
                                                                                　                 （令和4年1月15日   選挙管理委員会決定）    （五十音順）

第一区 第二区 第三区 第四区 第五区 第七区 第八区 第九区 第十区 第十一区 第十二区 第十三区
代議員の定数   　　  350名 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者

13名－13名 　8名－8名 14名－14名 25名－25名 20名－20名 16名－15名 12名－12名 5名－5名 7名－7名 13名－13名 10名－9名 8名－8名
当   選    者            345名 東　信良 齊藤　元 石田　孝宣 浅尾　高行 秋葉　直志 臼田　実男 青木　武士 伊豫田　明 池田　徳彦 赤坂　純逸 市川　大輔 稲木　紀幸

紙谷　寛之 佐々木　章 内田　徹郎 阿部　知伸 伊東　浩次 大久保　憲一 池上　徹 斉田　芳久 江川　裕人 井本　滋 伊藤　研一 五井　孝憲
（無投票決定者      309名） 神山　俊哉 袴田　健一 海野　倫明 石田　秀行 大塚　将之 小野　稔 衛藤　謙 島田　英昭 北川　雄光 岡村　行泰 木下　義晶 佐々木　正人

川原田　修義 平林　健 大竹　徹 上野　秀樹 大平　学 絹笠　祐介 大木　隆生 船橋　公彦 黒田　達夫 岡本　友好 清水　公裕 竹村　博文
（選挙による決定者   36名） 木村　康利 皆川　正仁 岡田　克典 遠藤　俊輔 岡住　慎一 齋浦　明夫 大塚　崇 渡辺　善則 志水　秀行 河地　茂行 瀬戸　達一郎 藤井　努

七戸　俊明 南谷　佳弘 亀井　尚 小野　滋 小田　竜也 齊藤　光江 國原　孝 土田　明彦 川村　雅文 副島　雄二 松本　勲
欠   員                       5名 武冨　紹信 山本　浩史 川本　俊輔 川人　宏次 久保木　知 坂本　一博 武井　秀史 新浪　博 越永　従道 土田　正則 八木　真太郎

竹政　伊知朗 山本　雄造 河野　浩二 岸　庸二 幸田　圭史 塩澤　俊一 野木　裕子 近藤　晴彦 中島　博之 芳村　直樹
長谷川　公治 齋木　佳克 窪田　敬一 佐藤　幸夫 瀬戸　泰之 橋本　雅司 須並　英二 若井　俊文

平野　聡 鈴木　弘行 小嶋　一幸 鈴木　修司 武井　寛幸 山内　英子 田中　正史
横尾　英樹 丸橋　繁 佐伯　浩司 高屋敷　吏 田邉　稔 山下　裕玄 橋口　陽二郎
若狭　哲 元井　冬彦 桜本　信一 長谷川　博俊 長　晴彦 横山　登 深川　剛生
渡辺　敦 横山　斉 佐田　尚宏 早野　康一 中島　淳 牧野　浩司

和田　基 調　憲 原　尚人 長谷川　潔
鈴木　孝明 菱木　知郎 吉田　寛
宗田　真 平松　祐司

田口　眞一 増本　幸二
千田　雅之 松原　久裕
中山　光男 松宮　護郎
福田　宏嗣 吉野　一郎
藤井　孝明
藤田　伸

矢島　俊樹
吉富　秀幸
力山　敏樹

第十四区 第十五区 第十六区 第十七区 第十八区 第十九区 第二十区 第二十一区 第二十三区 第二十四区 第二十五区
定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者 定数－候補者
18名－18名 17名－16名 16名－16名 15名－15名 10名－10名 21名－21名 10名－10名 12名－10名 17名－17名 12名－12名 15名－15名
石橋　宏之 岩田　尚 池田　直也 池内　浩基 岩瀬　和裕 石川　哲郎 上野　富雄 井谷　史嗣 赤木　由人 江口　晋 家入　里志
碓氷　章彦 上坂　克彦 井上　匡美 池田　正孝 大植　雅之 江口　英利 織田　禎二 稲垣　　優 木村　和恵 金高　賢悟 猪股　雅史
内田　広夫 臼井　正信 大辻　英吾 岡田　健次 大平　雅一 奥山　宏臣 笠原　真悟 大段　秀樹 久保　真 黒木　保 大塚　隆生
宇山　一朗 佐藤　浩一 小濱　和貴 貝原　聡 久保　正二 勝間田　敬弘 田島　義証 岡田　守人 佐藤　寿彦 鈴木　実 蔵原　弘
江畑　智希 椎谷　紀彦 庄　　雅之 掛地　吉弘 柴田　利彦 川井　学 種本　和雄 桂　春作 塩瀬　明 永安　武 佐藤　雅美
小倉　靖弘 高尾　仁二 鈴木　友彰 坂口　太一 寺嶋　宏明 川村　純一郎 豊岡　伸一 小林　剛 田尻　達郎 能城　浩和 杉尾　賢二
菊森　豊根 竹内　裕也 田浦　康二朗 篠原　尚 平尾　素宏 澤　芳樹 中村　廣繁 髙橋　信也 田中　文啓 馬場　秀夫 曽我　欣治
小寺　泰弘 土井　潔 田口　哲也 高尾　信太郎 前田　清 島津　研三 野田　卓男 武田　茂 田山　栄基 福井　寿啓 高槻　光寿
小林　孝彰 問山　裕二 伊達　洋至 野口　眞三郎 水島　恒和 新谷　康 藤原　俊義 永野　浩昭 唐　宇飛 松本　桂太郎 富田　雅樹
佐野　力 日比　健志 谷　眞至 長谷川　誠紀 溝端　康光 関本　貢嗣 藤原　義之 宮田　義浩 藤　也寸志 真鍋　達也 七島　篤志

須田　康一 二村　学 出口　英一 波多野　悦朗 竹山　宜典 中村　雅史 山本　豊 古川　貢之
須田　　久雄 船井　和仁 戸井　雅和 尾藤　祐子 田中　慶太朗 長谷川　傑 吉田　直矢 古川　浩二郎

髙木　靖 松橋　延壽 湊谷　謙司 福本　巧 土岐　祐一郎 久下　亨 三森　功士
瀧口　修司 水野　修吾 目片　英治 真庭　謙昌 西村　好晴 平田　敬治 宮本　伸二
中西　良一 村瀬　勝俊 夜久　均 村田　幸平 花岡　伸治 光岡　正浩 山城　聡

坂野　比呂志 吉田　和弘 横山　晋也 廣川　文鋭 吉住　朋晴
堀口　明彦 湊　直樹 和田　秀一
芳川　豊史 宮川　繁

村川　知弘
安田　卓司
山上　裕機

無投票選挙区の決定者氏名（309名）


