
2018年4月13日

2018年度総代が次の方々に決まりました。（敬称略）
総代選挙規約第10条に基づき、当選人の氏名を公告いたします。
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木太東 吉田　えり子 檀紙 亀井　みな 丸亀東 松尾　美香子 浅野大野 紙本　真弓 津田 森髙　小百合 詫間 組橋　五十鈴 坂出南部 永井　美登里 琴平 鈴木　恵美子

木太東 西山　一美 檀紙 山下　みさと 丸亀東 宮武　直子 浅野大野 山路　愛子 津田 本澤　美智子 詫間 大下　富美子 坂出南部 新池　麻衣子 琴平 臼杵　美穂子

木太東 宮原　千代 檀紙 篠丸　一恵 丸亀東 平下　洋子 浅野大野 天雲　久美子 津田 藤井　麗子 詫間 山口　美恵 坂出南部 森髙　明美 琴平 篠原　睦子
木太東 森　良子 檀紙 近藤　みどり 丸亀東 松下　孝江 浅野大野 加藤　美紀 津田 荒木　光恵 詫間 片岡　芙美子 坂出南部 川﨑　陽子 琴平 菊池　津由美

木太東 宮澤　由紀子 紫雲 佐伯　美穂 丸亀東 田羅間　満里子 浅野大野 山田　邦子 津田 木村　節子 詫間 谷渕　則子 坂出南部 藤本　浩子 琴平 後藤　明美
木太東 山田　恵子 紫雲 合田　佳代子 丸亀東 福崎　秀美 浅野大野 十河　富美子 長尾 平野　直子 詫間 鈴木　幸子 坂出南部 天竺　菊江 仲南 秋山　佐和子

木太東 吉田　典子 紫雲 高橋　愛子 丸亀西 熊倉　和子 浅野大野 越智　久子 長尾 三井　早苗 三野 関　雅美 坂出南部 大澤　知恵 仲南 斉藤　幸枝
木太北 山下　陽子 紫雲 大浦　早都子 丸亀西 大西　恵美子 仏生山 石川　亜衣 長尾 森永　光代 三野 香川　愛子 坂出東部 池西　明日香 仲南 秋山　宏弥
木太北 田村　和恵 紫雲 中村　朱美 丸亀西 村尾　真理子 仏生山 若林　誉代 長尾 竹嶋　真理 三野 山本　鈴子 坂出東部 日隅　ゆかり 仲南 増田　涼子
木太北 太田　昭子 紫雲 横井　孝子 丸亀西 松原　洋子 仏生山 林　千代美 長尾 本野　イツ子 三野 山本　真砂美 坂出東部 舘野　佐永子 まんのう 宝智　栄子
木太北 太田　裕美 紫雲 小山　恵美子 丸亀西 武田　匡代 仏生山 田中　加苗 長尾 川原　典子 三野 綾　浩恵 坂出東部 盛川　ひとみ まんのう 今田　千賀子

木太北 澤田　尚子 亀阜 檀原　万里子 丸亀西 三好　幸子 仏生山 大原　玲子 造田 横井　久子 仁尾 森　真喜子 坂出東部 浜崎　淳子 まんのう 森　幹子
木太北 安藤　美紀 亀阜 山本　紀子 丸亀西 脇　さゆり 多肥 北條　久美子 造田 山下　節子 仁尾 喜田　栄子 坂出東部 小松　純子 まんのう 平田　七枝
木太北 下浦　有紀子 亀阜 岡田　富士子 丸亀北 濱田　基洋子 多肥 土草　美香 造田 富田　真由美 仁尾 前田　澄栄 坂出西部 藤田　悦子 まんのう 貞廣　裕子
木太南 石原　桂子 亀阜 渡辺　具仁子 丸亀北 高木　明美 多肥 髙嶋　恵理 丹生 六車　幸子 仁尾 中井　美智代 坂出西部 廣田　佐織 まんのう 柴田　光代
木太南 森　悦子 亀阜 中越　知香 丸亀北 川西　美帆 多肥 鉢峯　美保子 丹生 池田　秀子 高瀬 豊嶋　洋子 坂出西部 津山　久美子 まんのう 上里　八重子

木太南 平畑　きよみ 亀阜 木本　孝子 丸亀北 左達　恵実 多肥 江口　訓子 丹生 宮脇　陽子 高瀬 羽野　和子 坂出西部 前場　澄香 善通寺東 矢野　貴代
木太南 坂口　睦美 新北･浜ノ町 中矢　三奈 丸亀北 岡本　京子 多肥 宮住　美加 丹生 三好　富美子 高瀬 西谷　尚子 坂出西部 津山　京子 善通寺東 塩野　涼子
木太南 藤田　佳子 新北･浜ノ町 村上　須賀子 土器 芳村　千津子 多肥 山本　歩 白鳥 海面　悦子 高瀬 琢磨　紀子 坂出西部 田邉　淑美 善通寺東 小山　真由香

木太南 児山　敦子 新北･浜ノ町 秋山　真貴子 土器 石川　靖子 川島・前田 久保　清子 白鳥 山本　洋子 高瀬 真鍋　千晴 坂出林田 髙木　美知代 善通寺東 松浦　綾子
古高松 山本　琴巳 新北･浜ノ町 加藤　俊子 土器 永池　弓子 川島・前田 三好　敏子 白鳥 槌本　恵子 高瀬 中西　英理子 坂出林田 渡邉　幸子 善通寺東 増田　典子
古高松 水野　肇子 新北･浜ノ町 小山　英子 土器 山口　幸子 川島・前田 野崎　聖子 白鳥 桑島　美香 高瀬 岩原　光江 坂出林田 泉　淳子 善通寺東 髙橋　郁
古高松 藤井　真里 新北･浜ノ町 入星　正美 土器 大塚　有加里 川島・前田 三好　文子 白鳥 松田　鈴代 豊中 山本　恵美 坂出林田 東山　多加代 善通寺東 久保田　真美子

古高松 高橋　与子 新北･浜ノ町 村井　朱美 土器 越田　悦子 川島・前田 平野　和子 白鳥 松村　惠子 豊中 豊田　真佐子 坂出林田 宮下　フミヨ 善通寺西 有信　和子
古高松 岩本　和代 香西 大塚　恵子 土器 江川　美樹 川島・前田 田畑　久美子 大川 大山　福子 豊中 細川　まり代 坂出林田 豊田　喜久代 善通寺西 北條　幸世
古高松 花川　佐知子 香西 若洲　佐惠子 飯野 横田　秀子 川島・前田 松田　由美 大川 森永　紀代美 豊中 田井　美津子 坂出府中 山本　正代 善通寺西 黒木　滋子
古高松 小道　ゆか 香西 三瀬　知子 飯野 福濱　直子 川添・林 久保　真子 大川 頼富　美栄子 豊中 長田　正江 坂出府中 岡野　敬子 善通寺中央 山下　ユリ
檀ノ浦 多田　聖子 香西 山田　ひろみ 飯野 三浦　徒貴子 川添・林 髙橋　幸枝 大川 茶円　和子 豊中 馬渕　澄子 坂出府中 水本　朋子 善通寺中央 手束　浩子
檀ノ浦 吉岡　久美子 香西 久保　恵理子 飯野 簗瀬　朝美 川添・林 大田　敏江 寒川 藤田　尚子 観音寺北 並川　清子 坂出府中 大塚　末美 善通寺中央 北野　美佳子

檀ノ浦 三宅　知代子 香西 磯﨑　千鶴 丸亀南 宮川　雅美 川添・林 吉原　かをる 寒川 藤井　幸子 観音寺北 岡田　利江 坂出府中 吉井　美恵子 善通寺中央 川﨑　かつ子

古高松南 中野　明子 香西 浅田　史子 丸亀南 滝井　泉 川添・林 小林　真理子 寒川 玉木　道子 観音寺北 井上　由美子 坂出府中 楠井　いづみ 善通寺中央 中野　恵美子

古高松南 阿部　美帆子 鬼無 河野　洋子 丸亀南 後藤　恵子 川添・林 曽我部　かおり 寒川 杉浦　伊登江 観音寺北 久保　和子 坂出中央 水尾　敬子 善通寺中央 近藤 令子
古高松南 西本　明美 鬼無 藤本　慶子 丸亀南 島　美知子 川添・林 別役　佳香 三本松 石原　幸代 観音寺北 高橋　恵美子 坂出中央 中村　美栄 善通寺中央 保科　友恵
古高松南 薦田　雅子 鬼無 木内　敬子 丸亀南 塩田　冨士雄 三木平井 辻　圭李 三本松 平尾　千恵子 観音寺北 福岡　喜代子 坂出中央 德田　香織 多度津東 中北　貴美子

古高松南 平尾　節子 鬼無 竹内　星乃 丸亀南 安藤　舞 三木平井 山下　望 三本松 宮脇　恵 観音寺北 吉田　千恵子 坂出中央 東原　愛子 多度津東 桜井　晴代
屋島 青木　敏子 鬼無 常盤　弘子 丸亀南 山本　とも美 三木平井 石塚　 佐代子 三本松 山﨑　裕子 観音寺南 大矢　環 坂出中央 藤田　美加 多度津東 川淵　理恵子

屋島 瀬尾　明子 下笠居 丸山　知子 郡家 深来　久美子 三木平井 岡本　久美子 引田 安倍　美香 観音寺南 平木　亜矢子 坂出中央 田中　かよ子 多度津東 葛石　京子
屋島 安藤　友子 下笠居 横関　朋子 郡家 中川　幸江 三木平井 丸山　孝子 引田 植田　慶 観音寺南 大矢　知津子 宇多津 山田　和子 多度津東 矢野　久美子

屋島 中村　真由美  下笠居 原田　照子 郡家 神田　三千子 三木平井 十川　美智子 引田 山本　信子 観音寺南 高谷　弘美 宇多津 中野　美和子 多度津東 田中　美由紀

屋島 宮本　貴子 下笠居 児玉　美智子 郡家 高石　享子 三木平井 宮内　直子 引田 板嶋　君恵 観音寺南 篠原　秀子 宇多津 立町　美智子 多度津東 矢野　美咲
屋島 平岡　浩子 下笠居 大西　操 郡家 豊嶋　理加 三木南 白井　三起世 志度東 白川　トミ子 観音寺南 齋藤　由紀子 宇多津 戸松　美千代 多度津西 新開　敬子
屋島 飯干　加根美 下笠居 川田　文江 郡家 安宅　満希子 三木南 原中　富美代 志度東 藤目　知子 観音寺南 船場　愛子 宇多津 山分　美恵子 多度津西 古谷　由紀子

屋島西 白石　宏美 弦打 千葉　幸子 郡家 桒原　亜弥美 三木南 三好　久代 志度東 多田　美雪 豊浜 横内　晶子 宇多津 大福　律子 多度津西 高島　有紀子

屋島西 濱田　千晶 弦打 野﨑　美知子 飯山 佐々原　壽賀子 三木南 松家　ひとみ 志度東 川上　キヨ子 豊浜 三木　厚子 宇多津 木下　恭子 多度津西 長谷川　仁美

屋島西 山田　雅美 弦打 木本　千都 飯山 福永　美江 三木南 沼田　紀子 志度東 山下　まゆり 豊浜 田中　久代 綾川 田谷　真理 多度津西 金﨑　さつき
屋島西 恩村　梨恵 弦打 清水　まり子 飯山 城﨑　廣子 三木南 太田　ツヤ子 志度東 石川　千代栄 豊浜 髙木　由紀子 綾川 岡田　豊美
屋島西 岡　美保 弦打 森　秀美 飯山 髙木　由貴子 三木南 大沢　愛子 志度 伊沢　従子 山本 片桐　陽子 綾川 奴賀　佐和子

屋島西 藤井　稲子 弦打 平井　知子 飯山 深川　久美 高松南 細井　美代子 志度 広瀬　春代 山本 大西　幸子 綾川 伊賀　由起
屋島西 阿守　恵理 弦打 鈴木　津矢子 飯山 森下　由貴 高松南 佃　美香 志度 岩田　良子 大野原 高橋　千秋 綾川 高橋　梓
牟礼 岡本　寿美子 鶴尾 細川　郁子 飯山 西山　智美 高松南 濱田　有里 志度 小田　千鶴子 大野原 久保　トヨ子 綾川 井脇　麻衣
牟礼 吉村　仁美 鶴尾 河野　れい子 綾歌 藤井　則子 高松南 武岡　純子 志度 楊盧木　幸子 大野原 福山　孝代 綾川 大久保　仁美

牟礼 花岡　良重 鶴尾 新名　美保子 綾歌 塚原　豊子 高松南 津田　知重美 志度 吉野　信子 大野原 岡田　佐智子

牟礼 竹島　宣子 鶴尾 樋口　由美子 綾歌 金重　美智子 高松南 池田　貴美子 志度 滝　艶子 大野原 合田　京子
牟礼 渡邊　邦子 鶴尾 吉村　とよ子 綾歌 穐山　恵 高松南 黒川　三由紀 財田 細川　登志美

牟礼 佐藤　美織 市内東・花園 釋地　明子 綾歌 佐藤　香恵 一宮 小野坂　一美 財田 矢野　真由美

牟礼 大熊　明子 市内東・花園 小原　牧子 綾歌 福家　栄里子 一宮 立川　真美 観音寺東 斎藤　章子
大町 三枝　美鈴 市内東・花園 佐藤　加代子 綾歌 香川　玲子 一宮 松川　優子 観音寺東 橋本　葉子
大町 福森　紗希 市内東・花園 小竹　京子 一宮 平岡　紀子 観音寺東 三宅　美代子

大町 大島　嘉子 市内東・花園 鴨田　由美子 一宮 大谷　加代 観音寺東 山本　加代子

大町 黒田　早織 市内東・花園 田中　裕子 一宮 松本　知子 観音寺東 三野　加代子

大町 濱中　朋子 市内東・花園 山下　美砂子 一宮 木村　恵美 観音寺東 斉藤　厚代
大町 髙原　由利子 栗林 日笠　弥代恵 円座 溝渕　壽子 観音寺東 石川　智代子

大町 姉川　西希 栗林 天雲　寛子 円座 土居　幸
庵治 野嶋　奈津紀 栗林 六車　明子 円座 安部　恵子
庵治 上野　弘枝 栗林 井上　純子 円座 和田　智英美

庵治 新上　泉 栗林 今田　幸江 円座 佐々木　紀子

庵治 木村　亜矢子 栗林 大林　清子 円座 田窪　朱美
中央 川地　あおい 栗林 藤沢　多香美 川岡 多田　喜久子

中央 植田　美砂子 国分寺北 野田　千紘 川岡 福井　晴代
中央 綛谷　千恵子 国分寺北 白井　有里 川岡 山下　有加
中央 池田　幸子 国分寺北 川染　好美 
太田上下 村尾　和美 国分寺北 都留　潮美
太田上下 畑　初子 国分寺北 品地　由美子

太田上下 中井　こずえ 国分寺北 長谷　光代 
太田上下 高橋　麻貴 国分寺北 高畑　明季
太田上下 岸田　由起 国分寺南 宮竹　照代
太田上下 五藤　寿美 国分寺南 渡辺　由香里

太田上下 立山　景子 国分寺南 谷口　美子
太田北西 中田　千絵 国分寺南 寺谷　恭子
太田北西 二宮　明子 国分寺南 辻村　節子
太田北西 船田　幸恵 国分寺南 谷本　盟子
太田北西 三宅　利江 国分寺南 植田　博子
太田北西 山田　里奈 小豆島 中川　むつ子

太田北西 松村　貴美子 小豆島 上川　祥代
太田北西 大橋　真理 小豆島 森岡　貞江

小豆島 丸山　ちづる

小豆島 中村　千代美

小豆島 片山　美紀
小豆島 市坂　千恵
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