
2019年度　代議員一覧

北海道 　［定数：11］　
浅野 葉子 阿部 正之 池田 望 太田 久晶 小岩 伸之 佐藤 裕一 清水 兼悦
仙石 泰仁 竹内 大人 本澤 征二 吉岡 英章

青森県 　［定数：4］　
小山内 隆生 佐々木 良範 原　長也 三橋 武信

岩手県 　［定数：4］　
高梨 信之 土井 隆稔 二階堂 静 藤原 瀬津雄

宮城県 　［定数：5］　
大内 義隆 大塚 英樹 大貫 操 香山 明美 淀川 裕美

秋田県 　［定数：3］　
石川 隆志 髙橋 恵一 高橋 敏弘

山形県 　［定数：4］　
椿野 幸子 藤井 浩美 松木 信 村川 美幸

福島県 　［定数：4］　
五百川 和明 岡本 佳江 佐藤 正彦 長谷川 敬一

茨城県 　［定数：5］　
大場 耕一 筧 智裕 小森 裕一 細田 忠博 山倉 敏之

栃木県 　［定数：4］　
陣内 大輔 谷口 敬道 仲田 和恵 横山 奈美

群馬県 　［定数：4］　
新井 健五 関根 圭介 髙橋 久美子 山口 智晴

埼玉県 　［定数：8］　
伊藤 伸 宇田 英幸 大橋 幸子 小池 祐士 鈴木 香織 田坂 翔太 星野 裕亮
茂木 有希子

千葉県 　［定数：7］　
有川 真弓 古城 哲也 小林 毅 野口 晴康 古橋 理恵 松尾 真輔 鎗田 英樹

東京都 　［定数：13］　
伊藤 祐子 大村 隼人 紙田 緑 酒井 康年 下岡 隆之 谷村 厚子 中浦 俊一郎
中里 武史 早坂 友成 春口 麻衣 松岡 耕史 三沢 幸史 山下 高介

神奈川県 　［定数：10］　
魚岸 実弦 遠藤 陵晃 玖島 弘規 佐々木 秀一 佐藤 良枝 澤口 勇 錠内 広之
神保 武則 野本 義則 吉本 雅一

新潟県 　［定数：5］　
一ノ本 隆史 門脇 高 菊入 恵一 村山 拓也 四方 秀人

富山県 　［定数：3］　
齋藤 洋平 丸本 薫 吉波 美穂子

石川県 　［定数：4］　
進藤 浩美 寺田 佳世 東川 哲朗 安本 大樹

　　定款第11条ならびに代議員選出規程に基づき、代議員を改選した。

　　新たに選出された代議員は以下のとおりである。（各地区内は五十音順）



福井県 　［定数：3］　
紅野 勉 田嶋 神智 藤波 英司

山梨県 　［定数：3］　
古屋 豊美 三瀬 和彦 山本 伸一

長野県 　［定数：6］　
阿久澤 秀徳 大月 肇 清野 幸太朗 傳田 拓男 務台 均 山田 利彦

岐阜県 　［定数：3］　
須貝 里幸 世良 龍哉 藤井 稚也

静岡県 　［定数：7］　
秋山 恭延 岡庭 隆門 梶原 幸信 梶原 淑恵 川口 恭子 藤田 さより 三井 忍

愛知県 　［定数：9］　
伊藤 玲子 稲垣 毅 岩丸 陽彦 太田 崇 木立 美由紀 佐久間 大輔 冨山 直輝
長谷川 和之 山田 将之

三重県 　［定数：3］　
佐藤 明俊 田中 一彦 濱田 匠

滋賀県 　［定数：3］　
加藤 郁子 木岡 和実 宮本 昌寛

京都府 　［定数：5］　
織田 泰匡 加藤 寿宏 七里 展子 田中 正子 平山 聡

大阪府 　［定数：11］　
加藤 敏一 上島 健 岸村 厚志 木瀬 憲司 熊野 宏治 島﨑 寛将 関本 充史
園山 真弓 谷　隆博 中西 一 松下 太

兵庫県 　［定数：10］　
浅沼 由紀 井上 慎一 大瀧 誠 大庭 潤平 門脇 誠一 柴田 八衣子 長尾 徹
中村 春基 野田 和恵 森川 孝子

奈良県 　［定数：3］　
辰己 一彦 西井 正樹 前岡 伸吾

和歌山県 　［定数：3］　
明間 順子 川　雅弘 中瀬 浩司

鳥取県 　［定数：3］　
梅津 清司郎 土井 宣幸 永見 忠志

島根県 　［定数：3］　
小林 央 篠崎 亜由美 森脇 繁登

岡山県 　［定数：6］　
大月 博 河本 聡志 妹尾 勝利 西出 康晴 藤川 信 二神 雅一

広島県 　［定数：7］　
川原 薫 高木 節 髙島 千敬 宮口 英樹 矢田 かおり 山根 伸吾 吉岡 和哉

山口県 　［定数：5］　
木下 大介 幸田 英二 白澤 伸一 高山 直美 中村 敏浩

徳島県 　［定数：3］　
井上 俊子 上田 裕久 細川 友和



香川県 　［定数：3］　
植野 英一 前田 悠志 松本 嘉次郎

愛媛県 　［定数：5］　
池之上 卓治 岸 治代 丹生谷 哲哉 藤田 健次 三澤 一登

高知県 　［定数：4］　
浅川 英則 岡村 忠弘 國友 晃 矢野 勇介

福岡県 　［定数：13］　
黒木 勝仁 座小田 孝安 佐藤 稔 竹中 祐二 田中 聡 玉野 和男 轟木 健市
濵本 孝弘 平岡 敏幸 福田 裕樹 松尾 雅宣 宮本 香織 籾井 剛士

佐賀県 　［定数：3］　
江渡 義晃 熊谷 隆史 山口 洋一

長崎県 　［定数：5］　
沖　英一 久和 成吾 永石 博範 福島 浩満 前園 健之

熊本県 　［定数：6］　
牛島 由紀雄 内田 正剛 島崎 一也 髙木 勝隆 野尻 明子 本田 直

大分県 　［定数：4］　
佐藤 孝臣 篠原 美穂 高森 聖人 日隈 武治

宮崎県 　［定数：3］　
津輪元 修一 毛上 裕司 四本 伸成

鹿児島県 　［定数：5］　
大勝 巌 川本 愛一郎 竹田 寬 橋口 信洋 春花 利江

沖縄県 　［定数：4］　
儀間 智 比嘉 靖 目取眞 恵子 吉岡 美和


