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                                           選挙管理委員長   廣田  泰 

                                           庶務担当理事     久慈 直昭 

 

すでに公示・ご投票いただいておりました代議員選挙につきまして、令和 2 年 3 月 16

日に開票し、その結果が令和 2 年 3 月 27 日開催の令和元年度第 3 回通常理事会に

おいて報告・承認されました。下記の通り報告申し上げます。 

 

選出代議員（五十音順 敬称略） 

＜北海道選挙区＞代議員定数 4 

伊藤 直樹、 工藤 正尊、 馬場  剛、 宮本 敏伸 

 

＜東北選挙区＞代議員定数 7 

尾上 洋樹、 髙橋 俊文、 立花 眞仁、 寺田 幸弘、 福原 理恵、 

松尾 幸城、 渡辺 正     

 

＜東京選挙区＞代議員定数 26 

明楽 重夫、 石川 智則、 内田 明花、 内田  浩、 大石  元、 

大須賀 穣、 片桐 由起子、 岸  裕司、 久具 宏司、 久慈 直昭、 

桑原 慶充、 甲賀 かをり、 佐藤  卓、 竹下 俊行、 田中  守、 

永尾 光一、 浜谷 敏生、 原田 美由紀、 平池  修、 平田 哲也、 

廣田  泰、 藤原 敏博、 升田 博隆、 丸山 哲夫、 百枝 幹雄、 

山田 満稔  

 

＜関東選挙区＞代議員定数 28 

五十嵐 敏雄、 石川 博士、 石原  理、 伊藤 理廣、 岩瀬  明、 

柿沼 敏行、 梶原  健、 河村 和弘、 河村 寿宏、 小堀 善友、 

小宮  顕、 榊原 秀也、 生水 真紀夫、 杉本 公平、 鈴木 達也、 

鈴木  直、 髙井  泰、 髙江 正道、 髙橋 敬一、 髙松  潔、 

辻村  晃、 西井  修、 西山 博之、 原田 竜也、 村瀬 真理子、 

湯村  寧、 吉田 丈児、 吉野  修 

 

＜中部選挙区＞代議員定数 17 

浅田 義正、 安藤 寿夫、 生田 克夫、 伊藤 知華子、 岩月 正一郎、 



梅本 幸裕、 岡  賢二、 後藤 真紀、 佐藤  剛、 澤田 富夫、 

菅沼 信彦、 菅谷  健、 杉浦 真弓、 俵  史子、 古井 憲司、 

古井 辰郎、 前沢 忠志      

 

＜北陸選挙区＞代議員定数 4 

伊東 雅美、 折坂  誠、 藤原  浩、 道倉 康仁  

 

＜関西選挙区＞代議員定数 23 

東  治人、 大道 正英、 岡田 英孝、 北脇  城、 木村 文則、 

古山 将康、 近藤 宣幸、 澤井 英明、 塩谷 雅英、 柴原 浩章、 

千葉 公嗣、 筒井 建紀、 中尾 朋子、 橋本  周、 福井 淳史、 

福原 慎一郎、 藤澤 正人、 堀江 昭史、 三谷  匡、 南 直治郎、 

村上  節、 森本 義晴、 山田 秀人    

 

＜中国四国選挙区＞代議員定数 12 

岩佐  武、 金崎 春彦、 鎌田 泰彦、 島田 昌之、 下屋 浩一郎、 

白石 晃司、 杉野 法広、 谷口 文紀、 永井  敦、 原田  省、 

前田 長正、 矢野 浩史 

 

＜九州沖縄選挙区＞代議員定数 13 

井上 善仁、 内田 聡子、 江頭 活子、 沖  利通、 河野 康志、 

北島 道夫、 蔵本 武志、 田中  温、 詠田 由美、 楢原 久司、 

本田 律生、 三浦 清徳、 渡邊 良嗣     

 

以上 134 名 


