
支部名 定数

大嶋　弘道 乙坂　篤 木村　礼子 小松　康晴 桜井　幸司

関川　眞市 立花　純子 林　　美幸 藤原　育 松山　翰吉

山村　弘美

斎藤　啓一 福留　規子 小西　協平 多田　誠 藤村　七美

丸山　恵美 村木　眞樹子 齊藤　正八 佐藤　陽子 相澤　光子

遠藤　忠昭 金　　美子 佐藤　敏彦 佐藤　博子 日野　誠

元田　和幸 渡邉　春夫 今野　孝敏

朝日　由香 今村　洋 岩﨑　孝秋 金子　美貴子 上條　政次

栗原　ますみ 黒岩　庸 小林　郁夫 小林　久美子 小林　健洋

齋藤　文江 佐藤　美三子 清水　千恵子 相馬　操 豊島　信子

本多　陽子 宮里　圭一 八木　宏 山口　佳子 米田　睦美

新井　寧 押田　裕敬 小林　龍光 長倉　章 荒川　久美子

本多　正樹 鈴木　忠雄 恩田　房枝 伊藤　和志 青木　和也

梅田　伸一郎 田中　幸子 山口　清美 宮崎　晶代 遠藤　勝行

築島　孝浩 後藤　知子 石井　隆夫 服部　明美 遠藤　真里

森　　昌美 奥田　照幸 溝添　直哉 山﨑　佳子 原　　康長

秋山　礼子 植木　亮 上坂　春江 浦田　義幸 大槻　敏子

岡本　洋子 小川　正治 奥野　典子 金江　政義 茅原　毅

岸本　義幸 久保　由佳 小林　美恵子 衣川　光正 坂井　由美

杉山　惣一 鈴木　由香 清宮　哲朗 高遠　康治 田村　淳一

仲村　進 中村　恒美 根本　久子 原田　久美子 福田　能明

堀　　安子 宮越　隆幸 柳沢　敬子 渡邊　一正

浅場　このみ 荒井　通子　 池田　明子 石川　邦子 石黒　仁

泉田　洋一 一条　太郎　 伊藤　雅敏　 岩間　伸之 内海　仲子

圓城寺　美紀 大塚　夕子 岡村　博人 勝部　誠　 金成　伊佐子

河合　眞智子 河﨑　郁子 河村　優子 北村　愛子 北山　紀子

城戸　典子 木藤　レイ子 久保　敦子 栗原　麗子 小磯　和俊

小畑　あや 小山　泰子 塩見　統子 重本  桂 渋谷　武子

志村　孝子 隅田　献 高橋　恵美 竹口　健二 竹下　克司

武本　明美 竹安　英治 多田　祐子 立川  宏 田中　裕

津田　信樹 手﨑　美和 寺﨑　文子 傳田　美穂 蓮井　敏隆

原田　勝正 藤原　憲一 古山　恵子 北條　直美 星野　光子

堀川  まゆみ 松崎　優佳 三浦　明代 宮本　剛志 向田　正裕

本山　恭子 森下　眞行 矢﨑　孝子 谷島　勇 矢野　洋子

山口　稔  山田　豊 山田　るり 山本　貞明 吉田　千晶

渡邉　芳郎

青木　羊耳 青柳　充彦 池田　周一 市村　一憲 伊東　博臣

伊藤　美季 井上　牧子 牛丸　尚美 大角　浩樹 小川　亨

椛澤　智恵子 亀井　三貴子 菊池　和子 木村　盛計 吉良　ゆみ子

桐谷　佳男 莖田　文子 呉　　葉子 児玉　猛 小林　光子

佐藤　進 猿渡　雅之 茂森　俊幸 島田　髙範 杉山　修

瀬尾　明子 堂田　政志 永島　直美 長橋　輝明 野口　智子

廣岡　平太郎 廣瀬　朋子 松村　一生 水橋　篤佐 八木　和子

矢部　玲子 山本　清徳

代　議　員　名　簿

　任期：2017年度～2018年度（2018年1月1日～2019年12月31日）

東京 ６６名

神奈川 ３７名

上信越 ２０名

北関東 ２５名

東関東 ２９名

代　　　議　　　員　　　氏　　　名

北海道 １１名

東北 １８名



麻生　和代 伊藤　芳子 柄谷　泰弘 河口　則之 北村　孝基

杉本　和夫 鈴木　恵美子 中川　久枝 野村　誓子 林　　佳廣

藤田　廣志 松本　雅代 水野　清治 宮尾　久子 毛利　正明

山田　邦代 荒井　千鶴子 菊池　光洋 清水　達也 立川　妙子

戸松　幹雄 宮本　博世 望月　計彦 石黒　正修 小川　ひとみ

長岡　秀孝 平岩　真理 阿部　信二 奥名　司夫 喜多　美穂子

庄田　祐司 福島　真紀 蓑輪　紀子 大澤　美紀 曽我　きよみ

小牧　榮里子 近藤　正之 中島　一紀

赤井　賢一 乾　　ふみ 井上　曉 井上　貴子 上田　篤史

内海　さゆみ 遠藤　瑞江 大槻　富士恵 岡本　和男 神田　正惠

菊地　節子 五藤　勝三 迫　　久美子 清水　吉隆 杉林　智子

園村　雅裕 詫間　篤子 竹本　潤子 田中　晶子 徳西　澄江

中嶋　啓造 中田　瑞穂 中村　涼子 朴　　宗筍 橋本　浩美

八田　みどり 濱咲　千穂 平野　園恵 藤井　恭伸 三浦　康子

三上　嘉代子 村田　早苗 森口　ひろみ 八木　章 八木　裕之

八木　康之 安田　翔子 矢野　幸子 矢野　敏昭 山下　節子

山本　清

平井　勝洋 今井　洋子 大倉　成一 西　　尚子 山本　洋子

沖野　和夫 鈴村　千穂子 尾崎　秀人 沖中　正彦 黒田　孝士

升本　美知子 和田　明教 加納　美代子 新井　妙子 塩谷　光子

西村　志津子 福田　紀子 足立　智昭

長野　勲 片山　養子 森田　佑子 五百竹　洋子 石丸　美喜江

竹田　三千代 富山　義之 立和名　美保子 平井　佳寿美 福家　正一

角田　泰起 新谷　茂 髙橋　玲子 山本 　隆弘 山本　菊太郎

泉　　美穂

小野　元 長畑　弘 田上　裕子 松本　浩二 平田　啓三

遠藤　陽一 川田　惠都子 森川　さち子 成松　隆一 木下　哲夫

木村　潤 青木　茂 内山　博子 杉岡　道治 森永　正勝

餅田　敦子 饗庭　敦子 二宮　浩子 藤淵　治 村上　建夫

久保田　哲一朗 日高　智之 西　　信一郎 椿本　美花 前田　惠

鬼塚　弘文 末吉　征志 竹下　和範 佐藤　しのぶ

嘉陽　多津子 仲村　千枝子 大城　勝太 藤井　由起子 喜屋武　幸

銘苅　美佐枝 小原　浩 魚住　良介

　計356名

九州 ２９名

沖縄 ８名

関西 ４１名

中国 １８名

四国 １６名

中部 ３８名


