
2022年8月1日
選挙区 会員番号 氏名 フリガナ

1 北海道 050435 大里 俊明 ｵｵｻﾄ ﾄｼｱｷ

2 北海道 050831 ⾧内 俊也 ｵｻﾅｲ ﾄｼﾔ

3 北海道 110437 上山 憲司 ｶﾐﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

4 北海道 120401 木下 学 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ

5 北海道 410568 中山 若樹 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ

6 北海道 530285 藤村 幹 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐｷ

7 北海道 620305 三上 毅 ﾐｶﾐ ﾀｹｼ

8 北海道 620346 三国 信啓 ﾐｸﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ

9 北海道 910192 渡部 寿一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｲﾁ

代議員名簿 （五十音順）

選挙区：北海道



2022年8月1日

選挙区 会員番号 氏名 フリガナ

1 東北 020683 板橋 亮 ｲﾀﾊﾞｼ ﾘｮｳ

2 東北 040073 遠藤 英徳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ

3 東北 050967 大浦 一雅 ｵｵｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ

4 東北 050619 小笠原 邦昭 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｸﾆｱｷ

5 東北 120307 木村 尚人 ｷﾑﾗ ﾅｵﾄ

6 東北 150505 小島 隆生 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｵ

7 東北 220218 清水 宏明 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ

8 東北 220388 新保 淳輔 ｼﾝﾎﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ

9 東北 230293 鈴木 恭一 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｲﾁ

10 東北 250043 園田 順彦 ｿﾉﾀﾞ ﾕｷﾋｺ

11 東北 320252 千田 光平 ﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ

12 東北 350241 富田 泰史 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾌﾐ

13 東北 350123 冨山 誠彦 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻﾋｺ

14 東北 420285 新妻 邦泰 ﾆｲﾂﾞﾏ ｸﾆﾔｽ

15 東北 510443 ⾧谷川 仁 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄｼ

16 東北 710530 矢澤 由加子 ﾔｻﾞﾜ ﾕｶｺ

選挙区：東北

代議員名簿 （五十音順）



2022年8月1日

選挙区 会員番号 氏名 フリガナ

1 関東 010426 赤岩 靖久 ｱｶｲﾜ ﾔｽﾋｻ

2 関東 010364 赤路 和則 ｱｶｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

3 関東 010477 秋山 武紀 ｱｷﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ

4 関東 010236 秋山 久尚 ｱｷﾔﾏ ﾋｻﾅｵ

5 関東 010216 阿久津 二夫 ｱｸﾂ ﾂｷﾞｵ

6 関東 010398 安部 貴人 ｱﾍﾞ ﾀｶﾄ

7 関東 020579 井口 保之 ｲｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ

8 関東 020873 石川 達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

9 関東 910192 井上 智弘 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ

10 関東 020330 岩渕 聡 ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄｼ

11 関東 030180 上坂 義和 ｳｴｻｶ ﾖｼｶｽﾞ

12 関東 030231 上野 祐司 ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ

13 関東 030275 鵜沢 顕之 ｳｻﾞﾜ ｱｷﾕｷ

14 関東 350140 ト部 貴夫 ｳﾗﾍﾞ ﾀｶｵ

15 関東 050763 大石 英則 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ

16 関東 050712 大木 宏一 ｵｵｷ ｺｳｲﾁ

17 関東 050790 大谷 直樹 ｵｵﾀﾆ ﾅｵｷ

18 関東 050935 大宅 宗一 ｵｵﾔ ｿｳｲﾁ

19 関東 051014 小倉 丈司 ｵｸﾞﾗ ﾀｹｼ

20 関東 110284 神谷 達司 ｶﾐﾔ ﾀﾂｼ

21 関東 110628 神谷 雄己 ｶﾐﾔ ﾕｳｷ

22 関東 110500 川島 明次 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾂｸﾞ

23 関東 110346 川俣 貴一 ｶﾜﾏﾀ ﾀｶｶｽﾞ

24 関東 120136 北川 一夫 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ

25 関東 120373 吉川 雄一郎 ｷｯｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

26 関東 120113 木内 博之 ｷﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

27 関東 120169 木村 和美 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

28 関東 130187 栗田 浩樹 ｸﾘﾀ ﾋﾛｷ

29 関東 150421 河野 道宏 ｺｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ

30 関東 150499 神山 信也 ｺｳﾔﾏ ｼﾝﾔ

31 関東 210409 齊藤 延人 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ

代議員名簿 （五十音順）

選挙区：関東



2022年8月1日

代議員名簿 （五十音順）

選挙区：関東

32 関東 220409 清水 立矢 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ

33 関東 220266 城倉 健 ｼﾞｮｳｸﾗ ｹﾝ

34 関東 220389 庄島 正明 ｼｮｳｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ

35 関東 220326 神保 洋之 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ

36 関東 230333 須田 智 ｽﾀﾞ ｻﾄｼ

37 関東 230390 壽美田 一貴 ｽﾐﾀ ｶｽﾞﾀｶ

38 関東 310415 髙橋 愼一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ

39 関東 310663 竹川 英宏 ﾀｹｶﾜ ﾋﾃﾞﾋﾛ

40 関東 311006 田島 洋佑 ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ

41 関東 310996 田中 洋次 ﾀﾅｶ ﾖｳｼﾞ

42 関東 310634 田中 亮太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ

43 関東 310532 玉置 智規 ﾀﾏｷ ﾄﾓﾉﾘ

44 関東 330151 辻 哲也 ﾂｼﾞ ﾃﾂﾔ

45 関東 330085 堤 由紀子 ﾂﾂﾐ ﾕｷｺ

46 関東 350252 土井 宏 ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ

47 関東 350223 徳川 城治 ﾄｸｶﾞﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ

48 関東 410269 中里 良彦 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼﾋｺ

49 関東 410829 ⾧澤 潤平 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

50 関東 410306 永田 栄一郎 ﾅｶﾞﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ

51 関東 420309 西田 陽一郎 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ

52 関東 420251 西山 和利 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ

53 関東 420206 西山 康裕 ﾆｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

54 関東 420174 仁藤 智香子 ﾆﾄｳ ﾁｶｺ

55 関東 510542 畑中 裕己 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ

56 関東 510405 早川 幹人 ﾊﾔｶﾜ ﾐｷﾄ

57 関東 520201 樋口 佳則 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

58 関東 520134 平野 照之 ﾋﾗﾉ ﾃﾙﾕｷ

59 関東 530278 藤本 茂 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

60 関東 610456 前原 健寿 ﾏｴﾊﾗ ﾀｹﾄｼ

61 関東 610390 松丸 祐司 ﾏﾂﾏﾙ ﾕｳｼﾞ

62 関東 610357 丸山 健二 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

63 関東 620421 三木 一徳 ﾐｷ ｶｽﾞﾉﾘ



2022年8月1日

代議員名簿 （五十音順）

選挙区：関東

64 関東 620383 三村 秀毅 ﾐﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ

65 関東 630087 村井 保夫 ﾑﾗｲ ﾔｽｵ

66 関東 630130 村田 英俊 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

67 関東 650127 森本 将史 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

68 関東 710601 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ



2022年8月1日

選挙区 会員番号 氏名 フリガナ

1 中部 010525 荒木 芳生 ｱﾗｷ ﾖｼｵ

2 中部 020878 泉 孝嗣 ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ

3 中部 020444 伊藤 泰広 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

4 中部 020281 岩間 亨 ｲﾜﾏ ﾄｵﾙ

5 中部 030224 内山 尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ

6 中部 040106 榎本 由貴子 ｴﾉﾓﾄ ﾕｷｺ

7 中部 050762 大高 洋平 ｵｵﾀｶ ﾖｳﾍｲ

8 中部 110375 郭 泰彦 ｶｸ ﾔｽﾋｺ

9 中部 910192 菊田 健一郎 ｷｸﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

10 中部 130316 黒住 和彦 ｸﾛｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋｺ

11 中部 130132 黒田 敏 ｸﾛﾀﾞ ｻﾄｼ

12 中部 150648 小林 優也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ

13 中部 210576 齋藤 竜太 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ

14 中部 220474 下畑 享良 ｼﾓﾊﾀ ﾀｶﾖｼ

15 中部 220447 新堂 晃大 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ

16 中部 230246 鈴木 秀謙 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

17 中部 410768 中田 光俊 ﾅｶﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ

18 中部 420318 西堀 正洋 ﾆｼﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ

19 中部 510484 花岡 吉亀 ﾊﾅｵｶ ﾖｼｷ

20 中部 550147 堀内 哲吉 ﾎﾘｳﾁ ﾃﾂﾖｼ

21 中部 610212 間瀬 光人 ﾏｾ ﾐﾂﾋﾄ

22 中部 610343 松本 省二 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

23 中部 620556 見崎 孝一 ﾐｻｷ ｺｳｲﾁ

24 中部 620336 宮地 茂 ﾐﾔﾁ ｼｹﾞﾙ

25 中部 710336 安井 敬三 ﾔｽｲ ｹｲｿﾞｳ

26 中部 710386 山田 健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

27 中部 910129 脇田 英明 ﾜｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ

選挙区：中部

代議員名簿 （五十音順）



2022年8月1日

選挙区 会員番号 氏名 フリガナ

1 近畿 020750 飯田 淳一 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2 近畿 020503 飯原 弘二 ｲｲﾊﾗ ｺｳｼﾞ

3 近畿 020615 石井 暁 ｲｼｲ ｱｷﾗ

4 近畿 020446 伊藤 義彰 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

5 近畿 020558 猪原 匡史 ｲﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ

6 近畿 050870 太田 剛史 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ

7 近畿 050954 大西 宏之 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾕｷ

8 近畿 051096 小川 暢弘 ｵｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ

9 近畿 910192 尾原 知行 ｵﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ

10 近畿 110528 片岡 大治 ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾊﾙ

11 近畿 120394 菊池 隆幸 ｷｸﾁ ﾀｶﾕｷ

12 近畿 120317 貴島 晴彦 ｷｼﾏ ﾊﾙﾋｺ

13 近畿 150333 古賀 政利 ｺｶﾞ ﾏｻﾄｼ

14 近畿 210348 坂口 学 ｻｶｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ

15 近畿 210388 佐々木 勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ

16 近畿 230261 杉江 和馬 ｽｷﾞｴ ｶｽﾞﾏ

17 近畿 310818 髙橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ

18 近畿 310929 高橋 牧郎 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｵ

19 近畿 330162 辻 篤司 ﾂｼﾞ ｱﾂｼ

20 近畿 350208 戸田 弘紀 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ

21 近畿 350130 豊田 一則 ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

22 近畿 350220 豊田 真吾 ﾄﾖﾀ ｼﾝｺﾞ

23 近畿 410530 中尾 直之 ﾅｶｵ ﾅｵﾕｷ

24 近畿 410410 永金 義成 ﾅｶﾞｶﾈ ﾖｼﾅﾘ

25 近畿 410481 中川 一郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ

26 近畿 410604 南都 昌孝 ﾅﾝﾄ ﾏｻﾀｶ

27 近畿 420253 西野 鏡雄 ﾆｼﾉ ｱｷｵ

28 近畿 510272 橋本 弘行 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

29 近畿 520253 平松 亮 ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳ

30 近畿 530373 藤田 敦史 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ

31 近畿 530368 藤中 俊之 ﾌｼﾞﾅｶ ﾄｼﾕｷ

選挙区：近畿

代議員名簿 （五十音順）



2022年8月1日

選挙区：近畿

代議員名簿 （五十音順）

32 近畿 610480 眞木 崇州 ﾏｷ ﾀｶｸﾆ

33 近畿 650204 望月 秀樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

34 近畿 650130 本山 靖 ﾓﾄﾔﾏ ﾔｽｼ

35 近畿 710438 薬師寺 祐介 ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳｽｹ

36 近畿 710362 山上 宏 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾛｼ

37 近畿 710477 山田 圭介 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ

38 近畿 730210 吉田 和道 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐﾁ

39 近畿 730154 吉村 紳一 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

40 近畿 910134 鰐渕 昌彦 ﾜﾆﾌﾞﾁ ﾏｻﾋｺ



2022年8月1日

選挙区 会員番号 氏名 フリガナ

1 中国・四国 020454 井川 房夫 ｲｶﾜ ﾌｻｵ

2 中国・四国 020729 石原 秀行 ｲｼﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ

3 中国・四国 020655 和泉 唯信 ｲｽﾞﾐ ﾕｲｼﾝ

4 中国・四国 050380 大上 史朗 ｵｵｳｴ ｼﾛｳ

5 中国・四国 110644 兼松 康久 ｶﾈﾏﾂ ﾔｽﾋｻ

6 中国・四国 110518 川西 正彦 ｶﾜﾆｼ ﾏｻﾋｺ

7 中国・四国 120252 岐浦 禎展 ｷｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

8 中国・四国 210493 坂本 誠 ｻｶﾓﾄ ﾏｺﾄ

9 中国・四国 910192 高木 康志 ﾀｶｷﾞ ﾔｽｼ

10 中国・四国 310940 瀧川 洋史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

11 中国・四国 350136 徳永 浩司 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ

12 中国・四国 450076 野村 栄一 ﾉﾑﾗ ｴｲｲﾁ

13 中国・四国 520203 菱川 朋人 ﾋｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ

14 中国・四国 550104 細見 直永 ﾎｿﾐ ﾅｵﾋｻ

15 中国・四国 550143 堀江 信貴 ﾎﾘｴ ﾉﾌﾞﾀｶ

16 中国・四国 710344 八木田 佳樹 ﾔｷﾞﾀ ﾖｼｷ

17 中国・四国 710571 安原 隆雄 ﾔｽﾊﾗ ﾀｶｵ

18 中国・四国 710425 山崎 文之 ﾔﾏｻｷ ﾌﾐﾕｷ

19 中国・四国 710566 山下 徹 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ

20 中国・四国 910148 渡邊 英昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

代議員名簿 （五十音順）

選挙区：中国・四国



2022年8月1日

選挙区 会員番号 氏名 フリガナ

1 九州 010324 吾郷 哲朗 ｱｺﾞｳ ﾃﾂﾛｳ

2 九州 010469 安部 洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ

3 九州 010278 荒川 修治 ｱﾗｶﾜ ｼｭｳｼﾞ

4 九州 010508 有村 公一 ｱﾘﾑﾗ ｺｳｲﾁ

5 九州 050808 大田 元 ｵｵﾀ ﾊｼﾞﾒ

6 九州 050375 大星 博明 ｵｵﾎﾞｼ ﾋﾛｱｷ

7 九州 050948 大森 雄樹 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ

8 九州 120187 北園 孝成 ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｶﾅﾘ

9 九州 910192 小林 広昌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ

10 九州 230180 杉森 宏 ｽｷﾞﾓﾘ ﾋﾛｼ

11 九州 310966 竹本 光一郎 ﾀｹﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ

12 九州 330177 辻野 彰 ﾂｼﾞﾉ ｱｷﾗ

13 九州 350225 時村 洋 ﾄｷﾑﾗ ﾋﾛｼ

14 九州 410462 中垣 英明 ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ

15 九州 410446 中島 誠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺﾄ

16 九州 410591 中溝 玲 ﾅｶﾐｿﾞ ｱｷﾗ

17 九州 510336 波多野 武人 ﾊﾀﾉ ﾀｹﾄ

18 九州 510564 花谷 亮典 ﾊﾅﾔ ﾘｮｳｽｹ

19 九州 520142 広畑 優 ﾋﾛﾊﾀ ﾏｻﾙ

20 九州 610403 松尾 孝之 ﾏﾂｵ ﾀｶﾕｷ

21 九州 610271 松岡 秀樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ

22 九州 650172 森岡 基浩 ﾓﾘｵｶ ﾓﾄﾋﾛ

23 九州 730325 吉本 幸司 ﾖｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ

24 九州 910186 湧川 佳幸 ﾜｸｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ

25 九州 910151 和田 邦泰 ﾜﾀﾞ ｸﾆﾔｽ

選挙区：九州

代議員名簿 （五十音順）


