
都道府県 役職 氏名 都道府県 役職 氏名
1 北海道 代議員 山田　英俊 61 岐阜県 代議員 鈴木　敏文
2 代議員 斉藤　晃雄 62 代議員 鈴木　学
3 代議員 宇野　雅樹 63 静岡県 代議員 秋山　欣三
4 代議員 新井　俊 64 代議員 岡田　国一
5 代議員 内山　崇 65 代議員 増田　祥典
6 代議員 桂　正俊 66 代議員 原田　晴司
7 代議員 宮﨑　ゆりか 67 愛知県 代議員 橋村　孝博
8 青森県 代議員 磯木　雄之輔 68 代議員 佐々木　豊
9 代議員 阿達　昌亮 69 代議員 青木　啓一
10 岩手県 代議員 畑澤　博巳 70 代議員 奥村　智宏
11 代議員 金澤　貴子 71 代議員 伊藤　裕至
12 代議員 熊谷　明知 72 代議員 魚住　三奈
13 宮城県 代議員 加茂　雅行 73 三重県 代議員 水谷　賀典
14 代議員 轡　基治 74 代議員 清川　嗣晃
15 秋田県 代議員 大越　英雄 75 滋賀県 代議員 大迫　芳孝
16 代議員 安田　哲弘 76 代議員 柳本　さつき
17 山形県 代議員 岡嵜　千賀子 77 京都府 代議員 河上　英治
18 代議員 齋藤　由美子 78 代議員 四方　敬介
19 福島県 代議員 町野　紳 79 代議員 楠本　正明
20 代議員 長谷川　祐一 80 代議員 神林　純二
21 茨城県 代議員 横濱　明 81 代議員 中林　保
22 代議員 増田　道雄 82 大阪府 代議員 伊藤　憲一郎
23 代議員 杉野　訓男 83 代議員 尾島　博司
24 栃木県 代議員 渡邊　和裕 84 代議員 杉本　幸枝
25 代議員 梅野　和邦 85 代議員 谷澤　靖博
26 群馬県 代議員 田尻　耕太郎 86 代議員 辻内　秀美
27 代議員 髙橋　良徳 87 代議員 道明　雅代
28 埼玉県 代議員 斉藤　祐次 88 代議員 西川　直樹
29 代議員 畑中　典子 89 代議員 羽尻　昌功
30 代議員 池田　里江子 90 代議員 宮田　憲一
31 代議員 宮野　廣美 91 代議員 山岡　信也
32 千葉県 代議員 杉浦　邦夫 92 代議員 山本　克己
33 代議員 眞鍋　知史 93 兵庫県 代議員 岡本　禎晃
34 代議員 日向　章太郎 94 代議員 菅野　一郎
35 代議員 島田　恭光 95 代議員 金　啓二
36 東京都 代議員 髙橋　正夫 96 代議員 鄭　淳太
37 代議員 宮川　昌和 97 代議員 西川　真司
38 代議員 犬伏　洋夫 98 代議員 福田　忠浩
39 代議員 上野　浩男 99 代議員 藤本　高弘
40 代議員 山田　純一 100 代議員 三島　光一郎
41 代議員 森田　慶子 101 代議員 三宅　圭一
42 代議員 関根　克敏 102 代議員 室井　延之
43 代議員 根本　陽充 103 代議員 安田　理恵子
44 代議員 小野　稔 104 代議員 吉田　太郎
45 代議員 和田　早也乃 105 代議員 千葉　一雅
46 神奈川県 代議員 小川　護 106 奈良県 代議員 吉川　惠司
47 代議員 後藤　知良 107 和歌山県 代議員 稲葉　眞也
48 代議員 橋本　真也 108 鳥取県 代議員 永川　賢司
49 代議員 竹内　尚子 109 島根県 代議員 山田島　智治
50 代議員 伊藤　啓 110 代議員 大庭　信行
51 新潟県 代議員 原　正 111 岡山県 代議員 伊達　元英
52 代議員 五十嵐　央 112 代議員 出石　啓治
53 代議員 小出　智子 113 代議員 高木　紀彦
54 富山県 代議員 奥田　武詩 114 広島県 代議員 青野　拓郎
55 石川県 代議員 綿谷　敏彦 115 代議員 豊見　雅文
56 福井県 代議員 角野　雅之 116 代議員 竹本　貴明
57 山梨県 代議員 内藤　貴夫 117 代議員 吉田　亜賀子
58 長野県 代議員 日野　寛明 118 山口県 代議員 吉田　力久
59 代議員 長谷部　優 119 代議員 内田　豊
60 代議員 加賀美　秀樹 120 代議員 小屋敷　淳子

121 代議員 寺戸　功
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都道府県 役職 氏名
122 徳島県 代議員 小延　洋輔
123 香川県 代議員 元木　泰史
124 代議員 代田　英覚
125 愛媛県 代議員 井上　貴博
126 代議員 宇田　雅実
127 代議員 田中　守
128 高知県 代議員 中平　真理子
129 福岡県 代議員 成重　賢司
130 代議員 滿安　徹也
131 代議員 髙木　淳一
132 代議員 宮谷　英記
133 代議員 田中　泰三
134 代議員 宮﨑　寿
135 代議員 星野　正俊
136 佐賀県 代議員 佛坂　浩
137 長崎県 代議員 井手　佳位輔
138 代議員 井手　陽一
139 熊本県 代議員 藤井　憲一郎
140 代議員 福原　慶寿
141 代議員 三渕　博史
142 大分県 代議員 安東　哲也
143 代議員 副　千秋
144 宮崎県 代議員 小山　明俊
145 代議員 野邊　忠浩
146 鹿児島県 代議員 吉水　久純
147 代議員 西島　徹
148 代議員 小田原　一弘
149 沖縄県 代議員 前濱　朋子
150 代議員 川満　直紀



第３８期（令和４・５年度）補欠の代議員　　　　　　　　（令和４年６月26日）

都道府県 役職 氏名
1 青森県 補欠の代議員 佐々木　克典
2 岩手県 補欠の代議員 畑澤　昌美
3 宮城県 補欠の代議員 瀬戸　敏之
4 秋田県 補欠の代議員 村田　善重
5 山形県 補欠の代議員 佐藤　茂樹
6 福島県 補欠の代議員 山口　仁
7 茨城県 補欠の代議員 柴田　隆之
8 栃木県 補欠の代議員 高梨　晃一
9 群馬県 補欠の代議員 原　文子

10 埼玉県 補欠の代議員 齊田　征弘
11 千葉県 補欠の代議員 小西　弘晃
12 東京都 補欠の代議員 一瀬　信介
13 神奈川県 補欠の代議員 寺師　三千彦
14 新潟県 補欠の代議員 笠原　敦子
15 富山県 補欠の代議員 藤森　毅至
16 石川県 補欠の代議員 乙田　雅章
17 福井県 補欠の代議員 森中　裕信
18 山梨県 補欠の代議員 五味　哲也
19 長野県 補欠の代議員 石塚　豊
20 岐阜県 補欠の代議員 永野　寛昌
21 静岡県 補欠の代議員 植　兆満
22 三重県 補欠の代議員 伊藤　徹弥
23 滋賀県 補欠の代議員 木村　昌義
24 京都府 補欠の代議員 友金　幹視
25 大阪府 補欠の代議員 西田　惠藏
26 奈良県 補欠の代議員 喜多　邦徳
27 和歌山県 補欠の代議員 児嶋　慶和
28 鳥取県 補欠の代議員 弘部　紘司
29 島根県 補欠の代議員 佐々木　喜慶
30 岡山県 補欠の代議員 桐野　恵美
31 広島県 補欠の代議員 谷川　正之
32 山口県 補欠の代議員 山本　晃之
33 徳島県 補欠の代議員 加地　司
34 香川県 補欠の代議員 高島　望
35 愛媛県 補欠の代議員 村山　勝志
36 高知県 補欠の代議員 濵田　嘉則
37 福岡県 補欠の代議員 小田　真稔
38 佐賀県 補欠の代議員 本田　茂樹
39 長崎県 補欠の代議員 堀　剛
40 熊本県 補欠の代議員 藤本　洋一
41 大分県 補欠の代議員 中芝　高彦
42 宮崎県 補欠の代議員 福森　一真
43 鹿児島県 補欠の代議員 岩元　暢秀
44 沖縄県 補欠の代議員 村田　美智子


