
2016年度　総代当選者
　７月20日、第２回総代選挙管理委員会を開催しました。定数519名に対し、立候補・推薦受付期間内の届出が
全ての選挙区で定数内でした。
　総代選挙規約第９条にもとづき、519名全員を無投票当選として決定しましたので、公告いたします。
 2016年７月20日
 京都生活協同組合　総代選挙管理委員会　委員長　後藤　初江

北ブロック
左京区　定数 （35）当選者 （35）
阿部　節子 阿部　尚子 上山　朋子 梅村　美紗
王　　千惠 金築早智子 金本　由香 亀田　貴子
川村タカ子 倉貫　珠里 小松佐加枝 佐藤　靜子
塩見ふさ代 澁谷　純代 末盛　博己 杉本美佐子
得居　俊子 土橋喜久子 中田　和子 中西　美佳
中村多鶴子 西田こずえ 羽田　則子 林田由美子
藤岡　陽子 古田奈津美 松田　節子 三島　忠夫
水上　静香 水上みさ子 宮川美知江 宮田きよみ
村井　京子 吉田　尚子 渡辺　和香

北区　定数 （26）当選者 （26）
青木　栄世 一柳　和子 井上　幸子 今村　容子
岩田　　清 江口　愛以 大野　敦子 川上　洋子
木島　久子 小林　良子 斉藤　富栄 四方　　静
髙田　艶子 瀧本　武子 田辺佐喜子 長浜喜美子
中山智香子 野中　享子 花垣　ルミ 濱崎　和栄
東山　敏子 森　佐代子 八木早麻里 鷲原由加里
渡部　厚子 渡邊　昌子

上京区　定数 （15）当選者 （15）
穴澤美奈子 上田　早織 小野佐保子 樫木　淑美
木村　厚子 黒田眞知枝 坂井　敏子 佐藤　鈴子
髙津千鶴子 土屋　茂實 比木　幸子 福島　知子
松田久美子 宮竹　香織 山本　温子

中京区　定数 （20）当選者 （20）
青木　淳子 浅井登美子 浅井　善子 石野久美子
岩本　綾子 大菅　規子 片山　一美 金崎　るみ
川口　寛子 木村　裕子 熊谷　蓉子 谷口　泰子
徳永　雅美 永原　裕子 松井　富代 松本美与子
森　美津夫 山下　幸枝 山本　吏美 吉永　初美

下京区　定数 （10）当選者 （10）
石川　伴子 栗本　愛子 塩見由紀子 田中　里奈
都築佳寿三 畑山百合子 松原　睦美 三宅多恵子
吉田　靖子 吉山久美子

東ブロック
東山区　定数 （8）当選者 （8）
内田小百合 北川由紀子 清水由香利 角野　惠子
田代佐知子 鳥越真美子 濱塚　幸子 渡部菜穂子

山科区　定数 （23）当選者 （23）
阿部　元子 池　　慶子 内田　亜紀 宇野　美佳
大塚　　恵 大畠　智子 大元　慶子 尾笹　素直
木村栄美子 小松あかね 相模めぐみ 佐野　洋子
新谷ゆかり 竹内　　文 竹端　徳子 田中　澄子
戸倉　容子 中川由香里 西山　賴江 橋本　素子
福島　素子 藤田しのぶ 村田　智子

伏見区東部　定数 （10）当選者 （10）
粟井　陽子 今井由美子 今吉　如美 大澤　澄子
小野寺恵子 杉立　真美 高橋　優子 田中千恵子
真野　智子 森本　美子

伏見区西部　定数 （25）当選者 （25）
池尻真利子 大島　範子 岡村　晴男 小原　博恵
小林　尚代 齋川　朋恵 齊藤　純子 清水多津子
下村　綾子 高井　道子 橘　　悦子 辰己　裕子
谷　　嘉子 西田　真理 西本多恵子 原　　知子
久原　秀美 藤原　圭子 前田　美和 松田　千尋

松平袈裟子 三宅いづみ 柳　　明香 山田　順三
芳森　晴美

伏見区北部　定数 （13）当選者 （13）
大國　慶子 金子　祥子 糟野美智子 久保田幸子
倉谷　奈美 長田　紀美 橋本　成子 廣瀬　佳代
堀田　郁子 松村理絵子 丸尾麻柚美 山内加奈恵
山田ゆかり

南区　定数 （15）当選者 （15）
井上富美子 今井　敦美 今中美紗子 上田　千佳
大上美代子 大森沙由梨 谷垣しのぶ 津村亜由美
松本　明美 松本　洋子 山根　正子 吉岡　　惠
𠮷田　知代 吉田　幸子 𠮷村　久美

西ブロック
右京区　定数 （36）当選者 （36）
板野あかり 伊藤　有希 梅田真紀子 大島　　明
大谷　倫子 大塚　豊子 大秦　良子 大前　凡子
大村　清美 大和田尚子 織田　𠮷夫 川﨑　節子
川邉　明子 左賀　晶子 坂本　美和 佐川　友利
咲本有里恵 志村　道子 立畑　康子 土谷　越代
寺田　洋子 寺前かよ子 十川　陽子 鳥越奈津子
中川美千代 中田真由美 中谷　貴子 林　　叔江
林　　友子 樋口　聖子 藤原　里美 細野恵美子
益田　修次 俣野　晴美 山田美恵子 渡辺智恵子

西京区　定数 （29）当選者 （29）
伊田　明見 井上　　希 大内田恵美子 大西　將美
小川　幸枝 覚　　則江 芝原　　茂 鷹羽　敏子
田中與念子 多和田ゆかり 土家　章子 中田公美子
永田　美恵 中野　道子 西　　郁子 野崎富美枝
橋本　博子 長谷川幸子 初田　昌明 原田　純子
福島千枝美 渕上　公子 松浦　文子 味谷ゆかり
山本　陽子 吉川都資子 吉留　智子 渡邉　久美
渡辺代美子

向日市・長岡京市・大山崎町　定数 （32）当選者 （32）
浅倉　靜代 磯貝　直代 板屋　裕子 井上　正子
今井登美子 今井　信子 今道由紀子 大久保松子
織原由美子 木戸有佳子 黒川由美恵 小林　澄子
齋藤　依子 澤田　厚子 柴田由紀子 谷　きよみ
谷川　住江 谷口佳名子 玉井　啓子 冨井五十鈴
豊田まどか 西村喜代枝 林田　泰子 渕田　瑞希
細川　陽子 前田　範子 増田　潤子 真鍋　宏子
明珍　友香 矢野　琴枝 吉田　恵美 米川　欣子

亀岡市　定数 （15）当選者 （15）
井上　陽子 奥野　本子 樫田　淳子 川上麻夕美
田中　美香 津田　洋江 中川　浩子 並河早生里
西田麻衣子 野々村奈緒 林　　知香 三宅　　愛
村山起久子 六嶋　美香 渡辺　初美

南丹市・京丹波町　定数 （12）当選者 （12）
大谷　淳子 狩野ゆかり 木村　美穂 黒川　正子
崎山美智子 杉本　晃代 西村　　都 登尾まゆみ
森　　陽子 山口美都子 山下　智美 湯浅　倶子

南ブロック
宇治市・宇治田原町　定数 （38）当選者 （38）
浅野　水華 石田　利子 市位　尚子 稲石　昌子
今井　節子 沖田紗世子 奥村　　誓 折尾久美子
可児由美子 上辻　容子 苅田　直美 川邉　佳奈
川村　浩子 桐山　睦子 佐藤あゆみ 澤田　澄江
志岐　初子 島野いづみ 髙林　榮子 髙見　幸子

竹田　圭子 辻本　昌子 鶴村　祐子 峠　　桂子
俊正とし子 波多野香織 林　美奈子 本田　幸美
松宮　由美 丸岡　由子 水谷　千絵 皆本　幸生
武藤　夕香 森岡　陽子 森田　房代 山本美佐子
𠮷村由喜子 力丸　明子

城陽市・久御山町・井手町　定数 （21）当選者 （21）
一守ゆかり 岡本やすよ 木透　節子 木戸脇紀子
倉畑　英里 小島　裕子 古家野三栄子 齊藤志穂美
酒井千津子 田村美智江 辻　　比子 中村　早紀
夏冨　絵里 西山　政子 野田ちゑ子 浜崎　由紀
平尾　エミ 平間　　香 藤本　正美 古川　弘子
村田　匡子

八幡市　定数 （14）当選者 （14）
阿形恵美子 生田　正美 石瀬　邦子 今井　由恵
岡　　ルミ 亀井　三代 楠橋　郁子 熊原　絢子
滝口有希子 谷口百合子 冨ヶ原恭子 西尾都志子
宮崎ふみ子 三好　　英

京田辺市　定数 （14）当選者 （14）
池永小百合 石橋　未英 木下由希子 澤江　恵子
滝本　米子 田中真紀子 中平　依子 西川　清子
深川　　澄 古田　佳子 宮﨑美紀子 宗森かおり
安田　彩子 山田　敏和

木津川市・相楽郡　定数 （27）当選者 （27）
池田　朋以 石橋　妙子 石橋　美絵 市田麻美子
鹿島　裕子 田井　弘美 高橋　俊子 武田　明子
武本めぐみ 津田　晃子 年岡　裕子 中江　和子
長谷部知美 林　　美和 福本　桂子 福森　真知
藤田　忠雄 藤田　有子 堀　　栄子 松島　桂子
松本久美子 村田眞由美 文字友美子 柳原　直美
山口　静子 山本　裕子 吉桑　右迪

両丹ブロック
福知山市　定数 （19）当選者 （19）
芦田　典子 足立　直生 荒砂　藤鹿 池澤　節子
石原真智子 伊東可緒里 大槻　若葉 大西　里絵
岡野真知子 金澤　栄子 川﨑由紀子 桑原澄美恵
渋山　洋子 段野みさ子 出口　淳子 永井　真理
西浜　早織 端野　圭子 森田　雅子

綾部市　定数 （10）当選者 （10）
井田　華奈 上柿　みほ 大槻　知美 川﨑　真実
佐々木京子 杉原　有希 西山　佳代 野間　由紀
水田亜由美 渡辺　洋子

舞鶴市　定数 （20）当選者 （20）
壱岐　澄子 池田美知子 江口　若菜 加島トミノ
金井　和枝 鎌部千津子 木下眞由美 久保　祐子
熊田　和恵 塩見　春美 島本　理穂 田中　景子
田中由多香 仲野久美子 原田まどか 穂住　昌代
松上　芳子 松本　裕絵 山本　弓子 吉田美和子

宮津市・与謝郡　定数 （14）当選者 （14）
秋山　美香 石田由里子 糸井あき子 井戸本敏子
臼井　早苗 金谷美津子 河原　晴美 後藤　未央
小林　公子 小林　　光 細見早百合 本藤ひとみ
三宅万智子 百鳥美智子

京丹後市　定数 （18）当選者 （18）
赤木　京子 麻田　清子 荒田真由美 阿武はるひ
岩﨑　光枝 岡田　玲子 岡本　典子 数多　敏子
川溿　明美 菅生　祥子 多賀野涼子 田中　美幸
谷岡　恵美 戸田　弥生 堀江　祐美 松田こずえ
森戸　幸代 山下きく江

【総代当選者一覧】敬称略・50音順
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