
戸塚  誠一 行田市大字野

金子  章 行田市渡柳

行田市埼玉 大賀  一 鴻巣市境

池田  治 行田市大字野 岡田  正夫 鴻巣市上会下

堀口  浩 行田市埼玉 栗原  弘喜 鴻巣市北根

戸田  貴代司 行田市埼玉
第15区
共和

梶山  正明 鴻巣市関新田

川﨑  康彦

茂手木  道雄 行田市大字白川戸
第14区
広田

堤  保夫 鴻巣市広田

第8区
埼玉

諸貫  喜久雄 行田市埼玉 新井  公平 鴻巣市広田

鴻巣市屈巣

森田  健美 行田市大字小見 藤村  孝 鴻巣市屈巣

第7区
荒木

今井  孝治 行田市大字荒木 大塚  一郎 鴻巣市屈巣

髙沢  宗春 行田市大字荒木 川邉  晃 鴻巣市屈巣

松村  幸雄

風間  健一 行田市桜町3丁目 木元  清 行田市大字中江袋

横田  友孝 行田市長野3丁目

第13区
屈巣

天沼  恒雄 鴻巣市屈巣

行田市大字荒木

行田市大字長野 鈴木  茂雄 行田市大字南河原

井桁  清 行田市大字長野 江森  岩雄 行田市大字南河原

第5区
北河原

吉田  廣明 行田市酒巻

第12区
南河原

行田市大字犬塚

江森  行直 行田市大字南河原

第6区
長野

門倉  浩一

松岡  勝一郎 行田市斎条 小島  常雄 羽生市大字下新郷

長谷川  誠 行田市谷郷3丁目 黒田  誠一 羽生市大字下新田

第4区
星河

伊東  英臣 行田市谷郷 相上  清柗 行田市関根

久保田  薫 行田市大字和田
第11区
新郷

関根  敏郎 羽生市大字上新郷

行田市上池守 藤間  弘美 行田市真名板

棚澤  吉弘 行田市下池守 蓮見  俊夫 行田市真名板

第3区
星宮

田村  眞治 行田市中里 小堀  正 行田市大字下須戸

小川  洋一 行田市小敷田 鈴木  栄一 行田市大字下須戸

新井  二郎

石塚  二郎 行田市城西5丁目 風間  重信 行田市大字若小玉

梁瀬  重雄 行田市門井町1丁目 遠藤  昭一 行田市大字若小玉

第2区
持田
太井

髙松  清治 行田市持田

第10区
埼玉

野口  幸道 行田市大字小針

茂木  光行 行田市前谷 鈴木  俊雄 行田市大字小針

第1区
行田

中山  要輔 行田市佐間1丁目 第9区
下忍

長谷部  明 行田市下忍

小池  敏雄 行田市佐間3丁目 荻原  重夫 行田市樋上

任期満了に伴う総代総選挙が、埼玉県選挙管理委員会のもと執行されました。全選挙区とも

無投票で当選が決定いたしました。定数91名中、初当選者は54名です。

任期  H29.1.25～H33.1.24

選挙区 氏    名 住      所 選挙区 氏    名 住      所

新総代の紹介



石橋  日出男 鴻巣市鎌塚4丁目

第25区
桶川

植野  始 桶川市大字篠津

第20区
吹上

島田  真佐雄 鴻巣市下忍 土屋  清史 桶川市大字小針領家

岡野  孝 鴻巣市袋

野川  信幸 久喜市菖蒲町小林 第24区
北本

大川  宜久 北本市朝日1丁目
第19区
栢間

石井  英一 久喜市菖蒲町上栢間

飯塚  光夫 久喜市菖蒲町上栢間

第18区
小林

吉田  和夫 久喜市菖蒲町小林 齋藤  岩男 鴻巣市西中曽根

加藤  恒夫 久喜市菖蒲町小林 松村  武 鴻巣市上谷

原  敏夫

鴻巣市郷地

加藤  一雄 久喜市菖蒲町新堀

第23区
常光

河野  和孝 鴻巣市常光

久喜市菖蒲町小林 金子  敏夫 鴻巣市上谷

大塚  進 鴻巣市笠原

第17区
新堀

遠藤  輝一 久喜市菖蒲町新堀 中根  忠夫 鴻巣市郷地

倉持  一 久喜市菖蒲町新堀 大野  幸久

加須市中種足

第22区
笠原

鯨井  英一 鴻巣市笠原

梓澤  實 加須市中種足 長島  榮 鴻巣市笠原

榎本  榮 加須市中種足

住      所

第16区
種足

川嶋  將義 加須市上種足 第21区
鴻巣

坂野上  文雄 鴻巣市天神1丁目
清水  弘 加須市上種足

谷部  芳夫

選挙区 氏    名 住      所 選挙区 氏    名


