
全和登選管発第５５号

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ 日

会員各位

公益社団法人全国和牛登録協会

選挙管理委員会委員長

公益社団法人全国和牛登録協会社員選挙当選者の公示

公益社団法人全国和牛登録協会社員選挙規則第２３条の規定に基づき公示します。

１．選挙の期日

令和４年８月２１日（日）

２．当選者（６０名、敬称略）

第１区～第２０区

選挙区 選挙区名 候補者氏名 選挙区 選挙区名 候補者氏名

第1区 北海道１ 佐藤 弘一 第11区 宮城県１ 加藤 幸一

第2区 北海道２ 佐藤 裕之 第12区 宮城県２ 早坂 幸夫

(（有）佐藤牧場)

第3区 北海道３ 宮前 裕治 第13区 宮城県３ 菅原 三郎

(（株）Ｙ・Ｋ農産)

第4区 青森県 木村 輝之 第14区 宮城県４ 菅原 寛治

第5区 岩手県１ 宇部 洋吾 第15区 秋田県 佐藤 幸助

(新岩手農業協同組合)

第6区 岩手県２ 髙橋 司(全国農業協同組 第16区 山形県 栗田 幸太郎

合連合会岩手県本部) (（有）ワーコム農業研究所)

第7区 岩手県３ 畠山 進 第17区 福島県１ 斎藤 栄一

(岩手中央農業協同組合)

第8区 岩手県４ 伊藤 清孝 第18区 福島県２ 齋藤 正剛

(花巻農業協同組合)

第9区 岩手県５ 千田 幸男 第19区 関東 鈴木 一郎

(岩手ふるさと農業協同組合) (（株）草木ファーム)

第10区 岩手県６ 那須 元一 第20区 栃木県 清水 芳夫

(いわて平泉農業協同組合)



第２１区～第６０区

選挙区 選挙区名 候補者氏名 選挙区 選挙区名 候補者氏名

第21区 北陸 渡辺 昇平 第41区 宮崎県１ 十河 啓二

第22区 長野県 小山 清志 第42区 宮崎県２ 岩下 信

第23区 岐阜県 水尻 洋一 第43区 宮崎県３ 上田 孝雄

第24区 東海中部 堀内 慎也 第44区 宮崎県４ 原田 道明

第25区 愛知県 河合 勝正 第45区 宮崎県５ 松本 司

第26区 山陰 木嶋 泰洋 第46区 宮崎県６ 栁田 裕則

第27区 兵庫県１ 藤野 幸一 第47区 宮崎県７ 興梠 哲法

第28区 兵庫県２ 門尾 純平 第48区 鹿児島県 宇都 清照(鹿児島中央畜

１ 産農業協同組合連合会)

第29区 島根県１ 加藤 博樹 第49区 鹿児島県 福吉 秀一

２ (いぶすき農業協同組合)

第30区 島根県２ 寺戸 倉雄 第50区 鹿児島県 山下 良行

３ (青木牧場)

第31区 岡山県 江田 英明 第51区 鹿児島県 下口 和幸

４ (北さつま農業協同組合)

第32区 広島県 安藤 重孝(全国農業協同 第52区 鹿児島県 上 宗光(JA鹿児島いず

組合連合会広島県本部) ５ み繁殖実験センター)

第33区 山陽四国 矢次 利典 第53区 鹿児島県 中條 秀二

６ (あいら農業協同組合)

第34区 北九州 美間坂 利明 第54区 鹿児島県 竹内 和久

７ (そお鹿児島農業協同組合)

第35区 長崎県１ 末永 雅文 第55区 鹿児島県 下小野田 寛

８ (大地ファーム鹿屋農場)

第36区 長崎県２ 川﨑 善一 第56区 鹿児島県 岩 次則

９ (ＪＡ育成牛センター)

第37区 長崎県３ 山口 清 第57区 鹿児島県 窪田 博州

10 (あまみ農業協同組合)

第38区 熊本県１ 高森 雄二 第58区 沖縄県１ 翁長 学

(熊本県畜産農業協同組合)

第39区 熊本県２ 髙道 修二 第59区 沖縄県２ 荷川取 広明

第40区 大分県 一法師 嘉六 第60区 沖縄県３ 金嶺 紀夫


