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代議員選挙結果の公示 

 

 このたび、２月１３日（木）１７時をもって代議員選挙の投票を締め切り、翌日開票が行われまし

た。以下に、開票結果を公示します。 

 

記 

 

１．投票結果 

  

選挙区 有権者数 有効投票者数 無効投票者数 有効投票率（％） 

北海道地区  325  28 0  8.6 

東北地区  605 111 0 18.3 

関東地区 2,717 629 0 23.2 

北陸地区  253  30 0 11.9 

中部・東海地区 1,171 259 0 22.1 

近畿地区 1,835 424 0 23.1 

中国・四国地区 1,398  86 0  6.2 

九州地区 1,530 100 0  6.5 

合  計 9,834 1,667 0 17.0 

  

２．代議員選挙当選者氏名（２９４名 選挙区ごとに五十音順に横方向へ表記） 

 

【北海道地区】9名 

生駒 一憲 石合 純夫 大田 哲生 岡本 五十雄 進藤 順哉 憲 克彦 

橋本 茂樹 長谷川 千恵子 松山 敏勝 
   

 

【東北地区】18名 

出江 紳一 伊藤 修 岩田 学 及川 忠人 樫本 修 上月 正博 

小林 真司 佐直 信彦 佐山 一郎 島田 洋一 高木 理彰 高橋 明 

豊岡 志保 松永 俊樹 松本 茂男 水尻 強志 矢吹 省司 渡邉 裕志 



 

【関東地区】82名 

赤星 和人 浅野 由美 阿部 玲音 安保 雅博 猪飼 哲夫 井口 陽子 

石川 誠 上野 竜一 江端 広樹 大国 生幸 大高 洋平 大塚 友吉 

岡島 康友 角田 亘 笠井 史人 鴨下 博 川上 途行 川上 純範 

川手 信行 菊地 尚久 木村 彰男 黒川 真希子 小池 純子 小泉 亜紀 

古口 徳雄 小林 一成 小林 龍生 小林 宏高 近藤 国嗣 佐々木 信幸 

白倉 賢二 菅原 英和 関 勝 先崎 章 染屋 政幸 高岡 徹 

高橋 秀寿 竹川 徹 武原 格 辻 哲也 辻内 和人 鄭 健錫 

問川 博之 豊倉 穣 中島 育昌 中島 八十一 永田 雅章 根本 明宜 

野々垣 学 芳賀 信彦 橋本 圭司 羽田 康司 林 明人 原 元彦 

原 行弘 半澤 直美 藤谷 順子 藤原 俊之 船越 政範 古市 照人 

古川 俊明 堀田 富士子 補永 薫 前野 豊 正門 由久 真塩 清 

間嶋 満 松本 真以子 水落 和也 水間 正澄 三村 聡男 村岡 香織 

村田 淳 森 英二 森 俊樹 山田 深 横山 修 吉永 勝訓 

里宇 明元 若林 秀隆 和田 勇治 渡邉 修 
  

 

【北陸地区】7名 

影近 謙治 川北 慎一郎 木村 知行 小林 康孝 染矢 富士子 野村 忠雄 

吉野 修 
     

 

【中部・東海地区】35名 

青木 隆明 青柳 陽一郎 朝貝 芳美 石垣 泰則 猪田 邦雄 殷 祥洙 

太田 喜久夫 岡川 敏郎 岡本 さやか 小川 鉄男 小口 和代 尾関 恩 

加賀谷 斉 片桐 伯真 紙本 薫 河村 美穂 河村 守雄 小竹 伴照 

近藤 和泉 近藤 克則 才藤 栄一 清水 康裕 園田 茂 田中 宏太佳 

田沼 明 原 寛美 笛木 昇 藤島 一郎 本田 哲三 前島 伸一郎 

万歳 登茂子 美津島 隆 水野 雅康 森 憲司 和田 郁雄 
 

 

【近畿地区】55名 

青山 朋樹 阿部 和夫 池田 巧 池渕 充彦 今井 晋二 大澤 傑 

柿木 良介 勝谷 将史 勝山 真介 金田 浩治 川上 寿一 北村 嘉雄 

城戸 顕 久保 俊一 倉都 滋之 小西 英樹 佐浦 隆一 坂井 孝司 

酒井 良忠 柴田 徹 菅 俊光 須貝 文宣 菅本 一臣 住田 幹男 

隅谷 政 武澤 信夫 田島 文博 田中 一成 中馬 孝容 陳 隆明 

峠 康 道免 和久 中土 保 中野 恭一 中村 健 野崎 園子 

長谷 公隆 平林 伸治 福田 寛二 藤岡 幹浩 降矢 芳子 堀井 基行 

松田 秀一 松本 憲二 三浦 靖史 三上 靖夫 三橋 尚志 三原 雅史 

宮井 一郎 宮崎 博子 村尾 浩 村田 顕也 森原 徹 山脇 正永 

渡邉 学 
     

 

【中国・四国地区】42名 

赤澤 啓史 伊勢 眞樹 市川 徳和 小笠 博義 尾形 直則 岡本 隆嗣 

尾崎 敏文 加世田 ゆみ子 加藤 真介 木戸 保秀 木村 浩彰 杉原 勝宣 



首藤 貴 千田 益生 高田 信二郎 高田 裕 伊達 伸也 椿原 彰夫 

土井 一輝 徳田 佳生 徳弘 昭博 富永 俊克 中島 健二 中塚 洋一 

永冨 彰仁 永野 靖典 中山 衣代 難波 孝礼 西岡 孝 萩野 浩 

長谷 好記 花山 耕三 平岡 崇 藤田 正明 古澤 一成 本田 透 

馬庭 壯吉 三上 浩 目谷 浩通 山川 晴吾 和田 恵美子 渡部 昌平 

 

【九州地区】46名 

浅見 豊子 池田 聡 井手 睦 井林 雪郎 植田 尊善 梅津 祐一 

大串 幹 大隈 秀信 片岡 晶志 金谷 文則 川口 幸義 河津 隆三 

川平 和美 黒木 洋美 佐伯 覚 坂本 公宣 塩田 悦仁 志波 直人 

下堂薗 恵 高杉 紳一郎 武居 光雄 田代 桂一 田中 正一 帖佐 悦男 

津村 弘 堂園 浩一朗 鳥取部 光司 長岡 博志 永吉 美砂子 橋本 洋一郎 

蜂須賀 研二 服部 文忠 浜田 博文 浜村 明徳 原 寛道 松坂 誠應 

丸山 泉 水田 博志 柳園 賜一郎 山鹿 眞紀夫 山口 和正 山口 健 

山永 裕明 山之内 直也 米 和徳 和田 太 
  

 

３．異議の申し立てについて 

 

 本選挙の効力について異議のある選挙人又は候補者は、平成２６年２月２８日までに文書で代議員

選挙管理委員会に異議を申し立てることができます。 

 


