裕　司 本町・上宿・古館・金ヶ沢

126 海　野　　雅　明 板敷・北浦・荒宿

127 石　田　　二　郎 部原・下宿・両桁山寺

128 安　逹　　忠　直 宇治会・弓張・西畑・村子

129 白　田　　常　男 野田・佐久・下三郷・寺下

130 小河原　　治　己 上宿・石野・小塙

131 白　田　　正　明 柴間・宿山崎

132 櫛　田　　ハル子 パセオパルケ

133 真　家　　隆　司 東山崎・南山崎・園西

134 土　師　　敏　子 真家宿・郷中・白幡・園中

135 石　井　　し　げ 宮ヶ崎・張間・竹之内・新谷・富士ハイランド

136 田　中　　安　一 山根・真家・小堀・上郷

137 仲野谷　　幸　子 鶴沼・永沼・塚原・長原

138 池　田　　俊　一 向原・陣場

139 菱　沼　　泰　二 西久保・西原・上中下坪

140 渡　辺　　信　寛 東宝ランド

141 笹　目　　謙　一 嘉良寿理・片岡・下林（里区）

142 関　口　　幸　雄 根小屋

143 小松﨑　　　薫 浦須・前島・上林

144 冨　田　　惠美子 下林区・飯塚区

145 弓　座　　美智子 戸の内1区，2区・大関
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146 島　田　　静　子 半田

147 足　立　　光　男 川又

148 菊　地　　壽　枝 月岡・青田

149 萩　原　　令　子 弓弦・柴内・辻

150 加　藤　　義　和 菖蒲沢・小野越・仏生寺・中山

151 村　田　　さち江 戸の内3区・あざみ区

主9 藤　代　　　晃 八郷地区

主10 岩　田　　ちとせ 八郷地区

主11 櫻　井　　美恵子 八郷地区


