
選挙区 定数 1 2 3 4 5 6
小野煇子 野口文子 山下捷子 味村寿子 佐藤幸子 本住ツルヱ
多田芙美子 森山智美 中村晴恵 藤本美祢子

南部 6 岡田まなみ 藤澤睦身 浅田和美 山下信子 武田春代 岡田元彰
栃谷勝正 大内和則 吉田保子 長野新一 尾形房子 田所笑美子
中野恵子
高橋治子 藤本　薫 藤本エリ 高崎史郎 山口 忠 大谷　勉
奴賀由紀子

城内 5 戸田ミサ子 篠宮良子 濱野ふみ子 細川英子 大久保道子
桜楠 4 小林叡子 濱田チエ子 百田美恵子 佐藤安子
内海 2 中井久智 森近永容
土庄 2 港紗有里 井上小枝子
池田 1 明田繁美

坂口直江 堀川順子 中塚雅子 友時幸子 多田一美 造田佳子
本台悦子

龍雲 3 川並 豊 矢野孝師 高安富男
山田 5 中浦智子 松本三千代 大下順子 十河利枝子 笠井陽子

太田南 5 木林節子 林　貞子 佐伯恵子 長町琉璃光 岩佐月美
多肥 3 熊野敏子 加藤東洋子 有岡一子
うえた 1 佐々木享郭
三谷 1 谷野智恵子
香南 2 田中恵子 高橋美津代

中山清美 増本正子 川西秀雄 北村志津子 田中由美子 孝岡楚田
大塚昭子
粟井武子 池内惠子 海面冨美子 鎌田屋須子 高橋美代子 山田美惠
山根隆子 山本千惠子

屋島 5 多田麻里子 戸島敏子 畑中美千代 松浦カズ子 中村和代
前田 2 鶴見代子 吉尾達喜

はやし 3 川田節子 川東孝文 永尾力夫
川添 6 池野元章 井上　正 海原友子 豊岡由里 八田澄子 平野正恵
木太 6 伊豫岡せつみ 松坂里美 溝口篤子 森兼政美 山根　実 吉井まり子

浅田廣美 泉谷　透 植村弘美 小川澪子 原田まさ子 無川英子
吉田紀美代

高須 2 石田富貴江 堀江陽子
庵治 1 山崎大助
牟礼 5 石井琢男 谷上時彦 玉越範子 野口　卓 細川京子

紫雲東 6 仲亀良子 河野佳子 安藤育子 篠田マサ子 岩野益美 藤野千都
紫雲西 3 藤井幸代 田尾始子 滝 絹子
みなと 4 梶浦志保子 細谷和子 三田佳子 大西浩二
香東 6 上岡直広 秋山栄子 大畑ミチエ 坂井恵美子 福井利夫 蜂須賀忠義

勝賀・下笠居 1 冨山芳子
弦打 3 池田フジ子 津村信子 岩崎　恵子
一宮 5 藤沢一秀 川西美佐子 井上美代子 野口敬子 岸本　正
檀紙 3 久保和子 唐渡千絵子 矢嶋正勝
鬼無 2 佐藤朋子 萬谷牧子

国分寺 5 岡崎純子 松村光子 大比賀秀代 藤野眞知子 吉原澄子
綾歌 2 堀  繁 刎田倫子
綾川 4 安藤利光 福本博子 池添　寛 長尾浩孝
坂出 4 尾崎幹子 三好美子 国重妙子 吉田智子
飯山 1 池田静子

丸亀北 4 津田洋子 渡邊知行 津田　勲 近石美智子
丸亀南 6 神崎美根子 横山秀子 堂崎周一 松岡静男 横山美智子 大石伸子

塩村貞子 尾崎ひろ子 尾崎　勝 山下美恵子 信里智恵子 内田信吾
出平喜久夫 出平信子 山下　一 山下由紀 真鍋悦子 白井みどり
足立尚代 足立勝彦

多度津 2 古本幸子 尾崎忠義
琴平 2 今田純子 亀山昌子

まんのう 4 真鍋恵子 柴坂晃夫 多田　覚 大谷信子
北三豊 4 世戸和子 近藤　忍 山下久仁枝 筒井峰子
観音寺 2 三野雄二郎 合田友子
三木南 1 阿部　清
田中 3 宮井　都 多田芳子 土居フジヱ

志渡紀代子 長岡八恵子 六車千鶴子 溝淵明美 石井一美 山地宇女世
植村正子

白山 4 佐藤多恵子 真鍋絹代 筒井町子 佐竹美恵子
氷上 6 田中律子 森定美弥子 日下芳子 藤井常子 中尾千恵子 一小路美千代
津柳 1 井口武雄
志度 3 間嶋政美 穴吹鈴代 間嶋　啓
大内 2 田中ゆきみ 佐藤道子

白鳥・引田 1 東本栄子
さぬき南 4 佐藤勝美 田村征道 佐々木和則 山地弘子

津田 1 八木和子
高松エリア事業所職員 3 上原　孝 長谷川貴彦 渡部由希子
協同病院エリア職員 2 都築典代 中山友香
中讃・西讃事業所職員 1 川口　良
東讃事業所職員 1 石田瑞恵

合計 250

光洋 7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　　告
　２０１９年６月２２日（土）開催の第５１回通常総代会に向け、各選挙区で総代選挙を実施しました。各選挙区とも定
数以上の立候補者はありませんでしたので、総代選挙規約第７条により候補者全員が当選されました。よって、総代
選挙規約第９条に基づき公告いたします。

第40期総代選挙 当選人氏名 （敬称略）

栗藤 10

鶴尾 7

太田 7

香川町 7

玉藻 8

２０１９年６月１日　香川医療生活協同組合　総代選挙管理委員会　委員長　西岡憲政

古高松 7

善通寺 14

平井 7


