
選挙区 定数 1 2 3 4 5 6 7

本庄 5 坪倉和子 秦　和子 釜田律子 足立和江 野津和子

持田 6 井上延子 福田雅子 加納智恵子 小草久夫 寺本揚子 小川智代子

西川津 5 金井治子 嘉本艶子 古曽志敏郎 宮本教子 菅原健治

東川津 5 山本節子 和田幸子 奥名美紗子 野津嘉千恵 和田幸枝

菅田学園 7 中村保夫 高橋保夫 鈩　陽子 多久和昭代 佐藤智江子 石橋利宣 永江イツコ

城北 5 曽田裕子 神門喜久子 石川和子 宮崎聖美 遠山悦子

法吉 5 小竹原惠美子 江角明枝 小原洋子 辻郁子 福間典子

千酌 6 佐伯一美 大西トメコ 大西富代 青木京子 佐伯貴美子 大西初子

八束 7 橘　幸子 竹谷由紀子 竹谷良子 加納琴子 門脇節子 武志たゆみ 小溝綾美

朝酌 5 岡崎トシ子 吉岡久子 野津昭子 石川サチ子 古藤恵美子

その他の橋北地域 5 大西邦子 松本美保子 秋庭由美 岩見立子 竹谷秋美

大庭 6 高橋美智子 小林一男 合田美津子 廣江久子 須山八洲子 名原早苗

山代 6 板垣幸子 国塚勝子 榊山美恵子 岩田ユキエ 山口郁子 八澤恒子

古志原 6 山中周子 芝原恵子 木村裕美子 恩田尚子 恩田良江 景山不二子

古志原東 6 多久和光子 日野きよ子 宮近百合子 中山冨美子 岩谷和子 多久和素子

古志原西 5 髙杉まもる 家塚恵子 竹下陽子 髙田志保子 山本清美

緑山 5 藤原正康 高原タカコ 錦織博子 後藤芳子 松本都子

八雲東 7 引野幾子 安部恵子 高嶋千代子 大塚清子 岩﨑彦雄 石橋豊 小松正夫

八雲西 5 藤田節子 森山幸子 近藤道江 白鹿政子 安部幸枝

八幡大門 5 鷲見節夫 杠八重子 岩本令子 金森健次 金森弓子

馬潟 5 作野喜代子 広江敏恵 遠藤正枝 須山静恵 大森勲子

矢田青葉台 5 大谷照子 錦織芳子 菅井多美 窪田京子 山本るり子

西まつばら 7 松浦広子 田中宮子 國政工美子 難波和代 堀内節子 神庭文子 楢﨑タミヨ

東まつばら 7 能海吉野 西谷幸子 後藤泰子 石井恵子 藤原榮 石村幸子 二村恵美子

雑賀 7 平野恵子 松本美知子 山根巴 小村幸子 伊藤遺知子 石山惠美子 藤田知恵子

西南 6 佐藤暁一 木下彰宏 伊藤久子 金森サキ子 上野博子 福田正子

乃木第一 4 景野澄江 西村民恵 赤木伴子 平田順子

みつき 6 原紀夫 中谷昭子 岸本芳子 和田照子 熊野智恵子 大石サエコ

中央 5 志谷泰雄 池田孝子 寺本和子 野津里枝 大輝最子

その他の橋南地域 6 山内貴子 松本友子 遠藤敦子 舟木佳夫 足立豊子 松田友子

忌部 5 五十嵐惠子 五十嵐潤 山藤洋子 古川美保子 石橋恵美子

大東 5 光谷公男 佐々木昭雄 内田美代子 落合喜美子 内田英子

海潮 5 岩田雅子 岩田尚 森吉満里子 黒川映子 藤原菊枝

宍道 7 菅野孝基 菅野恭子 勝部弘子 伊藤照子 須田京子 津森整治 柴田美穂

奥出雲 3 高木小夜子 内田スミ子 内田マサノ

出雲郷 7 山根幸子 周藤悦代 野々内祐子 金織豊子 赤木明子 小村勝子 佐伯豊子

揖屋東 6 松本優子 松浦信子 三島美年 恒藤恵美子 越野稔子 越野チヨ子

揖屋南 5 杉原恒貞 森山幸枝 藤田勝美 安達秀子 吉儀恭子

揖屋西 5 畑田千栄子 佐次敏子 山崎満広 小草金子 三島秀子

意東 6 安井文子 一瀬ミネ子 安井徳雄 西山節子 廣江澄子 富田鶴子

安来第1 7 河津美知子 梅田幸子 高村度視子 田口君枝 渡部キミコ 赤井志津枝 服部信子

安来第2 7 細田智子 中村宜子 高橋節子 福間恵美子 野口芳枝 仲佐京子 草壁菊枝

伯太 5 秋間力 森本公子 秋間千枝子 山尾貞雄 原田貴与子

大田 3 渡辺勝治 石橋幸男 田中トシミ

全県区 4 勝部朋子 本多清一 長野悠紀 渡部憲子

合計 250
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