
【公認】

北海道 札幌市議会議員選挙 札幌市東区 小和田 康文 こわだ やすふみ 男性 新 昭和45年8月27日

北海道 札幌市議会議員選挙 札幌市豊平区 坂元 倫孝 さかもと みちたか 男性 新 昭和42年9月5日

北海道 札幌市議会議員選挙 札幌市北区 中川 貴大 なかがわ たかひろ 男性 新 平成4年12月4日

北海道 函館市議会議員選挙 函館市 森川 嘉和 もりかわ よしかず 男性 新 昭和49年4月26日

北海道 帯広市議会議員選挙 帯広市 飛田 繁 とびた しげる 男性 新 昭和28年10月4日

茨城県 龍ヶ崎市議会議員選挙 龍ケ崎市 小野村 節 おのむら たかし 男性 新 昭和38年2月11日

茨城県 龍ヶ崎市議会議員選挙 龍ケ崎市 中屋敷 英一 なかやしき ひでかず 男性 新 昭和52年11月23日

茨城県 北相馬郡利根町議会議員選挙 北相馬郡利根町 新井 邦弘 あらい くにひろ 男性 現 昭和33年5月17日

千葉県 市川市議会議員選挙 市川市 堀内 伸悟 ほりうち しんご 男性 新 昭和38年12月2日

千葉県 船橋市議会議員選挙 船橋市 小村 貴司 こむら たかし 男性 新 昭和49年6月3日

千葉県 習志野市議会議員選挙 習志野市 市瀨 健治 いちのせ けんじ 男性 元 昭和24年8月16日

神奈川県 横浜市議会議員選挙 横浜市金沢区 浅川 義治 あさかわ よしはる 男性 元 昭和43年2月23日

神奈川県 横浜市議会議員選挙 横浜市港北区 串田 久子 くしだ ひさこ 女性 元 昭和40年10月20日

神奈川県 横浜市議会議員選挙 横浜市栄区 斎藤 紗綾 さいとう さや 女性 新 昭和52年10月31日

神奈川県 横浜市議会議員選挙 横浜市旭区 末本 さおり すえもと さおり 女性 新 昭和48年7月16日

神奈川県 横浜市議会議員選挙 横浜市戸塚区 高柳 栄 たかやなぎ さかえ 男性 新 昭和28年6月19日

神奈川県 横浜市議会議員選挙 横浜市港南区 山田 桂一郎 やまだ けいいちろう 男性 現 昭和38年7月12日

神奈川県 横浜市議会議員選挙 横浜市鶴見区 山本 義隆 やまもと よしたか 男性 新 昭和36年2月5日

神奈川県 川崎市議会議員選挙 川崎市高津区 廣井 竣 ひろい しゅん 男性 新 平成3年9月14日

神奈川県 大和市議会議員選挙 大和市 三枝 修 さえぐさ おさむ 男性 元 昭和29年8月17日

東京都 千代田区議会議員選挙 千代田区 山田 千洋 やまだ ちひろ 女性 新 昭和36年8月10日

東京都 中央区議会議員選挙 中央区 白須 夏 しらす なつ 女性 新 昭和41年7月28日

東京都 港区議会議員選挙 港区 赤坂 大輔 あかさか だいすけ 男性 現 昭和46年11月5日

東京都 新宿区議会議員選挙 新宿区 藤川 隆史 ふじかわ たかし 男性 現 昭和31年9月3日

東京都 江東区議会議員選挙 江東区 室達 康宏 むろたつ やすひろ 男性 新 昭和55年6月4日

東京都 品川区議会議員選挙 品川区 松本 常広 まつもと ときひろ 男性 新 昭和56年10月2日

東京都 目黒区議会議員選挙 目黒区 松田 哲也 まつだ てつや 男性 現 昭和40年1月24日

東京都 大田区議会議員選挙 大田区 三沢 清太郎 みさわ せいたろう 男性 現 昭和46年10月15日

東京都 世田谷区議会議員選挙 世田谷区 稗島 進 ひえしま すすむ 男性 新 昭和52年3月19日

東京都 豊島区議会議員選挙 豊島区 種村 清隆 たねむら きよたか 男性 新 昭和29年10月7日

東京都 北区議会議員選挙 北区 吉田 桂介 よしだ けいすけ 男性 新 平成4年8月27日

東京都 板橋区議会議員選挙 板橋区 石橋 真道 いしばし まさみち 男性 新 昭和45年2月17日

東京都 練馬区議会議員選挙 練馬区 山田 一義 やまだ かずよし 男性 現 昭和41年1月26日

東京都 足立区議会議員選挙 足立区 口石 竜三 くちいし りゅうぞう 男性 新 昭和44年5月15日

東京都 三鷹市議会議員選挙 三鷹市 吉沼 徳人 よしぬま のりと 男性 元 昭和21年9月10日

東京都 調布市議会議員選挙 調布市 澤井 慧 さわい けい 男性 新 昭和58年8月2日

東京都 多摩市議会議員選挙 多摩市 藤條 尭之 とうじょう たかゆき 男性 現 昭和56年12月7日

富山県 富山県議会議員選挙 富山市第1選挙区 木村 隆志 きむら たかし 男性 新 昭和45年5月7日

愛知県 愛知県議会議員選挙 名古屋市緑区 奥田 真理 おくだ まり 女性 新 昭和58年6月16日

愛知県 一宮市議会議員選挙 一宮市 後藤 美由紀 ごとう みゆき 女性 新 昭和45年8月20日

愛知県 岩倉市議会議員選挙 岩倉市 水野 忠三 みずの ただみ 男性 新 昭和46年2月24日

滋賀県 大津市議会議員選挙 大津市 河村 浩史 かわむら ひろし 男性 現 昭和57年2月13日

京都府 京都府議会議員選挙 京都市伏見区 上倉 淑敬 かみくら きよゆき 男性 現 昭和51年2月12日

京都府 京都府議会議員選挙 京都府八幡市 中嶋 秀樹 なかじま ひでき 男性 新 昭和46年5月20日

京都府 京都市議会議員選挙 京都市左京区 宇佐美 賢一 うさみ けんいち 男性 現 昭和45年10月11日

京都府 京都市議会議員選挙 京都市伏見区 久保田 正紀 くぼた まさき 男性 新 昭和55年2月4日

京都府 京都市議会議員選挙 京都市右京区 胡内 大輔 こうち だいすけ 男性 現 昭和55年8月10日

京都府 京都市議会議員選挙 京都市中京区 澤田 長利 さわだ ながとし 男性 新 昭和40年12月27日

京都府 京都市議会議員選挙 京都市北区 菅谷 浩平 すがや こうへい 男性 現 昭和61年9月19日

京都府 京都市議会議員選挙 京都市南区 中村 美貴 なかむら よしたか 男性 新 平成1年7月8日

京都府 宇治市議会議員選挙 宇治市 秋月 新治 あきづき しんじ 男性 現 昭和27年3月10日

京都府 八幡市議会議員選挙 八幡市 山口 克浩 やまぐち かつひろ 男性 現 昭和49年9月12日

京都府 木津川市議会議員選挙 木津川市 高味 孝之 こうみ たかし 男性 現 昭和32年5月1日
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兵庫県 兵庫県議会議員選挙 宝塚市 門 隆志 かど たかし 男性 現 昭和42年3月24日

兵庫県 兵庫県議会議員選挙 明石市 岸口 実 きしぐち みのる 男性 元 昭和39年7月7日

兵庫県 兵庫県議会議員選挙 姫路市 住吉 寛紀 すみよし ひろき 男性 現 昭和60年1月24日

兵庫県 兵庫県議会議員選挙 三田市 関口 正人 せきぐち まさひと 男性 現 昭和33年1月24日

兵庫県 兵庫県議会議員選挙 神戸市西区 高橋 充広 たかはし みつひろ 男性 現 昭和32年1月27日

兵庫県 兵庫県議会議員選挙 尼崎市 徳安 淳子 とくやす じゅんこ 女性 現 昭和37年1月15日

兵庫県 兵庫県議会議員選挙 西宮市 中野 郁吾 なかの ゆうご 男性 現 昭和58年1月6日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市垂水区 浅倉 南 あさくら みなみ 女性 新 昭和40年1月10日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市兵庫区 大西 勝一 おおにし かついち 男性 新 昭和44年12月12日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市灘区 川口 賢 かわぐち まさる 男性 新 昭和56年8月24日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市西区 黒田 武志 くろだ たけし 男性 現 昭和50年5月30日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市垂水区 佐藤 町子 さとう まちこ 女性 新 昭和40年12月23日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市須磨区 住本 一礼 すみもと かずのり 男性 現 昭和41年4月8日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市東灘区 外海 開三 そとみ かいぞう 男性 現 昭和45年1月8日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市西区 高橋 稔枝 たかはし としえ 女性 現 昭和35年5月8日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市長田区 長澤 淳一 ながさわ じゅんいち 男性 新 昭和33年8月3日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市中央区 三木 慎二郎 みき しんじろう 男性 現 昭和48年10月20日

兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市北区 山本 憲和 やまもと のりかず 男性 現 昭和50年11月16日

兵庫県 姫路市議会議員選挙 姫路市 大西 陽介 おおにし ようすけ 男性 現 昭和40年4月2日

兵庫県 姫路市議会議員選挙 姫路市 竹中 由佳 たけなか　 ゆか 女性 新 昭和57年5月1日

兵庫県 明石市議会議員選挙 明石市 有野 光洋 ありの みつひろ 男性 新 昭和55年8月8日

兵庫県 明石市議会議員選挙 明石市 筒泉 寿一 つついずみ ひさかず 男性 新 昭和60年3月13日

兵庫県 西宮市議会議員選挙 西宮市 多田 裕 ただ　 ひろし 男性 新 昭和58年10月16日

兵庫県 西宮市議会議員選挙 西宮市 福井 浄 ふくい きよし 男性 現 昭和40年1月18日

兵庫県 西宮市議会議員選挙 西宮市 脇田 周和 わきた のりかず 男性 現 昭和56年10月24日

兵庫県 芦屋市議会議員選挙 芦屋市 大原 裕貴 おおはら ゆうき 男性 現 昭和59年2月8日

兵庫県 伊丹市議会議員選挙 伊丹市 安藤 なの香 あんどう なのか 女性 新 昭和61年3月13日

兵庫県 伊丹市議会議員選挙 伊丹市 齊藤 真治 さいとう しんじ 男性 元 昭和35年12月27日

兵庫県 宝塚市議会議員選挙 宝塚市 村松 杏奈 むらまつ あんな 女性 新 昭和63年1月21日

奈良県 奈良県議会議員選挙 生駒市 佐藤 光紀 さとう みつのり 男性 現 昭和49年9月3日

奈良県 奈良県議会議員選挙 奈良市・山辺郡 中川 崇 なかがわ たかし 男性 現 昭和60年12月10日

奈良県 大和高田市議会議員選挙 大和高田市 森本 尚順 もりもと たかのり 男性 現 昭和41年7月19日

奈良県 大和郡山市議会議員選挙 大和郡山市 関本 真樹 せきもと まさき 男性 新 昭和56年2月5日

奈良県 桜井市議会議員選挙 桜井市 小西 誠次 こにし せいじ 男性 新 昭和42年4月2日

和歌山県 和歌山市議会議員選挙 和歌山市 中庄谷 孝次郎 なかしょうや こうじろう 男性 新 平成4年6月1日

和歌山県 和歌山県議会議員選挙 和歌山市 林 隆一 はやし りゅういち 男性 新 昭和37年12月9日

福岡県 福岡市議会議員選挙 福岡市中央区 新開 崇司 しんかい たかし 男性 新 昭和46年4月10日

鹿児島県 鹿児島県議会議員選挙 鹿児島市・鹿児島郡 山之内 毅 やまのうち つよし 男性 新 昭和56年12月16日

【推薦】

愛知県 江南市議会議員選挙 江南市 田村 徳周 たむら のりちか 男性 新 昭和52年1月30日

滋賀県 大津市議会議員 大津市 原田 豪 はらだ ごう 男性 新 昭和51年10月31日
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