
[代議員305名］(50音順）　

北海道支部 安栄　良悟 伊東　民雄 入江　伸介 大里　俊明 大瀧　雅文

　(16名) 小林　浩之 小柳　　泉 寺坂　俊介 中村　博彦 中山　若樹

新谷　好正 丹羽　　潤 野中　　雅 飛騨　一利 渡部　寿一

鰐渕　昌彦

東北支部 浅野研一郎 伊藤　　靖 上之原広司 大石　　誠 大熊　洋揮

　(25名) 小笠原邦昭 金森　政之 刈部　　博 久保　直彦 小泉　孝幸

斎藤　明彦 齋藤　　清 佐久間　潤 佐々木達也 清水　宏明

菅原　孝行 菅原　　卓 鈴木　幹男 園田　順彦 竹内　茂和

福多　真史 藤村　　幹 眞瀬　智彦 皆河　崇志 吉田　昌弘

関東支部 秋元　治朗 秋山　武紀 浅田　英穂 足立　好司 池田　幸穂

　(99名) 石川　眞実 稲次　基希 稲葉　　真 今西　智之 岩立　康男

岩渕　　聡 植木　敬介 畝本　恭子 大井川秀聡 大平　貴之

荻野　雅宏 屋田　　修 糟谷　英俊 川合　謙介 川瀧　智之

川俣　貴一 河本　俊介 喜多村孝幸 隈部　俊宏 栗田　浩樹

小泉　英仁 河野　道宏 小嶋　篤浩 小林　英一 小林　一太

小松　洋治 小南　修史 斎田　晃彦 佐伯　直勝 坂田　勝巳

佐々木　光 佐藤　英治 辛　　正廣 菅　　貞郎 周郷　延雄

須磨　　健 平　　孝臣 高田　義章 竹本　安範 田中　裕一

田中雄一郎 田中　洋次 谷　　　諭 谷口　　真 玉置　智規

堤　　一生 戸田　正博 戸根　　修 冨田　栄幸 長島　梧郎

中冨　浩文 中根　　一 永根　基雄 中村　正直 中村　芳樹

奈良　一成 成相　　直 成田　善孝 西川　　亮 根本　　繁

野口　明男 野地　雅人 林　　基弘 原　　徹男 樋口　佳則

兵頭　明夫 平山　晃康 深沢　　功 藤巻　高光 保谷　克巳

堀口　　崇 前田　達浩 前原　健寿 松尾　成吾 松野　　彰

松前　光紀 松村　　明 水成　隆之 宮崎　宏道 武笠　晃丈

村井　尚之 村田　英俊 村山　雄一 森野　道晴 八木　伸一

安本　幸正 山口　文雄 山本　隆充 山本　哲哉 横田　裕行

吉田　大蔵 吉野　篤緒 吉野　義一 好本　裕平

中部支部 相原　徳孝 飯塚　秀明 池田　　公 泉　　孝嗣 市原　　薫

　(44名) 岩間　　亨 内山　尚之 大西　寛明 岡本　　奨 郭　　泰彦

梶田　泰一 加藤　恭三 川瀬　　司 菊田健一郎 木多　眞也

黒田　　敏 後藤　哲哉 阪井田博司 定藤　章代 篠田　　淳

鈴木　秀謙 関　　行雄 高安　正和 田中篤太郎 長島　　久

中田　光俊 永谷　哲也 中坪　大輔 中原　一郎 難波　宏樹

西ヶ谷和之 長谷川光広 波多野　寿 林　　　裕 原　　政人

東　壮太郎 廣瀬　雄一 堀内　哲吉 本郷　一博 本道　洋昭

間瀬　光人 松原　年生 水野　正喜 宮森　正郎
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近畿支部 秋山　義典 淺井　昭雄 荒川　芳輝 飯田　淳一 岩井　謙育

　(54名) 岩崎　孝一 岩月　幸一 梶本　宜永 加藤　天美 川端　信司

貴島　晴彦 北野　昌彦 木戸岡　実 木村　　充 久我　純弘

國枝　武治 黒岩　敏彦 甲村　英二 齊木　雅章 齋藤　洋一

坂井　信幸 清水　洋治 高木　康志 高橋　　淳 瀧　　琢有

竹本　　理 塚原　徹也 鶴野　卓史 天神　博志 中尾　和民

中尾　直之 長嶋　達也 中瀬　裕之 中村　光利 西川　　節

野崎　和彦 橋本　直哉 橋本　宏之 平林　秀裕 夫　　由彦

朴　　永銖 細田　弘吉 松本　勝美 宮地　　茂 本山　　靖

山下　晴央 山田　圭介 山中　一浩 山本　和己 吉田　和道

吉村　紳一 米澤　泰司 若山　　暁 渡辺　一良

中・四国支部 秋山　恭彦 飯田　幸治 井川　房夫 石原　秀行 市川　智継

　(32名) 上羽　哲也 宇野　昌明 大上　史朗 大西　丘倫 荻原浩太郎

河内　正光 岐浦　禎展 黒崎　雅道 黒住　和彦 河野　兼久

里見淳一郎 杉生　憲志 杉山　一彦 田宮　　隆 徳永　浩司

富永　　篤 中嶋　裕之 永廣　信治 西崎　隆文 西野　繁樹

野村　貞宏 原田　有彦 三宅　啓介 森本　雅徳 山崎　文之

吉野　公博 渡辺　高志

九州支部 阿部　竜也 有田　和徳 石内　勝吾 井上　　亨 上原　久生

　(35名) 大吉　達樹 岡本　右滋 勝田　俊郎 佐山　徹郎 陶山　一彦

高崎　孝二 竹島　秀雄 継　　　仁 堤　　圭介 時村　　洋

詠田　眞治 名取　良弘 西澤　　茂 服部　剛典 花谷　亮典

羽生　未佳 東　登志夫 平野　宏文 平原　一穂 廣畑　　優

福山　幸三 藤木　　稔 松尾　孝之 松角宏一郎 溝口　昌弘

森岡　隆人 森岡　基浩 八代　一孝 横上　聖貴 吉本　幸司


