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選挙管理委員会 

委員長 大塚 侊市 

 

代議員・予備代議員立候補者の通知について 

 

第３７期代議員・第３０期予備代議員の選挙につきまして、本日、京都府薬剤師 

会のホームページにおいて、下記の通り立候補者の通知いたします。 

すべての選挙区で、立候補者数が定数内でしたので、無投票当選となり選挙は行 

われません。 

 

記 

 

１．無投票当選となる代議員選挙区の立候補者一覧 

 以下の２３薬剤師会は立候補者が定数と同数で無投票当選となり、投票（選挙）

は行われません。※（ ）は定数、各選挙区における立候補者氏名（業態区分）は

以下の通り。 

 

1 北 （３）   佐原 敏之（病）、三上 泰輝（薬）、小寺 隆幸（薬） 

2 上京（５） 伊村  泰子（薬）、加藤 知子（薬）、美馬 卓人（薬）、 

     吉中 大之（病）、小森 玉緒（病） 

3 左京（７） 中川 直人（薬）、洞谷 建一郎（薬）、藤田 洋司（薬）、 

     鴨井 由加（薬）、深津 祥央（病）、佐藤 和生（病）、 

     本田 篤子（病） 

4 中京（５） 寸田 靖（病）、上野 孝子（薬）、守本 真人（薬）、 

     正井 尚美（薬）、平田 貴大（病） 

5 下京（３） 宮野 晃一（病）、鍵村 和伸（薬）、内藤 恭正（薬） 

6 南 （２）   堀 真紀（病）、石原 順也（薬） 

7 東山（３） 富井 真一（病）、 鈴木 智子（薬）、 竹山 秀一（薬） 

8 山科（５） 櫻井 登代子（病）、樋口 眞宏（病）、髙谷 麻紀（薬） 



     中江 由利子（薬）、海野 憲郎（薬）  

9 伏見（６） 海老池 徳子（薬）、片岡 直美（薬）、山本 尚史（薬） 

     川野 義光（薬）、酒多 正和（薬）、藤枝 英美（薬） 

10 右京（３） 西殿 誠（薬）、野村 真洋（薬）、阿津川 俊介（薬） 

11 西京（４） 伊藤 浩晃（薬）、吉井 雅俊（薬）、橋本 篤典（薬）、 

     万木 滋人（病） 

12 乙訓（３） 中川 浩司（薬）、西川 靖之（病）、玉利 純子（薬） 

13 城南（６） 徳山 洋子（病）、谷川 朱里（薬）、服部 正芳（薬） 

     藤原 由佳（薬）、抱 隆史（病）、相原 由佳子（薬） 

14 綴喜（２） 吉本 孝（病）、本澤 和貴（薬） 

15 相楽（２） 一井 円（薬）、今田 繁夫（病） 

16 南丹（２） 廣瀬 裕之（薬）、藤坂 英史（薬） 

17 福知山（１） 秋田 啓介（薬） 

18 綾部（１） 岡田 留美（薬） 

19 舞鶴（２） 坂根 章彦（薬）、竹田 和也（病） 

20 丹後（１） 濵田 省悟（薬） 

21 製薬・卸（１）齋藤 真奈（卸） 

22 官公庁（１） 半井 達弥（官） 

23 大学（１） 川村 暢幸（大） 

 

 

２．無投票当選となる予備の代議員選挙区の立候補者一覧 

 以下の２３薬剤師会は立候補者が定数と同数で無投票当選となり、投票（選挙）

は行われません。※（ ）は定数、各選挙区における立候補者氏名（業態区分）は

以下の通り。 

 

1 北 （３）   北川 聡子（病）、 小島 一好（薬）、 中西 昭人（薬） 

2 上京（５） 福田 仁（薬）、西 恵子（薬）、白井 秀典（薬）、 

     小川 恭平（病）、 神田  英一郎（病） 

3 左京（７） 谷上 哲平（薬）、 淡野 芳久（病）、 青木 美生（薬）、 

     武田 守（病）、笹原 千聖（病）、瀬野 純平（薬）、 

     阪部 彰浩（薬） 



4 中京（５） 堀 正利（薬）、田中 治美（薬）、東 秀樹（薬）、 

     白石 大理（病）、大野 恵一（病） 

5 下京（３） 結城 知子（病）、淵田 哲之（薬）、今村 常昭（薬） 

6 南 （２）   永田 光拡（薬）、國永 智昭（病） 

7 東山（３） 城尾 秀和（薬）、田上 祐子（病）、石田 尚美（薬） 

8 山科（５） 岡田 悠子（病）、宇野 敦子（病）、黒田 淳子（薬）、 

     山下 忠彦（薬）、渕田 昇吾（薬） 

9 伏見（６） 村山 陽子（薬）、大辻 かおり（薬）、稲田 孝史（薬）、 

     長谷川 祐子（薬）、國枝 一代（薬）、田形 明子（薬） 

10 右京（３） 山口 正太郎（薬）、中島 正明（薬）、山添 圭史（薬） 

11 西京（４） 金田 千砂（病）、 小林 由佳（病）、前川 亜紀子（薬）、 

     片山 翔太（薬） 

12 乙訓（３） 立石 尚子（薬）、林 明仁（病）、四方 勝教（薬） 

13 城南（６） 吉竹 卓也（病）、相田 賢悟（薬）、三島 千尋（薬）、 

     髙橋 一仁（薬）、羽生 恭子（病）、柴垣 晃（薬） 

14 綴喜（２） 片岡 聡（病）、本澤 貴久（薬） 

15 相楽（２） 高岡 美穂（薬）、辻 陽子（病） 

16 南丹（２） 平野 朋和（薬）、中上 達矢（病） 

17 福知山（１） 山本 真世（病） 

18 綾部（１） 森本 勝士（薬） 

19 舞鶴（２） 本河 眞美子（薬）、杉山 喜久（病） 

20 丹後（１） 堀川 利治（薬） 

21 製薬・卸（１）上原 律子（卸） 

22 官公庁（１） 橘 昌利（官） 

23 大学（１） 天ヶ瀬 葉子（大） 


