
 

公  告  
岡山県学校生活協同組合の定款、総代選挙規約に基づき、第 72 回総代選挙を実施した結果、当選

人が決定しましたので、公告します。 
岡山県学校生活協同組合 

総代選挙管理委員長 石川 朋子  
№ 選挙区 組合員名 職場名 № 選挙区 組合員名 職場名 

1 第 1選挙区 田中 春香 甲浦小学校 54 第 7選挙区 高本 環 総社小学校 

2 第 1選挙区 三吉 央将 高島小学校 55 第 8選挙区 清水 義典 高梁川面小学校 

3 第 1選挙区 志水 賢治 中山小学校 56 第 8選挙区 川合 耕平 成羽中学校 

4 第 1選挙区 高杉 雅恵 福田小学校 57 第 9選挙区 山﨑 賢治 高尾小学校 

5 第 1選挙区 元岡 宏之 馬屋下小学校 58 第 9選挙区 木村 弘之 思誠小学校 

6 第 1選挙区 大原 順子 光南台中学校 59 第 9選挙区 石本 純浩 本郷小学校 

7 第 1選挙区 山本 奈穂子 高島中学校 60 第 10選挙区 廣戸 隆一 中道中学校 

8 第 1選挙区 藤﨑 奈美 福田中学校 61 第 10選挙区 下山 知子 向陽小学校 

9 第 1選挙区 三宅 正芳 岡山県教職員組合 岡山支部 62 第 10選挙区 米戸 啓一 河辺小学校 

10 第 1選挙区 増原 誠 岡山県教職員組合 岡山支部 63 第 10選挙区 山下 賢志 弥生小学校 

11 第 1選挙区 一守 祥子 岡山中央小学校 64 第 10選挙区 小川 浩 鶴山中学校 

12 第 1選挙区 和氣 敬二 伊島小学校 65 第 11選挙区 田口 晴美 柵原西小学校 

13 第 1選挙区 岡本 千景 鹿田小学校 66 第 11選挙区 中永 由紀子 柵原西小学校 

14 第 1選挙区 西川 敦規 岡山宇野小学校 67 第 12選挙区 小池 美明 江見小学校 

15 第 1選挙区 馬場 恵子 吉備小学校 68 第 12選挙区 小林 英子 奈義小学校 

16 第 1選挙区 赤木 公子 福田小学校 69 第 12選挙区 德永 喜子 奈義小学校 

17 第 1選挙区 竹内 誠人 福田小学校 70 第 13選挙区 尾﨏 貴志 湯原小学校 

18 第 1選挙区 芳上 あゆみ 平福小学校 71 第 13選挙区 杉山 智則 北房中学校 

19 第 1選挙区 中村 是 政田小学校 72 第 13選挙区 川﨑 明美 北房小学校 

20 第 1選挙区 末田 順子 東山中学校 73 第 14選挙区 村田 秀石 岡山県高等学校教職員組合 

21 第 2選挙区 西岡 升 佐伯中学校 74 第 14選挙区 豊田 佳香 岡山県高等学校教職員組合 

22 第 2選挙区 小山 淳志 軽部小学校 75 第 14選挙区 土田 容子 岡山県高等学校教職員組合 

23 第 2選挙区 山口 亮典 三石小学校 76 第 14選挙区 石原 知喜 岡山県高等学校教職員組合 

24 第 2選挙区 岩崎 希 香登小学校 77 第 14選挙区 圓戸 伸一郎 県立岡山西支援学校 

25 第 2選挙区 河井 和馬 山陽北小学校 78 第 14選挙区 山本 恵三 県立西大寺高等学校 

26 第 2選挙区 笠原 智彦 片上小学校 79 第 14選挙区 竹内 宏和 県立勝山高等学校 蒜山校地 

27 第 2選挙区 蕨 寿代 加賀中学校 80 第 14選挙区 益田 史郎 県立岡山芳泉高等学校 

28 第 2選挙区 萩原 明子 邑久中学校 81 第 14選挙区 濱田 和之 県立岡山工業高等学校 

29 第 3選挙区 小西 悠太 築港小学校 82 第 14選挙区 熊代 一紀 岡山後楽館高等学校 

30 第 3選挙区 西田 健太 玉野宇野小学校 83 第 14選挙区 若狭 真司 県立邑久高等学校 

31 第 4選挙区 古川 勢一 下津井東小学校 84 第 14選挙区 明石 圭介 県立倉敷天城高等学校 

32 第 4選挙区 熊澤 宏紀 真備中学校 85 第 14選挙区 塚本 素通 県立総社高等学校 

33 第 4選挙区 濱﨑 高寛 倉敷市立西中学校 86 第 14選挙区 岡堂 与司史 県立津山高等学校 

34 第 4選挙区 中村 健志 琴浦西小学校 87 第 14選挙区 村上 資郎 県立岡山支援学校 

35 第 4選挙区 石井 貴敏 黒崎中学校 88 第 14選挙区 作野 真二 県立岡山朝日高等学校 

36 第 4選挙区 田中 秀明 中庄小学校 89 第 14選挙区 宗好 慶太郎 県立岡山大安寺中等教育学校 

37 第 4選挙区 佐藤 邦敏 葦高小学校 90 第 14選挙区 湯浅 宏明 県立岡山南高等学校 

38 第 4選挙区 中塚 晃典 中洲小学校 91 第 15選挙区 入江 昌吾 退職組合員 

39 第 4選挙区 藤井 弘之 味野中学校 92 第 15選挙区 梶田 淳子 退職組合員 

40 第 4選挙区 神﨑 浩武 乙島東小学校 93 第 15選挙区 片岡 光 退職組合員 

41 第 4選挙区 名越 誠司 岡山県教職員組合 倉都支部 94 第 15選挙区 田村 育恵 退職組合員 

42 第 4選挙区 福永 誠二 第一福田小学校 95 第 15選挙区 都築 勉 退職組合員 

43 第 4選挙区 山部 賢治 倉敷第一中学校 96 第 15選挙区 中桐 伸一 退職組合員 

44 第 4選挙区 山本 美由紀 倉敷福田南中学校 97 第 15選挙区 中曽 博之 退職組合員 

45 第 5選挙区 塩飽 ゆみ子 金浦小学校 98 第 15選挙区 西村 康昌 退職組合員 

46 第 5選挙区 平井 絵美 神内小学校 99 第 15選挙区 額田 浩彰 退職組合員 

47 第 5選挙区 髙橋 克枝 里庄東小学校 100 第 15選挙区 福田 晴美 退職組合員 

48 第 5選挙区 平松 恵 寄島中学校 101 第 15選挙区 春名 重弘 退職組合員 

49 第 6選挙区 松山 祥文 芳井小学校 102 第 15選挙区 小西 智子 退職組合員 

50 第 6選挙区 長岡 真望子 中川小学校 103 第 15選挙区 歳森 雅子 退職組合員 

51 第 6選挙区 西江 悠 大江小学校 104 第 15選挙区 藤澤 泰子 退職組合員 

52 第 7選挙区 浅野 文子 総社東小学校 105 第 15選挙区 松本 哲也 退職組合員 

53 第 7選挙区 西中 みどり 常盤小学校     
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