
第 1次有権者名簿　第 7区　東京都（1）（文京，台東，荒川，葛飾，足立，豊島，北）

文京区

愛　甲　　　丞 藍　原　有　弘 相　星　淳　一 青　井　泰　平 青　木　毅　一 青　木　　　順 
青　木　丈　幸 青　木　蓉　子 赤　星　径　一 赤　松　延　久 赤　松　秀　樹 浅　井　　　徹 
淺　岡　礼　人 浅　川　　　晃 浅　川　文　香 朝　田　慎　平 浅　野　大　輔 足　立　綾　佳 
安孫子　諒　一 油　谷　知　毅 安　倍　　　智 阿　部　真　也 天　野　　　篤 天　野　高　行 
天　野　日　出 雨　宮　浩　太 新　井　聡　大 新　井　健　男 新　井　洋　紀 荒　井　裕　国 
新　井　正　徳 新　井　正　美 新　井　真　理 有　井　瑠　美 有　田　淳　一 有　馬　保　生 
有　賀　智　之 安　康　勝　喜 安　西　紘　幸 安　藤　隆　夫 安　藤　文　彦 安　藤　美　沙 
安　藤　祐　二 飯　田　哲　弘 飯　田　寿　恵 飯　田　祐　基 五十嵐　　　寛 五十嵐　陽　介 
猪　狩　公　宏 猪　狩　史　江 池　内　洋　史 池　上　満智彰 伊佐治　寿　彦 石　井　博　章 
石　井　庸　介 石　神　浩　徳 石　川　敏　昭 石　川　祐　也 石　黒　達　昌 石　黒　めぐみ 
石　沢　武　彰 石　沢　遼　太 石　塚　由美子 石　場　俊　之 石　橋　洋　則 石　橋　祐　子 
石　原　聡一郎 板　本　孝　太 板　谷　光　慶 市　川　智　博 一　城　千都絵 市　田　晃　彦 
市　田　洋　文 市之川　英　臣 井　塚　正一郎 井　出　瑶　平 伊　藤　　　淳 伊　藤　橋　司 
伊　藤　金　一 伊　藤　謙太郎 伊　藤　智　彰 　東　充　宏 糸　瀬　　　磨 井戸田　佳　史 
稲　垣　冬　樹 稲　垣　麻　美 稲　葉　　　毅 乾　　　雅　人 井ノ上　鴻太郎 井　上　達　哉 
井　上　正　章 射　場　敏　明 今　井　武　治 今　泉　孝　章 今清水　恒　太 今　村　　　宏 
井　元　和　代 入　江　彰　一 入　江　利　幸 巌　　　康　仁 岩　下　公　江 岩　瀬　尚　子 
岩　田　正一朗 岩　田　乃理子 岩　本　奈織子 尹　　　大　成 禹　　　雅　祥 植　木　優　子 
上　田　康　二 上　田　純　志 上　田　琢　也 上　田　哲　也 上　田　仁　美 上　田　吉　宏 
上　寺　祐　之 上　野　泰　康 魚　森　俊　喬 氏　原　康　之 牛　山　朋　彦 内　田　浩一郎 
内　田　真　介 梅　木　昭　秀 浦　尾　正　彦 漆　畑　　　直 江　村　隆　起 円城寺　　　恩 
遠　藤　　　彰 遠　藤　憲　彦 遠　藤　貴　士 大　片　慎　也 大河原　健　人 扇　谷　一　郎 
大　熊　真　理 大　下　正　晃 太　田　秀二郎 太　田　善　子 太　田　　　竜 大　友　真由子 
大　友　康　裕 大　西　　　舞 大　場　　　大 大　橋　　　薫 岡　崎　みさと 岡　澤　　　裕 
小笠原　栄　美 小笠原　智　子 岡島（壹岐）千怜 岡　村　俊一郎 岡　本　憲　明 岡　本　将　太 
岡　本　　　朋 小　川　あゆみ 小　川　祥　子 小　川　太　志 小　川　　　嶺 岡和田　　　学 
沖　浜　裕　司 奥　野　圭　祐 奥　村　康　弘 奥　村　泰　之 尾　﨑　麻　子 越　智　崇　徳 
小　野　貴　弘 小　野　宏　晃 小　野　　　稔 小野田　　　翔 小　俣　佳菜子 織　田　福一郎 
柿　原　　　知 角　田　龍　太 笠　谷　　　峻 梶　山　美　明 数　井　　　晶 數　阪　広　子 
勝　田　絵里子 加　藤　俊　二 加　藤　　　貴 加　藤　　　剛 加　藤　春　輝 加　藤　善　史 
加　藤　怜　子 金　井　達　哉 香　中　伸太郎 金　沢　義　一 金　丸　里　奈 金　子　幸　二 
兼　子　　　順 金　子　寛　行 金　子　昌　裕 上　谷　潤二郎 亀　井　雅　子 唐　子　　　尭 
唐　崎　隆　弘 川　合　明　彦 川　合　一　茂 河　井　　　健 河　合　雅　也 河　口　　　恵 
河　口　義　邦 川　島　万　平 川　島　光　明 川　田　研　郎 河　野　眞　吾 河　野　辰　幸 
河　原　直　毅 川　辺　優　子 神　田　知　洋 菅　野　仁　士 菊　地　　　剛 菊　池　　　亨 
菊　池　真里子 菊　池　弥寿子 岸　上　史　士 岸　川　純　子 北　川　　　啓 北　野　健太郎 
北　野　裕　巳 絹　笠　祐　介 木根淵　美　沙 木　下　　　修 木　村　光　利 木　山　輝　郎 
行　田　　　悠 桐　谷　　　翔 金　　　史　英 日下部　　　誠 工　藤　　　篤 工　藤　敏　文 
工　藤　　　亮 國　部　祐　吾 久　保　俊　裕 窪　田　　　晃 久保田　友　紀 熊　木　裕　一 
倉　澤　恒　雄 倉　林　理　恵 栗　田　二　郎 栗　原　泰　幸 黒　田　誠　司 小　泉　信一郎 
高　　　和　英 小宇佐　一　夫 河　野　　　豪 鴻　野　雅　司 河　野　義　春 古　口　葉　月 
國　土　貴　嗣 小　坂　征太郎 小　島　史　也 小　島　　　豊 五　嶋　　　翼 後　藤　理　紗 
小　西　健一郎 小　西　清　二 小　西　孝　明 小　西　珠　貴 小　西　宏　育 小　西　泰　人 
此　枝　千　尋 小　林　　　中 小　林　　　薫 小　林　杏　一 小　林　光　助 小　林　弘　幸 
小　林　光　希 小　林　康　徳 小　前　兵　衛 小　松　更　一 小見山　博　光 小　山　　　要 
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齋　浦　明　夫 才　田　千　晶 齋　藤　賢　将 斎　藤　忠　生 齋　藤　麻梨恵 酒　井　康　孝 
坂　本　一　博 坂　本　修　一 坂　本　直　弘 櫻　澤　信　行 佐々木　和　人 佐々木　　　孝 
佐々木　　　浩 笹　原　麻　子 佐　藤　綾　花 佐　藤　　　剛 佐　藤　彰　治 佐　藤　雅　昭 
佐　藤　悠　子 佐　藤　雄　哉 佐　藤　要　悟 佐　野　広　美 ジェフリーレイン 塩　見　真一郎 
重　盛　治　彦 篠　原　義　和 柴　　　美佳子 柴　﨑　ゆかり 芝　田　匡　史 柴　田　深　雪 
澁　谷　聡　一 島　田　聡　子 嶋　田　正　吾 島　野　瑠　美 清　水　咲　花 清　水　哲　也 
白　川　　　真 白　田　　　力 進　士　誠　一 新　城　邦　裕 末　永　光　邦 末　吉　国　誉 
菅　原　友　樹 菅　原　弘太郎 菅　原　俊　喬 杉　谷　　　巌 杉　野　麻　帆 須　﨑　　　真 
鈴　木　邦　士 鈴　木　健　司 鈴　木　憲　治 鈴　木　健　人 鈴　木　敏　文 鈴　木　知　行 
鈴　木　未希子 鈴　木　幹　人 須　田　一　人 須　藤　浩　志 須　原　正　光 壽　美　友　里 
住　吉　宏　樹 瀬　尾　明　彦 瀬　尾　尚　吾 關　　　裕　介 関　　　亮　太 関　谷　宏　祐 
瀬　戸　克　年 脊　山　泰　治 銭　　　真　臣 仙　波　遼　子 園　田　洋　史 園　田　寛　道 
平　　　哲　郎 平　良　ゆりな 高　雄　美　里 高　尾　嘉　宗 髙　木　真　稀 高　澤　慎　也 
高　橋　　　敦 髙　橋　賢一朗 髙　橋　定　雄 高　橋　秀　臣 髙　橋　宏　光 高　橋　　　玄 
高　橋　佑　典 高　持　一　矢 高　山　敏　夫 高　山　利　夫 高　山　　　渉 瀧　口　　　徹 
瀧　山　博　年 竹　下　斉　史 武　田　幸　樹 武　田　昌　寛 嵩　原　一　裕 武　村　真理子 
武　山　絵里子 田　澤　美也子 田　路　めぐみ 田　所　裕　之 田　所　裕　規 田　中　浩　司 
田　中　真　二 田　中　鶴　人 田　中　暖　樹 田　中　正　史 田　中　由紀子 田　辺　真　彦 
田　邉　　　稔 谷　　　圭　吾 谷　口　浩一郎 谷　口　善　郎 田　端　克　弘 田　原　一　郎 
田　村　順　二 田　村　純　人 田　村　美　樹 團　野　　　誠 長　　　晴　彦 陳　　　じゅん 
塚　本　亮　一 月　原　弘　之 辻　　　重　人 辻　井　厚　子 津　島　辰　也 土　田　知　史 
土　谷　祐　樹 露　木　翔　太 寺　井　　　潔 寺　尾　泰　久 寺　口　　　潤 寺　崎　宏　明 
寺　澤　無　我 寺　田　百合子 時　澤　博　美 徳　田　裕　二 徳　永　正　則 十　倉　三千代 
冨　井　知　春 富　田　夏　実 鳥　海　哲　郎 内　藤　敬　嗣 中　井　克　也 永　井　雄　三 
長　尾　深　幸 長　岡　英　気 長　岡　竜　太 永　仮　邦　彦 中　川　和　寿 中　川　剛　士 
中　島　兆　子 中　島　　　啓 中　島　　　淳 中　島　秀　明 中　嶌　雄　高 永　田　洋　士 
中　堤　啓　太 中　根　康　介 中　野　大　輔 長　野　匡　晃 中　原　秀　樹 永　原　　　誠 
中　村　　　央 中　村　慶　春 名木田　明　幸 那　須　元　美 夏　目　壮一郎 鍋　島　惇　也 
奈　良　　　篤 奈　良　美也子 成　田　丈　格 成　田　保　和 新　見　昂　大 二　階　公　貴 
西　　　　　明 西　蔭　誠　二 西　潟　　　綾 西　木　慎太朗 西　山　綾　子 似　鳥　純　一 
二　宮　淳　一 二　宮　幹　雄 野　口　竜　剛 野　澤　宏　彰 野　地　秀　一 登　　　祐　哉 
野　村　幸　世 羽　尾　千　咲 萩　原　　　純 萩　原　俊　昭 萩　原　信　敏 橋　口　忠　典 
橋　本　貴　史 長谷川　　　潔 長谷川　敏　男 畑　　　啓　介 服　部　公　昭 服　部　貴　続 
花　岡　まりえ 馬　場　峻　一 早　川　朋　宏 早　阪　　　誠 林　　　香菜子 林　　　久美子 
林　　　健太郎 林　　　光　希 林　　　孝　二 林　　　善　仁 原　田　潤一郎 原　田　千　佳 
原　田　昌　樹 原　田　匡　彦 原　田　真悠水 原　田　有　三 春　木　茂　男 韓　　　一　秀 
伴　　　大　輔 伴　　　祐　子 阪　野　孝　充 東　園　和　哉 樋　口　哲　郎 久　富　伸　哉 
氷　室　貴　規 平　田　史　子 平　田　悠　悟 平　山　俊　希 　瀬　　　仁 　瀬　洋一郎 
深　柄　和　彦 福　井　梨　紗 福　田　開　人 福　永　　　哲 藤　井　　　真 藤　井　正　大 
藤　井　友夏里 藤雄木　亨　真 藤　澤　将　大 藤　代　　　準 藤　田　晃　浩 藤　本　隆　士 
藤　原　立　樹 藤　原　直　人 藤　原　直　之 藤　原　な　ほ 藤　原　典　子 船　津　のぞみ 
船　曳　　　均 古　木　裕　康 北　條　大　輔 保　科　克　行 星　野　明　弘 星　本　和　種 
堀　田　正　啓 堀　　　　　光 堀　尾　裕　俊 堀　越　健太郎 堀　部　達　也 堀　本　義　哉 
本　庄　薫　平 本　田　弥　生 本　藤　憲　一 前　川　　　彩 前　澤　勝　美 前　澤　幸　男 
前　田　克　英 前　野　竜　平 前屋舗　龍　男 真　木　治　文 牧　野　有里香 牧　野　能　久 
牧之段　洋　輝 増　田　　　栄 増　田　寛　喜 増　田　有　香 増　野　智　彦 松　井　隆　典 
松　井　満　美 松　浦　壮　平 松　倉　　　満 松　下　　　晃 松　田　明　久 松　田　　　健 
松　田　光　弘 松　永　史　穂 松　永　健　志 松　永　浩　子 松　原　和　英 松　原　　　忍 
松　本　　　望 松　本　正　隆 松　本　充　生 的　場　秀　亮 三　浦　昭　順 三　浦　誠　司 
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三　浦　洋　菜 三　浦　泰　朗 三　上　　　厳 水　口　義　昭 水　野　友　裕 三　瀬　祥　弘 
溝　渕　大　騎 皆　川　智　海 峯　　　真　司 峰　岸　真　史 三　原　裕一郎 宮　　　一　紀 
宮　城　泰　雄 宮　国　泰　斗 三　宅　弘　章 三　宅　優一郎 宮　治　美　穂 宮　下　真美子 
宮　田　明　典 宮　野　　　剛 明　神　真　由 三　輪　快　之 村　上　　　寛 村　上　　　郁 
村　瀬　芳　樹 村　田　智　洋 村　山　智　紀 室　野　浩　司 森　　　一　洋 森　　　周　介 
森　　　昌　子 森　　　康　治 森　岡　　　新 森　岡　晴　記 森　下　幸　治 森　嶋　素　子 
森　田　香　織 師　田　瑞　樹 八　尾　健　太 栁　沼　行　宏 矢　崎　悠　太 八　島　正　文 
保　田　智　彦 康　永　秀　生 柳　衛　宏　宣 柳　谷　昌　弘 矢　作　竜　太 山　内　慎　一 
山　内　　　卓 山　岡　昇　司 山　形　　　周 山　川　仁　子 山　岸　杏　彌 山　口　和　哉 
山　口　達　郎 山　口　寛　和 山　口　るつ子 山　﨑　広　樹 山　下　　　智 山　下　哲　夫 
山　下　宏　成 山　田　和　人 山　田　研　一 山　田　舜　介 山　田　　　進 山　田　岳　史 
山　田　直　輝 山　高　篤　行 山　初　和　也 山　村　　　進 山　本　晃　太 梁　　　成　秀 
夕　部　由規謙 横　山　雄一郎 吉　岡　龍　二 吉　崎　雄　飛 吉　田　勝　俊 吉　田　　　寛 
吉　野　　　潤 吉　野　真　穂 吉　村　祐　亮 良　本　貴　子 吉　本　雄太郎 吉　森　　　勝 
吉　安　展　将 吉　行　俊　郎 米　倉　利　香 李　　　宗　成 李　　　基　成 龍　　　喬　子 
梁　　　正　彦 林　　　錫　喆 盧　　　尚　志 和　田　英　理 和　田　雅　世 和　田　良　樹 
渡　辺　　　章 渡　辺　　　勇 渡　部　恵美子 渡　邉　元　己 渡　邉　達　己 渡　辺　英　章 
渡　部　幹　夫 渡　邊　美　穂 渡　邊　敬　夫 濟　陽　寛　子
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台東区

愛　甲　　　聡 天　田　　　塩 岩　本　美　樹 内　田　叔　宏 大　島　　　剛 岡　　　しのぶ 
織　田　　　豊 片　見　厚　夫 金　井　昌　敦 倉　持　晋　久 小　山　恭　正 田　邉　紗　代 
土　屋　晶　義 中　瀬　くるみ 長　屋　直　樹 西　川　幸　宏 根　岸　京　田 前　田　真　悟 
宮　木　　　陽 山　本　　　純 杠　葉　　　良
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荒川区

伊　藤　東　一 伊　能　　　壮 岩　田　将　輝 上　部　一　彦 大　石　俊　典 大　高　京　子 
大　東　誠　司 岡　田　俊　次 岡　田　　　豪 奥　薗　康　仁 小　倉　　　薫 笠　巻　伸　二 
片　岡　　　豪 片　桐　さやか 加　藤　博　之 蒲　谷　　　堯 木　田　和　利 北　野　　　綾 
木　村　　　厚 木　村　　　玄 窪　田　公　一 高　圓　瑛　博 小　島　光　暁 小　西　奈々美 
小　堀　義　夫 今　野　宗　一 昆　野　博　臣 阪　口　志　帆 佐久間　晶　子 笹　本　晶　子 
塩　澤　俊　一 清　水　俊　榮 庄　古　知　久 白　月　　　遼 城　間　賢　二 須　賀　弘　泰 
須　佐　真由子 鈴　木　貴　久 曽　我　幸　弘 谷　澤　　　秀 中　村　博　志 中　本　礼　良 
中　安　靖　代 西　浦　輝　浩 服　部　晃　典 林　　　俊　之 林　　　桃　子 平　野　　　明 
廣　瀬　浩　之 藤　井　昭　芳 古　川　博　史 堀　　　文　子 前　　　昌　宏 増　田　憲　保 
松　田　大　助 松　田　好　雄 松　本　敦　夫 松　本　卓　子 松　本　紀　夫 三　浦　一　浩 
光　丸　哲　吉 宮　澤　美　季 三　好　　　勲 村　山　　　実 薬師寺　公　一 八　巻　　　隆 
山　口　健太郎 湯　川　寛　子 横　川　英　之 米　川　知　里 渡　邊　　　清
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葛飾区

青　井　東　呉 青　木　久　幸 赤　羽　清　彬 穴　澤　園　子 安　藤　精　貴 飯　倉　基　正 
石　澤　智　宏 磯　村　　　正 市野瀬　　　剛 稲　垣　芳　則 猪　口　正　孝 岩　村　太　郎 
上　野　克　仁 内　田　崇　之 大　高　道　夫 大　政　良　二 岡　本　しおり 小　田　治　男 
恩　田　威　一 加賀谷　　　慎 柏　木　　　明 梶　原　麻　里 金　村　賦　之 川　内　潤　也 
川　﨑　恭　兵 川　東　　　豊 川　村　　　純 神　田　　　恒 北　島　政　幸 木　村　聡　大 
金　　　哲　宇 熊　谷　雅　人 黒　田　　　徹 小　松　卓　也 柵　山　尚　紀 篠　崎　百合子 
白　木　康　夫 杉　浦　　　篤 助　川　卓　行 鈴　木　敏　克 髙　橋　　　健 立　石　　　烈 
谷　藤　泰　正 茅　野　公　明 月　岡　祐　介 土　田　舜　太 徳　原　智　庸 豊　岡　正　裕 
中　谷　晃　典 永　野　　　修 中　村　智　一 中　村　幸　伸 永　易　希　一 行　木　太　郎 
野　田　　　剛 羽　尻　裕　美 花　井　　　信 針　谷　明　房 藤　崎　順　子 藤　森　喜　毅 
舟　崎　裕　記 星　野　 　樹 松　浦　芳　文 三　村　琢　也 村　上　美樹子 矢　田　　　宏 
山　岸　俊　介 山　﨑　博　之 吉　田　成　彦 吉　田　　　稔 吉　永　和　史 渡　部　智　雄
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足立区

青　木　　　哲 青　見　茂　之 浅　沼　雄　之 阿　曽　和　哲 飯　田　修　史 諌　山　冬　実 
伊　藤　雅　史 井　上　泰　介 井　原　　　健 内　田　英　一 大　木　琴　美 大　藏　俊　彦 
大　塚　新　一 大　塚　恒　博 鴛　海　元　博 笠　倉　雄　一 加　藤　正　久 金　澤　　　周 
金　城　喜　哉 叶　　　典　子 加　茂　知　久 河　合　　　靖 金　　　光　宇 金　　　潤　吉 
葛　岡　健太郎 久保田　　　至 久保田　　　和 桑　原　　　久 小　泉　和　雄 小　泉　岐　博 
小　熊　將　之 小　関　啓　太 小　山　博　之 佐々木　章　史 左　雨　元　樹 佐　藤　　　順 
佐　藤　雅　人 清　水　忠　夫 下　山　省　二 周　東　千　緒 鈴　木　　　篤 瀬　田　真　祐 
仙　石　博　信 髙　石　祐　子 高　橋　　　徹 竹　川　本　夫 建　部　　　祥 田　辺　友　暁 
田　村　周　三 土　屋　　　玲 都　築　秀　至 水　流　重　樹 丁　　　毅　文 寺　田　俊　明 
栃　木　秀　一 直　江　章　代 中　島　　　修 西　内　正　樹 仁　瓶　善　郎 長谷川　哲　夫 
針　原　　　康 福　田　雄　三 降　簱　　　正 星　野　正　己 堀　　　孝　吏 増　田　勝　彦 
松　尾　哲　也 向　出　将　人 村　上　聡　子 村　山　　　公 森　本　幸　治 森　山　　　宣 
森　脇　　　稔 矢　川　裕　一 八　木　光　博 柳　澤　孝　嘉 八　巻　秀　人 山　崎　勝　雄 
山　本　真　人 山　本　　　学 吉　村　和　泰 渡　邉　一　郎 渡　邉　善　広
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豊島区

浅　川　愛　里 足　立　　　崇 安　康　晴　博 飯　原　雅　季 池　田　博　斉 梅　林　佑　弥 
大　島　令　子 太　田　博　俊 緒　方　晴　樹 甲　斐　耕太郎 河　　　一　京 川　口　洋　祐 
川真田　明　子 木　村　健　一 輿　石　晴　也 後　藤　　　瞳 近　藤　啓　介 斉　藤　　　宏 
澤　田　登起彦 島　本　悦　次 城　田　　　裕 鈴　木　宏　昌 鈴　木　理　香 鈴　木　留　美 
関　口　更　一 高　岡　和　彦 高　原　哲　也 田　畑　茂　喜 泊　　　卓　志 友　近　　　浩 
林　　　竜　平 平　塚　　　卓 星　野　敏　彦 堀　口　和　美 松　﨑　圭　祐 松　本　　　潤 
水　口　博　之 向　島　　　祐 森　田　さやか 山　下　勝　之 吉　田　竜　介 吉　村　哲　規 
渡　辺　泰　博 済　陽　高　穂
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北区

浅　川　紀　子 阿　部　哲　夫 天　野　正　弘 板　垣　亮　平 伊　藤　博　道 伊　藤　浩　光 
伊　藤　美　帆 岩　垣　立　志 産　形　麻美子 大　澤　岳　史 織　畑　剛太郎 加　藤　一　平 
金　井　慎一郎 上小鶴　弘　孝 木　村　隆　雄 久　米　雄一郎 桑　原　明　菜 小　中　千　守 
権　　　重　好 佐　藤　愛　日 佐　藤　かおり 軸　薗　智　雄 鷹　羽　智　之 谷　口　和　樹 
角　﨑　秀　文 中　田　一　也 中　村　　　努 名田屋　辰　規 林　　　恭　弘 日　野　眞　子 
廣　澤　知一郎 深　町　幸　代 福　森　龍　也 細　井　則　人 松　崎　雄　一 三　宅　美　穂 
宮　崎　国　久 宮　崎　卓　也 村　上　　　健 村　松　さやか 八　木　和　郎 野　牛　道　晃 
山　口　夏　希 山　田　　　哲 𠮷　谷　新一郎
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