
№ 選挙区 職場名 組合員名 № 選挙区 職場名 組合員名

1 第１選挙区 可知小学校 菅野　純郎 51 第５選挙区 寄島中学校 釆女　詠一

2 第１選挙区 吉備小学校 三村　直輝 52 第６選挙区 高屋中学校 渡邉　恭孝

3 第１選挙区 古都小学校 赤畠　祐枝 53 第６選挙区 矢掛小学校 山﨑　隆志

4 第１選挙区 三勲小学校 竹内　順子 54 第６選挙区 井原中学校 田中　利明

5 第１選挙区 野谷小学校 菅野　里加 55 第７選挙区 神在小学校 熊代　みどり

6 第１選挙区 横井小学校 橘　宏紀 56 第７選挙区 総社小学校 米谷　嶺

7 第１選挙区 吉備中学校 溝手　得三郎 57 第７選挙区 総社中学校 石井　敏子

8 第１選挙区 岡山市立操山中学校 飯塚　佐月 58 第８選挙区 川上小学校 堀田　治

9 第１選挙区 香和中学校 是清　聡 59 第８選挙区 有漢西小学校 土生　高裕

10 第１選挙区 豊小学校 西山　育臣 60 第９選挙区 思誠小学校 上杉　信行

11 第１選挙区 岡山市立宇野小学校 青山　隆史 61 第９選挙区 思誠小学校 木村　弘之

12 第１選挙区 福田小学校 赤木　公子 62 第９選挙区 新見第一中学校 横見　信毅

13 第１選挙区 陵南小学校 一守　祥子 63 第１０選挙区 一宮小学校 段堂　雅信

14 第１選挙区 鹿田小学校 岡本　千景 64 第１０選挙区 新野小学校 中塚　秀明

15 第１選挙区 退職組合員 片岡　光 65 第１０選挙区 津山市立東中学校 川戸　利光

16 第１選挙区 御休小学校 小西　智子 66 第１０選挙区 津山市立大崎小学校 林田　裕子

17 第１選挙区 福田小学校 竹内　誠人 67 第１０選挙区 津山市立東小学校 中嶋　友里恵

18 第１選挙区 退職組合員 都築　勉 68 第１１選挙区 加美小学校 中村　友祐

19 第１選挙区 吉備小学校 馬場　恵子 69 第１１選挙区 柵原西小学校 中永　由紀子

20 第１選挙区 退職組合員 福田　晴美 70 第１２選挙区 勝間田小学校 大久保　仁志

21 第１選挙区 退職組合員 松本　哲也 71 第１２選挙区 美作北小学校 小田　望美

22 第１選挙区 平福小学校 芳上　あゆみ 72 第１２選挙区 奈義小学校 德永　喜子

23 第１選挙区 伊島小学校 和氣　敬二 73 第１３選挙区 落合中学校 大西　真

24 第２選挙区 牛窓東小学校 高木　美枝 74 第１３選挙区 新庄中学校 美山　貴昭

25 第２選挙区 赤磐市立豊田小学校 森脇　伸太郎 75 第１３選挙区 草加部小学校 小谷　哲生

26 第２選挙区 桜が丘中学校 大橋　優樹 76 第１３選挙区 真庭市立川上小学校 川村　光子

27 第２選挙区 佐伯小学校 羽原　広太郎 77 第１４選挙区 県立西大寺高等学校 赤城　一朗

28 第２選挙区 岡山県教職員組合 宮本　信宏 78 第１４選挙区 県立岡山東商業高等学校 大西　佳江

29 第２選挙区 退職組合員 加藤　陽美 79 第１４選挙区 県立瀬戸高等学校 古市　秀治

30 第２選挙区 今城小学校 萩原　明子 80 第１４選挙区 県立倉敷青陵高等学校 岡本　武彦

31 第２選挙区 加賀中学校 蕨　寿代 81 第１４選挙区 県立笠岡工業高等学校 西井　均

32 第３選挙区 玉野市立宇野小学校 西田　健太 82 第１４選挙区 県立高梁高等学校 寺脇　麻衣

33 第３選挙区 荘内小学校 藤原　加奈子 83 第１４選挙区 県立岡山工業高等学校 濱田　和之

34 第４選挙区 早島小学校 林　司 84 第１４選挙区 県立倉敷まきび支援学校 松田　洋司

35 第４選挙区 倉敷市立西中学校 小嶋　啓子 85 第１４選挙区 県立岡山朝日高等学校 作野　真二

36 第４選挙区 庄小学校 加藤　雄貴 86 第１４選挙区 県立岡山大安寺中等教育学校 宗好　慶太郎

37 第４選挙区 下津井西小学校 八松　いづみ 87 第１４選挙区 県立玉野高等学校 三宅　武彦

38 第４選挙区 二万小学校 三村　明美 88 第１４選挙区 県立倉敷中央高等学校 小池　孝治

39 第４選挙区 岡山県教職員組合 田中　秀明 89 第１４選挙区 県立玉島商業高等学校 川崎　大喜

40 第４選挙区 児島中学校　　　　　　　　　　大森　敦子 90 第１４選挙区 県立勝山高等学校　勝山校地 仲矢　憲正

41 第４選挙区 退職組合員 中曽　博之 91 第１４選挙区 県立岡山盲学校 片野田　勝義

42 第４選挙区 豊洲小学校 橋本　浩治 92 第１４選挙区 県立岡山操山高等学校 片田　徹

43 第４選挙区 川辺小学校 長谷川　洋子 93 第１４選挙区 岡山県高等学校教職員組合 豊田　佳香

44 第４選挙区 第一福田小学校 福永　誠二 94 第１４選挙区 岡山県高等学校教職員組合 土田　容子

45 第４選挙区 退職組合員 藤澤　泰子 95 第１４選挙区 岡山県高等学校教職員組合 石原　知喜

46 第４選挙区 倉敷第一中学校 山部　賢治 96 第１４選挙区 退職組合員 入江　昌吾

47 第４選挙区 倉敷第一中学校 山本　美由紀 97 第１４選挙区 退職組合員 黒田　日出国

48 第５選挙区 笠岡小学校 山木　潤一 98 第１４選挙区 退職組合員 津嶋　宣夫

49 第５選挙区 金光竹小学校 垣内　美和 99 第１４選挙区 退職組合員 歳森　雅子

50 第５選挙区 鴨方西小学校 花田　京子 100 第１４選挙区 退職組合員 三上　雅弘
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