
（五十音順）

北海道支部 （8名）

秋山 也寸史 石川 悠加 高橋 尚明 高橋 弘毅 福家 聡 牧田 比呂仁 三浦 利彦

山下 康次

東北支部 (14名)

今川 英俊 小川 浩正 黒澤 一 上月 正博 佐々木 誠 佐竹 將宏 佐藤 一洋

佐野 正明 菅原 慶勇 高橋 仁美 田坂 定智 田安 義昌 中田 隆文 三塚 由佳

関東支部 (60名)

青木 康弘 赤星 俊樹 熱田 了 阿部 博樹 一和多 俊男 伊藤 玲子 稲垣 武

植木 純 宇津木 光克 浦野 哲哉 海老原 覚 大石 修司 大西 司 小山田 吉孝

桂 秀樹 金子 猛 金子 教宏 沓澤 智子 桑平 一郎 古田島 太 駒瀬 裕子

小山 信一郎 権 寧博 坂尾 誠一郎 佐野 恵美香 佐野 裕子 新海 正晴 杉野 圭史

鈴木 陽一 高橋 和久 高橋 典明 滝口 裕一 竹内 万里子 多田 裕司 田邉 信宏

津島 健司 寺田 二郎 寺本 信嗣 仲村 秀俊 中村 博幸 中村 守男 中山 秀章

中山 雅之 西村 直樹 長谷川 隆一 林 伸一 坂東 政司 久田 剛志 樋野 恵子

堀江 健夫 本間 栄 前野 敏孝 丸岡 秀一郎 水村 賢司 宮川 哲夫 茂木 孝

吉澤 明孝 吉澤 孝之 若林 律子 和田 裕雄

甲信越支部 (14名)

江田 清一郎 大平 徹郎 河西 富彦 菊地 利明 小林 千穂 坂井 邦彦 瀬崎 学

高橋 宏子 高橋 祐介 椿 淳裕 長谷川 雄司 花岡 正幸 藤本 圭作 宮城 芳江

東海支部 (25名)

麻生 裕紀 有薗 信一 安藤 守秀 飯田 有輝 伊藤 理 小川 智也 片岡 健介

加藤 聡之 木村 智樹 久保 貴嗣 小島 英嗣 近藤 康博 齋藤 修平 齊藤 雄二

白木 晶 辻村 康彦 永谷 元基 長谷川 好規 畑地 治 平松 哲夫 平山 晃介

堀 英孝 守川 恵助 横山 俊樹 渡邉 文子

北陸支部 (8名)

飴嶋 慎吾 石塚 全 桑原 勇治 出口 清喜 西 耕一 野々山 忠芳 長谷川 智子

松井 祥子

近畿支部 (35名)

浅井 一久 石川 朗 石原 英樹 今戸 美奈子 小賀 徹 小川 惠美子 小熊 哲也

加藤 元一 北 英夫 栗山 隆信 郷間 厳 酒井 直樹 佐藤 晋 田口 善夫

竹川 幸恵 玉木 彰 陳 和夫 土谷 美知子 坪井 知正 富井 啓介 友田 恒一

中野 恭幸 長尾 大志 西村 善博 西山 理 羽白 高 平井 豊博 福井 基成

福岡 篤彦 南方 良章 室 繁郎 山内 基雄 山本 佳史 吉川 雅則 吉村 千恵

中国･四国支部 (23名)

青江 基 阿部 聖裕 荒川 裕佳子 礒部 威 小幡 賢吾 門脇 徹 金廣 有彦

河崎 雄司 北原 良洋 國近 尚美 関川 清一 谷本 安 中西 徳彦 萩森 康孝

葉久 貴司 濱口 愛 濱田 泰伸 原 祐樹 松永 和人 宮崎 慎二郎 森 由弘

山﨑 昌代 横山 彰仁

九州･沖縄支部 (28名)

朝井 政治 伊井 敏彦 井上 博雅 井本 久紀 江里口 杏平 大池 貴行 金田 瑠美

川山 智隆 北川 知佳 木下 隆 木下 正治 神津 玲 古藤 洋 下川 満美

白仁田 秀一 城石 涼太 高岡 俊夫 田中 貴子 玉城 仁 津田 徹 出川 聡

林 真一郎 比嘉 優子 平田 奈穂美 藤井 一彦 松元 信弘 吉井 千春 吉村 力

代議員選挙当選者（215名）
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