
代議員＜支部別五十音順＞

○北海道支部（14名）

青木　隆 井関　健 伊藤　慎二 遠藤　泰 木原　章雄 小島　弘幸

小林　道也 桜井　光一 佐藤　美洋 田﨑　嘉一 前仲　勝実 松田　正

宮本　篤 和田　浩二

○東北支部（19名）

井ノ口　仁一 岩渕　好治 大江　知行 押尾　茂 片桐　拓也 加藤　正

久下　周佐 工藤　賢三 佐塚　泰之 関　政幸 丹野　孝一 土井　隆行

徳山　英利 富岡　佳久 永田　清 益見　厚子 松沢　厚 松本　司

山下　俊之

○関東支部（169名）

青山　隆夫 赤瀬　智子 秋澤　宏行 東屋　功 厚田　幸一郎 安部　一豊

荒木　拓也 飯塚　敏美 池谷　裕二 石井　和夫 石坂　隆史 礒濱　洋一郎

一條　秀憲 伊藤　素行 井上　博之 今井　英美 今井　浩孝 今村　亨

碓井　博幸 内田　恵理子 内山　真伸 内呂　拓実 浦野　泰照 遠藤　裕子

大石　美也 大澤　匡範 大朏　和男 大森　清美 大森　栄 岡﨑　真理

岡本　巌 小口　敏夫 小椋　康光 落合　貢司 小野　景義 折井　孝男

恩地　ゆかり 影近　弘之 鍜冶　利幸 片山　志郎 加藤　あずさ 加藤　裕久

川原　正博 川元　博 諫田　泰成 木澤　靖夫 岸野　亨 北川　理

北原　嘉泰 橘髙　敦史 木村　利美 工藤　なをみ 熊谷　嘉人 栗林　尚志

黒木　淳 黒山　政一 慶野　勝幸 小出　隆規 向後　麻里 後藤　一美

木島　孝夫 小林　恒雄 小林　恒文 小林　弥生 小林　雄一 小林　義典

紺谷　圏二 齋藤　直樹 齋藤　望 坂本　武史 佐久間　克也 櫻井　邦弥

佐藤　恭子 佐藤　光利 佐用　哲也 重野　和彦 篠塚　達雄 清水　敏之

榛葉　繁紀 須貝　威 菅原　雄二 杉浦　宗敏 杉田　和幸 杉田　隆

杉田　義昭 杉原　多公通 杉山　重夫 鈴木　聡 鈴木　貴明 鈴木　良治

関根　祐子 瀬田　康生 高木　教夫 田頭　素行 高田　勝利 高田　龍平

高橋　大樹 高橋　たみ子 竹田－志鷹　真由子 田中　信之 田中　光 田辺　光男

塚田　泰且 佃　拓夫 辻　稔 出口　芳春 寺坂　忠嗣 照井　祐一

常盤　広明 登美　斉俊 豊島　聰 長澤　和夫 中島　大輔 中西　郁夫

長光　亨 中村　明弘 南雲　紳史 夏目　秀視 西澤　健司 西村　忠洋

野田　秀俊 袴田　秀樹 袴塚　高志 畠山　勇生 畠山　仁志 籏野　博

花輪　剛久 林　哲男 林　宏行 林　良雄 葉山　達也 原　俊太郎

原口　一広 樋坂　章博 平野　俊彦 平林　淳 深澤　征義 深澤　秀輔

藤田　充成 舟越　亮寛 本城　政稔 本田　雄 本間　真人 牧野　一石

真坂　亙 益山　光一 町田　昌明 松本　健 三浦　ゆり 三澤　日出巳

峯野　知子 宮内　正二 宮崎　智 宮代　博継 村山　琮明 室井　正志

守安　貴子 諸田　隆 安原　眞人 山川　富雄 山口　淳一 山口　雅也

山崎　浩史 山下　純 山田　陽一 山本　康次郎 矢守　隆夫 吉田　泰

米持　悦生



○東海支部（42名）

青山　峰芳 浅井　章良 石川　智久 板井　茂 伊藤　邦彦 井上　靖道

今井　康之 大津　史子 大原　直樹 尾関　哲也 尾上　誠良 川上　純一

菅　敏幸 黒川　洵子 近藤　伸一 佐藤　匡史 鈴木　隆 鈴木　匡

武田　厚司 出屋敷　喜宏 内藤　隆文 永津　明人 並木　徳之 橋本　博

長谷川　洋一 濱島　義隆 林　一彦 樋口　恒彦 樋口　善博 肥田　重明

古野　忠秀 星野　真一 眞鍋　敬 水谷　秀樹 森本　達也 山村　恵子

山村　寿男 山本　秀孝 山本　浩充 湯浅　博昭 吉成　浩一 渡辺　賢二

○北陸支部（14名）

荒川　靖 宇佐見　則行 小谷　明 河村　嘉信 玉井　郁巳 手塚　康弘

藤　秀人 中島　美紀 野村　政明 松尾　淳一 松永　司 水口　峰之

森田　洋行 矢倉　隆之

○近畿支部（65名）

青木　俊二 赤井　周司 赤路　健一 秋葉　聡 天野　富美夫 有澤　光弘

案浦　洋一 石濱　泰 岩川　精吾 上島　悦子 上野　仁 大久保　忠恭

大谷　渡 大野　浩章 岡田　直貴 岡本　正志 小比賀　聡 桂　敏也

金子　周司 川端　健二 北河　修治 木下　健司 河野　武幸 佐久間　信至

佐々木　秀明 白井　隆一 白川　久志 鈴木　健二 鈴木　茂生 世古　卓哉

高須　清誠 竹内　淳 武田　真莉子 竹本　佳司 谷　佳津治 千葉　雅俊

辻川　和丈 辻坊　裕 堤　一弘 堤　康央 土井　光暢 徳山　尚吾　

永井　純也 中川　晋作 中川　貴之 仲西　功 長野　一也 中村　任

中山　和久 中山　隆志 奈邉　健 西川　淳一 橋田　充 畑　貴広

東阪　和馬 平田　收正 藤岡　弘道 前﨑　直容 前田　定秋 宮部　豪人

向　高弘 八木　清仁 山下　富義 和田　昭盛 渡利　彰浩

○中国四国支部（38名）

赤木　玲子 池田　潔 石澤　啓介 石津　隆 上原　孝 大塚　英昭

岡村　信幸 片岡　洋行 加藤　善久 亀井　千晃 葛原　隆 黒田　照夫

佐野　茂樹 塩田　澄子 柴田　和彦 代田　修 千堂　年昭 滝口　祥令

田中　智之 田中　秀治 町支　臣成 坪井　誠二 手嶋　大輔 難波　弘行

野地　裕美 野元　裕 波多野　力 檜垣　和孝 福山　愛保 宮村　充彦

宮本　素行 三好　伸一 森岡　徳光 森川　則文 柳田　玲子 山口　健太郎

山中　浩泰 吉田　昌裕

○九州支部（33名）

浅井　将 荒牧　弘範 有馬　純子 有馬　英俊 安楽　誠 池田　龍二

伊東　弘樹 入江　徹美 王子田　彰夫 大槻　純男 奥村　学 甲斐　広文

椛島　力 神村　英利 仮屋薗　博子 川上　茂 小迫　知弘 齋藤　秀之

城谷　圭朗 武田　泰生 田中　正一 長島　史裕 中原　広道 中村　克徳

能田　均 原武　衛 平山　文俊 藤岡　稔大 丸山　徹 森永　紀



山内　淳史 山口　拓 吉田　成一


