
公 告

定款及び総代選挙規約に基づき、総代選挙に関して次

のとおりご報告します。

● 2022年２月４日～４月25日に総代候補者の受付

を行い、別表のように全ての選挙区で定数内となりま

したので総代選挙規約第 11条に則り投票によらず下記

の者197名が当選し、４月27日をもって2022年度総

代に就任いたしました。

尚、当選についての異議申し立てはこの公告の日より

生協営業日３日以内に総代選挙管理委員長に対し書面

にておこなって下さい。

2022年4月27日

北大生協 総代選挙管理委員会

委員長 小松 慎太郎



教職員選挙区 氏名 学部生選挙区 氏名 学部生選挙区 氏名 大学院生選挙区 氏名

教職員選挙区（文系 上山 浩次郎 学部生選挙区 金井　雅子 学部生選挙区 山田　美博 大学院生選挙区 柘植　鮎太

教職員選挙区（文系 齋藤　久光 学部生選挙区 村上　靖周 学部生選挙区 原　遥平　 大学院生選挙区 井上　智裕

教職員選挙区（文系 永井　謙芝 学部生選挙区 福元　政文 学部生選挙区 佐々木 優人 大学院生選挙区 近内　雪乃

教職員選挙区（文系 伊勢谷 陽一 学部生選挙区 栗原　優佳 学部生選挙区 児玉　龍飛 大学院生選挙区 石田　優香

教職員選挙区（文系 戸田　聡　 学部生選挙区 小泉　祐希 学部生選挙区 落合　海宇 大学院生選挙区 川原 実那子

教職員選挙区（文系 兎内 勇津流 学部生選挙区 佐藤　李音 学部生選挙区 佐藤　茉有 大学院生選挙区 真島　康誉

教職員選挙区（農系 柏木　純一 学部生選挙区 橘　　郁人 学部生選挙区 岸田 洋太郎 大学院生選挙区 小田　一輝

教職員選挙区（農系 小松　知未 学部生選挙区 谷口　眞隆 学部生選挙区 平田　千鶴 大学院生選挙区 前田　唯眞

教職員選挙区（農系 唄　花子　 学部生選挙区 設楽　純一 学部生選挙区 南野　快晟 大学院生選挙区 黒須　大樹

教職員選挙区（農系 佐々木 貴信 学部生選挙区 高橋れみか 学部生選挙区 安藏　舞子 大学院生選挙区 豊原　稜太

教職員選挙区（農系 丸山 隼人 学部生選挙区 石出　宗輔 学部生選挙区 阿久澤 秀之 大学院生選挙区 西岡　優輝

教職員選挙区（農系 小出　陽平 学部生選挙区 中村　昇太 学部生選挙区 岡崎　航大 大学院生選挙区 小松　幸輝

教職員選挙区（農系 半澤　文　 学部生選挙区 宗像　航輝 学部生選挙区 内藤　嶺　 大学院生選挙区 越智　亮太

教職員選挙区（農系 鳥羽　悠　 学部生選挙区 竹内　優斗 学部生選挙区 安積　知毅 大学院生選挙区 小山　貴也

教職員選挙区（農系 畑佐　暁子 学部生選挙区 中嶋　啓太 学部生選挙区 小松　祐雅 大学院生選挙区 千葉　拓人

教職員選挙区（農系 間宮　渉　 学部生選挙区 中根　大幸 学部生選挙区 沖田　暖仁 大学院生選挙区 小川　峰登

教職員選挙区（理系 延兼　啓純 学部生選挙区 ジェプカミコワイ 学部生選挙区 津谷　駿人 大学院生選挙区 菅原　聖威

教職員選挙区（理系 水島　秀成 学部生選挙区 深澤　宙偉 学部生選挙区 山崎　渉　 大学院生選挙区 森田　大夢

教職員選挙区（理系 黒田　紘敏 学部生選挙区 林　　泰斗 学部生選挙区 小島　健　 大学院生選挙区 部坂　　瞭

教職員選挙区（理系 谷岡 勇市郎 学部生選挙区 若林　亜美 学部生選挙区 大石　暁都 大学院生選挙区 枦川　宗弘

教職員選挙区（理系 安達　孝徳 学部生選挙区 音谷　叶太 学部生選挙区 武藤　慎治 大学院生選挙区  長田　幸子

教職員選挙区（理系 髙木　愛　 学部生選挙区 松岡　直哉 学部生選挙区 坂本 コナン 大学院生選挙区 三隈　亮汰

教職員選挙区（工系 百合野 大雅 学部生選挙区 伊香賀 太一 学部生選挙区 武井　陸　 大学院生選挙区 田代 祐和ベデロ

教職員選挙区（工系 藤村　奈央 学部生選挙区 中村 倫太郎 学部生選挙区 米田　翼　

教職員選挙区（工系 國貞　雄治 学部生選挙区 福田　悠人 学部生選挙区 鍵谷　豪太

教職員選挙区（工系 佐藤　康晴 学部生選挙区 増田　陸翔 学部生選挙区 岡田　俊祐

教職員選挙区（工系 鍛冶　傑　 学部生選挙区 端山　恵菜 学部生選挙区 中田　隆介

教職員選挙区（工系 折川　幸司 学部生選挙区 藤田　祐紹 学部生選挙区 實石　智恒

教職員選挙区（工系 西村　生哉 学部生選挙区 藤延　孟史 学部生選挙区 菅原　季起

教職員選挙区（工系 田鎖　順太 学部生選挙区 新井　花梨 学部生選挙区 佐々木　佑

教職員選挙区（医歯薬系 石川　晋　 学部生選挙区 竹之内 香里 学部生選挙区 渡邊　颯太

教職員選挙区（医歯薬系 石垣　聡子 学部生選挙区 菊地　悠斗 学部生選挙区 森川　弓月

教職員選挙区（医歯薬系 津田　弓子 学部生選挙区 岡本　綾人 学部生選挙区 藤原　大地

教職員選挙区（医歯薬系 千葉　 健　 学部生選挙区 佐野　有　 学部生選挙区 佐藤　衣吹

教職員選挙区（医歯薬系 小崎 勢津子 学部生選挙区 高田　直輝 学部生選挙区 藤嶋　海斗

教職員選挙区（医歯薬系 長谷川 直哉 学部生選挙区 半谷　駿英 学部生選挙区 松浦　求磨

教職員選挙区（医歯薬系 村山　迪史 学部生選挙区 黒郷　渓育 学部生選挙区 廣田　悠仁

教職員選挙区（医歯薬系 大久保 直登 学部生選挙区 犬竹　陽人 学部生選挙区 中村　拓也

教職員選挙区（北キャンパス系 石原 すみれ 学部生選挙区 塩見　悠介 学部生選挙区 柳井　悠　

教職員選挙区（北キャンパス系 長嶋　剣　 学部生選挙区 菱川 奈結子 学部生選挙区 曽根崎 皓己

教職員選挙区（北キャンパス系 栁川 洋二郎 学部生選挙区 北川　正隆 学部生選挙区 船積　里緒

教職員選挙区（高等教育 青木 麻衣子 学部生選挙区 吉田　雄紀 学部生選挙区 北村 美乃莉

教職員選挙区（高等教育 飯田　直弘 学部生選挙区 志田　篤紀 学部生選挙区 神作　佳孝

教職員選挙区（高等教育 能代　久幸 学部生選挙区 江口　智心 学部生選挙区 深津 幸太郎 生協職員・その他選挙区 氏名

教職員選挙区（高等教育 天田　顕徳 学部生選挙区 小関　万喜 学部生選挙区 村田　雷蔵 三上　春香

教職員選挙区（高等教育 金山　準　 学部生選挙区 今村　昴成 学部生選挙区 谷本　康太 百石　一也

教職員選挙区（高等教育 山田　悦子 学部生選挙区 白波瀨 遥己 学部生選挙区 渡部　怜眞 古屋　麻実

教職員選挙区（水産系 向井　徹　 学部生選挙区 星野　優虎 学部生選挙区 木村　碩　 上田　悦子

定数60　選出48名 学部生選挙区 藁谷　桃花 学部生選挙区 八尾　風太 佐藤　宏美

学部生選挙区 大熊　多聞 学部生選挙区 植竹　悠　 宮本　陽子

学部生選挙区 荒木　郁大 学部生選挙区 武藤 菜々子 齋藤　由紀

学部生選挙区 武田 宏太郎 学部生選挙区 笠井 麟太郎 田渕 しのぶ

学部生選挙区 祝　美友紀 阿部　純子

学部生選挙区 小林　優内 地域選挙区 持田　誠　

学部生選挙区 山田　宗草 学部生選挙区 山口　彪斗 定数10　選出10名

学部生選挙区 藤井 諒太朗 学部生選挙区 堅持  和太

学部生選挙区 前川　航大 学部生選挙区 二見　華琳 定数 260

学部生選挙区 天野　恵吾 学部生選挙区 細野　仁　

学部生選挙区 石川　裕貴 学部生選挙区 小南 明日香

定数40　選出23名

総代総数　197名

生協職員

定数150　選出116名

2022年度　北大生協　総代一覧          


