
2021/8/17 ###### 令和4年11月22日

【公認】 告示日【令和5年3月31日】　投票日【令和5年4月9日】

本名 通称 ふりがな

神戸市東灘区 赤石　理生 赤石　まさお あかいし　まさお S48.12.3 48 新 男 参議院議員元秘書

神戸市須磨区 住本　陽子 住本　陽子 すみもと　ようこ S44.10.3 53 新 女 兵庫教育大学卒/更生保護女性会理事/元学習塾勤務

神戸市垂水区 大矢　卓志 大矢　たくじ おおや　たくじ S39.4.27 58 新 男 大阪歯科大学卒/歯科医師/歯科衛生士養成校副校長

姫路市 飯島　義雄 飯島　よしお いいじま　よしお S34.8.6 63 新 男 東京大学卒/元姫路市副市長/関西学院大学客員教授

明石市 岸口　実 岸口　みのる きしぐち　みのる S39.7.7 58 元 男 神戸大学大学院修了/社会福祉法人美友会理事長

増山　誠 増山　誠 ますやま　まこと S53.6.9 44 元 男 早稲田大学政治経済学部卒/元兵庫県議会議員/衆議院議員秘書

脇田　周和 脇田　のりかず わきた　のりかず S56.10.24 41 新 男 大阪学院大学法学部卒/行政書士/(株)アテナ・コーポレーション代表取締役

芦屋市 青山　暁 青山　さとる あおやま　さとる S35.7.24 62 新 男 立命館大学卒/芦屋市議会副議長/商社子会社社長

三田市 小山　裕久 小山　ひろひさ こやま　ひろひさ S46.1.31 51 新 男 三田市議会議員2期/会社役員/PTA役員

兵庫区 岩谷　栄成 岩谷　しげなり いわたに　しげなり S63.3.26 34 新 男 弁護士/京都大学法科大学院修了/大阪音楽大学作曲学科卒

北区 川上　雅子 川上　雅子 かわかみ　まさこ S53.3.15 44 新 女
神戸学院女子短期大学卒/株式会社神戸製鋼所元社員

財団法人新産業研究機構専務理事元秘書/日本維新の会神戸市会議員団市会業務職員

日本維新の会　令和５年執行予定地方選挙候補予定者一覧

都道府県 選　挙　名 選　挙　区
候　補　者　名

生年月日 満年齢
現職
元職
新人

性別 略　　　歴

兵庫県

兵庫県議会議員選挙

西宮市

神戸市議会議員選挙



【公認】 告示日【令和5年4月16日】　投票日【令和5年4月23日】

本名 通称 ふりがな

大西　陽介 大西　陽介 おおにし　ようすけ S40.4.2 57 現 男 帝京大学卒/住宅メーカー元営業所長/宅地建物取引士

下林　崇史 下林　タカシ しもばやし　たかし S54.3.26 43 新 男
姫路経営医療専門学校卒/大阪ガスリビングショップ(株)ガスセンタータルヒロ元社員

合同会社アニバーサリーギフト代表

赤藤　琢哉 赤藤　たくや しゃくどう　たくや S46.2.26 51 新 男 姫路獨協大学卒/姫路市四郷町見野自治会長

本條　由佳 竹中　由佳 たけなか　ゆか S57.5.1 40 現 女 慶応義塾大学卒/大手人材派遣会社勤務

三浦　充博 三浦　みつひろ みうら　みつひろ S49.11.14 47 新 男 淳心学院高校卒/姫路工業大学卒/外資系液晶メーカー元勤務

有野　光洋 ありの　光洋 ありの　みつひろ S55.8.8 42 新 男 参議院議員公設秘書/姫路獨協大学卒

中村　茂雄 なかむら　茂雄 なかむら　しげお S42.11.5 55 新 男 日生学園卒/元明石市役所職員/元兵庫県議会議員秘書

正木　克幸 まさき　克幸 まさき　かつゆき S48.2.10 49 新 男 京都産業大学卒/London Cordwainers College卒/会社役員

有銘　興平 ありめ　こうへい ありめ　こうへい S47.11.14 50 新 男 近畿大学卒/(株)カヌチャベイリゾート西日本統括大阪セールス所長/衆議院議員秘書

江良　健太郎 江良　けんたろう えら　けんたろう H2.3.3 32 現 男 西宮市議会議員/今宮工科高校卒

大利　公二 大利　こうじ おおとし　こうじ S42.5.4 55 新 男 東海大学卒/会社員

多田　裕 多田　ひろし ただ　ひろし S58.10.16 39 現 男 関西学院大学卒/株式会社Tatsuhiro代表取締役

濱口　仁士 浜口　ひとし はまぐち　ひとし S47.6.2 50 元 男 衆議院議員秘書/有限会社ajikan取締役

前田　周嗣 前田　しゅうじ まえだ　しゅうじ S47.11.27 49 新 男 近畿大学卒/阪神園芸株式会社元社員/兵庫維新の会事務局

森　健人 森　けんと もり　けんと H3.7.13 31 新 男 同志社大学経済学部卒/(株)サイバーエージェント元社員/(株)リノメゾン代表取締役

渡邉　謙二朗 渡辺　けんじろう わたなべ　けんじろう S51.1.16 46 元 男 同志社大学文学部英文科学科卒/元西宮市議会議員/保育士

浅海　洋一郎 あさうみ　洋一郎 あさうみ　よういちろう H3.9.26 31 現 男 明石高専卒/コスモ技研株式会社元社員

大原　裕貴 大原　ゆうき おおはら　ゆうき S59.2.8 38 現 男 関西学院大学経済学部卒/システム開発会社役員/芦屋市議会議員

齊藤　眞治 斉藤　しんじ さいとう　しんじ S35.12.27 62 現 男 大阪市立大学大学院卒/伊丹市議会議員/伊丹マチヅクリ研究所所長

鈴木　隆広 鈴木　たかひろ すずき　たかひろ S60.11.7 37 新 男 銚子市立銚子高等学校卒/通信会社社員

森　華奈子 森　かなこ もり　かなこ S50.5.14 47 新 女 参議院議員秘書/伊丹市女性消防団/伊丹マチヅクリ研究所

池田　光隆 池田　みつたか いけだ　みつたか S43.5.18 54 現 男 近畿大学卒/大阪教育大学大学院卒/元住友銀行員

田中　美由紀 田中　みゆき たなか　みゆき S61.8.10 36 新 女 ホスピタリティツーリズム専門学校卒/兵庫維新の会事務局

村松　杏奈 村松　あんな むらまつ　あんな S63.1.21 35 現 女 関西福祉科学大学卒/特別支援学校養護助教諭/市役所家庭児童相談員

三木市議会議員選挙 高木　吉江 おぎはら　吉江 おぎはら　よしえ S50.10.27 47 新 女
神戸私立常盤女子高等学校卒/株式会社上組貿易事務

うらら訪問介護ステーション医療・介護事務

小野市議会議員選挙 宮脇　健一 みやわき　健一 みやわき　けんいち S63.4.18 34 新 男 小野高校卒/上智大学卒/兵庫維新の会事務局

【推薦】 告示日【令和5年4月16日】　投票日【令和5年4月23日】

本名 通称 ふりがな

兵庫県 姫路市長選挙 榑谷　健太郎 くれたに　健太郎 くれたに　けんたろう S59.7.1 38 新 男 米国コロンビア大学院修了/元財務省官僚/元IMF理事補

都道府県 選　挙　名 選　挙　区

候　補　者　名

満年齢
現職
元職
新人

性別 略　　　歴
候　補　者　名

生年月日

伊丹市議会議員選挙

宝塚市議会議員選挙

都道府県 選　挙　名 選　挙　区

兵庫県

姫路市議会議員選挙

明石市議会議員選挙

西宮市議会議員選挙

芦屋市議会議員選挙

生年月日 満年齢
現職
元職
新人

性別 略　　　歴
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