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ブロック名 選挙区 通称 フリガナ 前・元・新 生年月日 性別 略歴 メディア公開用番号
北海道 北海道第2選挙区 こわだ康文 コワダ　ヤスフミ 新 1970/8/27 47 歳 男性 民間企業勤務後法科大学院修了、行政書士 011-274-1281
東北 宮城県第1選挙区 畠山まさき ハタケヤマ　マサキ 新 1974/3/21 43 歳 男性 元自衛隊医官、整形外科医、発達障がい支援活動 080-6054-6179

埼玉県第4選挙区 あおやぎ仁士 アオヤギ　ヒトシ 新 1978/11/7 38 歳 男性 元国連職員、早稲田大学政経学部卒、米デューク大院卒 070-3180-1107
埼玉県第14選挙区 はたの博 ハタノ　ヒロシ 新 1970/9/20 47 歳 男性 駿河台大学法学部卒、住宅リフォーム業経営 048-872-6692
千葉県第1選挙区 長谷川　豊 ハセガワ　ユタカ 新 1975/8/12 42 歳 男性 フジテレビ出身のフリーアナウンサー 080-3521-3305
千葉県第2選挙区 藤巻けんた フジマキ　ケンタ 新 1983/10/7 33 歳 男性 慶應義塾大学経済学部卒、みずほ銀行出身 047-409-9557
千葉県第6選挙区 星けんたろう ホシ　ケンタロウ 新 1979/12/19 37 歳 男性 元早稲田大学教員、工学博士、維新政治塾一期生 090-4942-5353

神奈川県第6選挙区 くしだ誠一 クシダ　セイイチ 新 1958/6/20 59 歳 男性 弁護士、元法政大学大学院教授 045-212-3327
富山県第1選挙区 吉田豊史 ヨシダ　トヨフミ 前 1970/4/10 47 歳 男性 早稲田大学法学部卒、富山県議会議員2期経て衆議院議員初当選 076-421-5523
長野県第1選挙区 橋本まさゆき ハシモト　マサユキ 新 1980/6/6 37 歳 男性 英国グラスゴー大学大学院修了、維新政治塾第一期生  080-1183-2731
長野県第2選挙区 手塚大輔 テヅカ　ダイスケ 新 1982/12/22 34 歳 男性 長野県総支部幹事長、飲食店経営、成蹊大卒 0263-33-0015

東海 愛知県第10選挙区 スギモトカズミ スギモト　カズミ 元 1960/9/17 57 歳 男性 元衆議院議員（2期）、ハーバード大院修士、元銀行員 0586-75-5507
京都府第3選挙区 森なつえ モリ　ナツエ 新 1981/7/2 36 歳 女性 鹿屋体育大学卒、維新政治塾一期生、元党職員 090-6669-2502
京都府第4選挙区 畑本くにえ ハタモト　クニエ 新 1954/11/23 62 歳 女性 昭和29年京都市生まれ、京都歯科衛生士専門学校卒、会社役員 090-3728-1998
大阪府第1選挙区 井上ひでたか イノウエ　ヒデタカ 前 1971/10/25 45 歳 男性 大阪市港区出身、大阪市会議員3期、衆議院議員2期 06-6763-2752
大阪府第2選挙区 しいき保 シイキ　タモツ 前 1966/7/4 51 歳 男性 党国会対策副委員長、国土交通部会長、元教員 06-6626-4372
大阪府第4選挙区 ミノベテルオ ミノベ　テルオ 新 1961/5/23 56 歳 男性 大阪市議会議員（連続当選4回）、第109代大阪市会議長 06-6351-3088
大阪府第7選挙区 奥下たけみつ オクシタ　タケミツ 新 1975/10/4 41 歳 男性 元内閣総理大臣秘書、元大阪府知事・前大阪市長秘書 090-6208-9629
大阪府第8選挙区 木下智彦 キノシタ　トモヒコ 前 1969/4/30 48 歳 男性 大阪市生まれ、慶應義塾大学商学部卒、党青年局長 080-6164-0305
大阪府第9選挙区 あだち康史 アダチ　ヤスシ 前 1965/10/14 51 歳 男性 京大院修了後経産省入省、党立ち上に参画し衆議院当選二回 080-9124-1180
大阪府第10選挙区 松浪ケンタ マツナミ　ケンタ 前 1971/8/17 46 歳 男性 前衆議院議員、衆議院決算行政監視委員長、政務官等 072-685-7188
大阪府第11選挙区 いとう信久 イトウ　ノブヒサ 前 1964/1/4 53 歳 男性 医学博士、医療法人理事長、大阪大学招聘教授 080-4088-8313
大阪府第12選挙区 藤田文武 フジタ　フミタケ 新 1980/12/27 36 歳 男性 寝屋川市出身、健康関連施設運営会社社長 090-8468-6535
大阪府第13選挙区 青野よしあき アオノ　ヨシアキ 新 1974/5/14 43 歳 男性 大阪維新の会副代表、前大阪府議会議員（3期）、元府議団代表 090-7101-3732
大阪府第14選挙区 谷畑　孝 タニハタ　タカシ 前 1947/1/2 70 歳 男性 党両院議員総会長、厚生労働副大臣、関西大学法学部卒 072-994-5005
大阪府第15選挙区 うらの靖人 ウラノ　ヤスト 前 1973/4/4 44 歳 男性 衆議院内閣委員、衆議院復興特委員、元大阪府議会議員 072-330-6700
大阪府第17選挙区 馬場伸幸 ババ　ノブユキ 前 1965/1/27 52 歳 男性 日本維新の会幹事長、大阪維新の会副代表、第76代堺市議会議長 072-275-3000
大阪府第18選挙区 遠藤たかし エンドウ　タカシ 前 1968/6/6 49 歳 男性 党国対委員長、衆議院議運委員、秋田犬保存会会長 080-5223-6178
大阪府第19選挙区 丸山ほだか マルヤマ　ホダカ 前 1984/1/10 33 歳 男性 東京大学卒、経産省、松下政経塾を経て衆議院議員2期 072-486-0300
兵庫県第1選挙区 梅村さとし ウメムラ　サトシ 新 1975/2/13 42 歳 男性 内科医師、大阪大学医学部卒、元参議院議員 070-3248-9131（10/1～）
兵庫県第3選挙区 まつき秀一郎 マツキ　シュウイチロウ 新 1984/4/10 33 歳 男性 ＳＭＢＣ日興証券勤務、大阪市立大学法学部卒 090-9616-4206
兵庫県第6選挙区 いちむら浩一郎 イチムラ　コウイチロウ 元 1964/7/16 53 歳 男性 元衆議院議員、元国交省大臣政務官、松下政経塾 0797-71-1111
兵庫県第7選挙区 三木けえ ミキ　ケエ 元 1966/7/7 51 歳 女性 元衆議院議員、党県副代表、元三田市議会議員 080-3804-7727
奈良県第1選挙区 よしの忠男 ヨシノ　タダオ 新 1959/4/18 58 歳 男性 早稲田大学法学部卒、北海道大学大学院修了、大阪経済大学教授 090-5046-6885
広島県第2選挙区 はいおか香奈 ハイオカ　カナ 新 1983/6/28 34 歳 女性 元和木町議会議員、広島修道大学同窓会評議員 080-5613-7958
広島県第3選挙区 今枝仁 イマエダ　ジン 新 1970/9/14 47 歳 男性 弁護士法人代表、元東京地検検事、防災士 082-836-5855

四国 愛媛県第2選挙区 西岡あらた ニシオカ　アラタ 元 1973/2/3 44 歳 男性 衆議院議員公設秘書、会社役員、衆議院議員初当選 0898-33-0307
福岡県第4選挙区 かわの正美 カワノ　マサミ 前 1961/6/30 56 歳 男性 党国会議員団幹事長代理、医師、医療法人理事長 092-410-1612

鹿児島県第1選挙区 山之内つよし ヤマノウチ　ツヨシ 元 1981/12/16 35 歳 男性 元衆議院議員、蒲生八幡神社　神職 090-1344-2951
沖縄県第1選挙区 下地ミキオ シモジ　ミキオ 前 1961/8/14 56 歳 男性 元郵政・防災大臣、経産大臣政務官等を歴任 098-866-7603

※原則、小選挙区立候補者は比例代表選挙と重複立候補となります。
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