
選挙管理

委　　員

北海道 疋田　健 5 富居　貢 河南　康夫 谷藤　伸恵 佐藤　正盛 中渡　圭太

青森県 成田　隆雄 1 木津　誉久

岩手県 菅野　吉亮 4 高木　千鳥 尾形　和恵 佐藤　秀樹 高橋　政代

秋田県 伊藤　智幸 2 渡部　州一 山手　昭彦

山形県 水沼　智仁 5 鈴木　徹 渡部　誠 伊藤　謙 柏倉　直人 石井　明香

宮城県 佐藤　博文 2 菅原　惣治 森　和浩

福島県 桑名　学 2 小河原　健寿 藤田　雅道

茨城県 綿引　英雄 3 中山　晋 大髙　直人 関川　征宏

栃木県 今井　裕史 2 荒井　真一 田﨑　浩之

群馬県 小林　陽子 3 瀬尾　雄大 釘宮　健一 星野　政彦

埼玉県 大島　江理芳 2 春日　良峰 浅見　幸子

千葉県 中山　正治 5 清水　勝幸 川名　達也 小見　栄二 鈴木　圭二 倉持　智行

東京都 野田　実 5 瀬野　佳代 相馬　厚 藪下　祐一郎 鈴木　良平 宮﨑　匡典

神奈川県 長田　祐子 5 早瀬　和彦 松山　一樹 内田　洋明 福岡　透 遠藤　学

新潟県 川上　由紀子 3 小林　和香子 髙橋　公男 柴田　実子

長野県 南方　英夫 1 福嶋　洋子

山梨県 藤江　実 2 金子　一美 天野　良成

富山県 𠮷田　政人 1 出口　雅士

石川県 寺井　彰 2 干場　真矢 畠　稔

岐阜県 平山　広美 4 相撲　重子 舩坂　英司 川﨑　英夫 杉島　貴孝

静岡県 稲葉　まり子 2 牛島　一成 曽根　満寿代

愛知県 則竹　真生子 4 林　眞悟 西野　陽子 松﨑　勝彦 横山　太一

三重県 河村　誠 2 福田　晶子 松本　和美

滋賀県 柴田　郁子 1 永池　智紀

京都府 山口　延明 2 内田　英公 寺谷　幸夫

徳島　修一 北村　素美恵 森畑　智子 前岡　真平 槌野　尚由

南　泰弘 西田　幸司 鎗内　希美子 桂　義明 高橋　薫美

熊本　紀之 池上　京子 鶴屋　邦江 林　寛子 須﨑　和広

中西　謙太 板野　滋子

奈良県 吉藤　美希 2 小瀬古　伸幸 林　年美

和歌山県 塩路　敦則 2 亀井　宏明 細田　英樹

福井県 藤嶋　裕美 1 石川　一美  

鳥取県 田村　遵子 3 宮脇　映子 濵本　由美子 高田　久美

島根県 多久和　かおり 3 森脇　卓 青木　誠 小川　奈緒美

岡山県 坂田　貴朗 5 安藤　秀樹 原　直明 光岡　由布子 川口　里佳 山田　晶子

村上　理恵 西村　由美子 大成　俊徳 香川　城治 次田　秀樹

追中　敏孝 藤井　陽子 圓尾　陽子 岡田　志郎

山口県 間鍋　敬二 4 楫野　由美子 山田　陽一 中村　知徳 吉田　竜教

徳島県 郡　利恵 2 田中　宏幸 高見　良之

香川県 山本　耕平 1 久野　保

愛媛県 河野　博之 5 藤岡　孝志 内田　浩 土居　昭人 村上　彰 得本　等

高知県 瀬尾　敏博 2 橋本　憲明 竹林　高子

福岡県 増満　誠 3 井上　美穂 有本　妥美 河原　えみ子

佐賀県 吉村　ミキ 3 溝口　好弘 坂本　勝文 池田　研二

長崎県 松尾　洋一 1 小川　麻里

熊本県 源嶋　照幸 5 生駒　由紀 星原　妙美 長嶺　幸弘 藤井　美香 濱永　二三代

大分県 松本　貴之 1 塔尾　浩次

宮崎県 川越　竜一 2 井手　浩史 髙宮　克典

鹿児島県 池田　直樹 2 上村　勇太 久木元　満利

沖縄県 伊敷　眞榮 3 山城　穂浪 上里　忠仁 川上　和秀
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合  計

広島県 9馬明　康宏

大阪府 10市来　佳寿子

兵庫県 7足立　進吾
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