
【公認】

都道府県 選挙名 選挙区 氏 名 性別
現・元
新 生年月日

北海道 北海道議会議員選挙 札幌市手稲区 丸岡 伸幸 まるおか のぶゆき 男性 新 昭和46年2月25日
北海道 札幌市議会議員選挙 札幌市中央区 竹腰 敏幸 たけこし としゆき 男性 新 昭和46年12月6日
茨城県 牛久市議会議員選挙 牛久市 長田 麻美 おさだ まみ 女性 現 昭和56年1月17日
埼玉県 さいたま市議会議員選挙 さいたま市浦和区 北岡 久住 きたおか くじゅう 男性 新 昭和54年5月14日
埼玉県 さいたま市議会議員選挙 さいたま市西区 舘 誠一 たて せいいち 男性 新 昭和43年5月5日
埼玉県 さいたま市議会議員選挙 さいたま市北区 吉村 豪介 よしむら ごうすけ 男性 新 昭和56年3月12日
埼玉県 川越市議会議員選挙 川越市 北村 亮真 きたむら りょうま 男性 新 昭和48年8月3日
埼玉県 川口市議会議員選挙 川口市 加藤 知泰 かとう ともやす 男性 新 昭和52年3月2日
埼玉県 川口市議会議員選挙 川口市 赤羽 孝太 あかはね こうた 男性 新 昭和62年1月14日
埼玉県 越谷市議会議員選挙 越谷市 小林 成好 こばやし まさよし 男性 新 昭和41年9月14日
千葉県 浦安市議会議員選挙 浦安市 荒井 美緒 あらい みお 女性 新 昭和60年9月5日

神奈川県 相模原市議会議員選挙 相模原市中央区 新飯田 塁 にいだ るい 男性 新 昭和56年8月6日
神奈川県 藤沢市議会議員選挙 藤沢市 堺 英明 さかい ひであき 男性 現 昭和43年12月4日
東京都 墨田区議会議員選挙 墨田区 下家 淳の介 しもいえ じゅんのすけ 男性 新 昭和47年2月11日
東京都 杉並区議会議員選挙 杉並区 松本 光博 まつもと みつひろ 男性 新 昭和58年9月1日
東京都 荒川区議会議員選挙 荒川区 山田 晴美 やまだ はるみ 女性 新 昭和41年6月10日
東京都 江戸川区議会議員選挙 江戸川区 中津川 将照 なかつがわ まさあき 男性 現 昭和61年1月12日
長野県 松本市議会議員選挙 松本市 西澤 郁弥 にしざわ ふみや 男性 新 平成5年12月15日
長野県 松本市議会議員選挙 松本市 日詰 祐輔 ひづめ ゆうすけ 男性 新 昭和60年1月18日
愛知県 常滑市議会議員選挙 常滑市 山田 豪 やまだ たけし 男性 新 昭和43年9月21日
愛知県 尾張旭市議会議員選挙 尾張旭市 山下 幹雄 やました みきお 男性 元 昭和32年9月27日
三重県 三重県議会議員選挙 名張市 森口 あゆみ もりぐち あゆみ 女性 新 昭和40年4月18日
三重県 四日市市議会議員選挙 四日市市 西口 裕文 にしぐち ひろふみ 男性 新 昭和35年11月26日
兵庫県 兵庫県議会議員選挙 川西市 齊藤 真大 さいとう なおひろ 男性 新人 平成4年4月5日
兵庫県 兵庫県議会議員選挙 尼崎市 長﨑 寛親 ながさき ひろちか 男性 新 昭和43年9月6日
兵庫県 兵庫県議会議員選挙 加古川市 掘井 健智 ほりい けんじ 男性 現 昭和42年1月10日
兵庫県 兵庫県議会議員選挙 西宮市 増山 誠 ますやま まこと 男性 現 昭和53年6月9日
兵庫県 神戸市議会議員選挙 神戸市東灘区 辻 康裕 つじ やすひろ 男性 新 昭和43年12月20日
兵庫県 明石市議会議員選挙 明石市 森 勝子 もり かつこ 女性 新 昭和39年5月26日
兵庫県 西宮市議会議員選挙 西宮市 江良 健太郎 えら けんたろう 男性 新 平成2年3月3日
兵庫県 西宮市議会議員選挙 西宮市 谷本 豊 たにもと ゆたか 男性 新 昭和44年6月26日
兵庫県 西宮市議会議員選挙 西宮市 中村 昌泰 なかむら まさひろ 男性 新 昭和59年7月31日
兵庫県 芦屋市議会議員選挙 芦屋市 浅海 洋一郎 あさうみ よういちろう 男性 新 平成3年9月26日
兵庫県 伊丹市議会議員選挙 伊丹市 小西 彦治 こにし ひこじ 男性 元 昭和46年11月8日
兵庫県 宝塚市議会議員選挙 宝塚市 池田 光隆 いけだ みつたか 男性 新 昭和43年5月18日
兵庫県 宝塚市議会議員選挙 宝塚市 伊庭 聡 いば さとし 男性 新 昭和62年4月18日
奈良県 奈良県議会議員選挙 生駒郡 小林 誠 こばやし まこと 男性 新 昭和54年4月20日
奈良県 奈良県議会議員選挙 北葛城郡 清水 勉 しみず つとむ 男性 現 昭和27年1月10日
奈良県 大和郡山市議会議員選挙 大和郡山市 丸谷 利一 まるたに としかず 男性 現 昭和23年8月23日
奈良県 生駒市議会議員選挙 生駒市 梶井 憲子 かじい のりこ 女性 新 昭和46年4月22日

和歌山県 和歌山市議会議員選挙 和歌山市 山野 麻衣子 やまの まいこ 女性 現 昭和56年5月23日
広島県 広島市議会議員選挙 広島市安佐北区 今枝 仁 いまえだ じん 男性 新 昭和45年9月14日
徳島県 徳島市議会議員選挙 徳島市 岡 孝治 おか 　こうじ 男性 現 昭和30年10月1日
徳島県 徳島市議会議員選挙 徳島市 黒田 達哉 くろだ たつや 男性 現 昭和48年6月4日
福岡県 福岡市議会議員選挙 福岡市西区 天野 浩 あまの こう 男性 現 昭和61年7月26日
福岡県 福岡市議会議員選挙 福岡市早良区 岩本 壮一郎 いわもと そういちろう 男性 新 昭和55年10月23日
福岡県 福岡市議会議員選挙 福岡市南区 大沢 愛 おおさわ めぐみ 女性 新 平成元年７月22日
福岡県 福岡市議会議員選挙 福岡市城南区 五島 雄一郎 ごとう ゆういちろう 男性 新 昭和60年2月1日
福岡県 福岡市議会議員選挙 福岡市東区 下澤 竜二 しもざわ りゅうじ 男性 新 平成3年9月5日
福岡県 福岡市議会議員選挙 福岡市博多区 堀本 和歌子 ほりもと わかこ 女性 新 昭和56年8月24日
大分県 大分県議会議員選挙 佐伯市 桑原 宏史 くわはら ひろし 男性 現 昭和45年4月16日

【推薦】

都道府県 選挙名 選挙区 氏 名 性別
現・元
新 生年月日

静岡県 富士宮市議会議員選挙 富士宮市 中村 憲一 なかむら けんいち 男性 現 昭和49年5月28日
福岡県 福岡県議会議員選挙 春日市 中村 孝三 なかむら こうぞう 男性 新 昭和25年1月3日

【辞退】
（公認）
都道府県 選挙名 選挙区 氏 名
神奈川県 大和市議会議員選挙 大和市 三枝 修
東京都 板橋区議会議員選挙 板橋区 石橋 真道
(推薦)

都道府県 選挙名 選挙区 氏 名
滋賀県 大津市議会議員選挙 大津市 原田 豪

ふりがな

ふりがな
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