
第 1次有権者名簿　第 9区　東京都（3）（大田，目黒，世田谷，渋谷）

大田区

東　　　陽　子 穴　見　洋　一 雨　宮　隆　太 荒　瀬　　　勉 有　馬　陽　一 石　田　　　徹 
磯　部　　　将 伊　藤　悠　子 今　村　茂　樹 伊谷野　克　佳 伊豫田　　　明 内　田　威一郎 
大阿久　俊　郎 大　熊　新之介 大　島　由　佳 大　嶋　陽　幸 岡　田　　　嶺 緒　方　秀　昭 
小　川　　　勝 鏡　　　　　哲 片　山　雄　三 勝　又　泰　平 金　田　陽　子 兼　村　禎　大 
鹿　野　純　生 神　山　博　彦 亀　田　　　徹 川　田　彰　得 川　田　幸　太 菅　　　重　尚 
北　原　信　三 久保田　喜　久 久保田　伊　哉 倉　田　長　幸 栗　原　聰　元 栗　原　博　明 
黒　井　克　昌 甲　田　貴　丸 高　地　良　介 肥　塚　　　智 小長井　直　樹 小　林　　　隆 
齊　藤　芙　美 坂　井　貴　志 酒　井　　　悠 櫻　井　俊　宏 佐々木　雄　毅 笹　本　修　一 
佐　竹　　　央 佐　藤　　　徹 佐　藤　良太郎 佐　原　力三郎 塩　野　則　次 島　田　脩　平 
島　田　長　人 島　田　英　昭 鈴　木　俊　一 鈴　木　　　隆 鈴　木　孝　之 須　田　　　睦 
須　 　日出男 清　宮　清　治 千　保　純一郎 田井中　貴　久 髙　田　将　司 髙　橋　直　人 
高　橋　秀　暢 田　鎖　　　治 竹　山　照　明 田　代　健　一 田　中　高　志 田　中　知　行 
田　村　　　直 富　永　幸　治 友　成　崇　葵 中　井　麻　木 長　島　俊　介 中　田　　　譲 
中　村　陽　一 中　山　　　仁 中　山　　　洋 名　波　竜　規 西　田　由　衣 二本柳　康　博 
布　井　啓　雄 畠　山　知　昭 林　　　明　照 原　　　真　範 判　治　永律香 日　野　眞　人 
平　塚　研　之 廣　野　素　子 深　井　隆　弘 藤　井　毅　郎 藤　岡　稔　洋 藤　田　　　泉 
船　橋　公　彦 古　川　聡　一 保　坂　達　明 堀　　　　　隆 堀　越　　　淳 本　田　善　子 
牧　田　英　俊 牧　野　　　崇 益　原　大　志 松　本　　　悠 三　浦　康　之 溝　口　敬　基 
溝　谷　弘　成 皆　川　輝　彦 宮　嶋　良　征 宮　本　幸　雄 村　岡　村　岡 森　　　克　彦 
森　園　剛　樹 矢　尾　尊　英 谷　澤　健太郎 安　士　達　夫 安　田　雄一郎 山　川　輝　記 
山　崎　有　浩 山　下　　　航 吉　川　　　翼 吉　田　公　彦 𠮷　田　宏　重 吉　利　賢　治
吉　原　克　則 依　田　浩　平 若　山　達　郎 鷲　澤　尚　宏 渡　辺　　　聖 渡　辺　　　糺 
渡　邊　俊　之 渡　辺　善　則 渡　邉　嘉　之
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渋谷区

青　山　　　圭 赤　井　隆　司 赤　石　純　子 浅　沼　史　樹 東　　　光　邦 阿　保　義　久 
新　井　政　男 新　垣　光　之 井　石　秀　明 伊　藤　公　一 伊　藤　秀　幸 上　田　重　人 
上　村　秀　樹 大　桑　恵　子 大　越　隆　文 大田原　正　幸 小　野　怜　子 小野山　温　那 
賀　来　宗　宏 笠　原　大　城 風　間　義　弘 門　脇　正　美 金　沢　孝　満 金　子　　　学 
鎌　田　　　聡 苅　田　　　真 川　井　邦　彦 河　野　通　一 川　邉　健士朗 木　曽　祥　久 
北　川　　　亘 久　保　宏　隆 黒　須　光　男 児　玉　　　肇 後　藤　直　樹 小　林　城太郎 
小　林　利　子 才　川　義　朗 堺　　　　　泉 酒　井　敬　介 佐々木　　　愼 佐　藤　和　弘 
島　田　杏　子 島　田　　　恵 清　水　淑　子 新　藤　克　之 杉　野　公　則 鈴　木　章　史 
鈴　木　　　暁 鈴　木　登士彦 髙　島　政　浩 高　橋　泰　宏 田　中　　　潔 田　中　慶　太 
田　中　　　遥 田　中　真　人 谷　　　有希子 角　田　幸　子 友　安　　　浩 豊　島　　　明 
内　藤　　　淳 内　藤　誠　二 中　尾　啓　太 永　岡　　　栄 中　島　清　隆 中　野　清　治 
中　野　智　継 長　濵　充　二 中　原　さおり 中　村　知　己 野　地　　　満 橋　本　拓　哉 
葉　梨　智　子 林　　　美貴子 深　瀨　　　達 福　田　幸　人 古　畑　善　章 細　井　良　枝 
正　木　千　恵 増　田　　　亮 松　浦　篤　志 松　津　賢　一 丸　山　嘉　一 三　浦　富　之 
村　尾　有　香 盛　　　隆　之 安　川　　　峻 藪　田　智　範 山　﨑　春　彦 山　下　賀　正 
山　本　誠　司 横須賀　哲　哉 吉　岡　佑一郎 米　田　あ　ゆ 米　田　央　后 林　　　宗　博 
渡　邊　正　純 渡　辺　幸　康
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目黒区

青　山　幸　生 秋　元　佑　介 浅　井　浩　司 浅　川　英　輝 浅　倉　友　理 飯　田　茂　幸 
伊　藤　一　樹 岩　渕　　　裕 後小路　世士夫 榎　本　俊　行 太　田　惠一朗 大　辻　絢　子 
岡　　　由　希 岡　本　　　康 奥　田　　　整 尾　崎　重　之 小　澤　　　司 小　野　由　雅 
小　山　孝　彦 柿　崎　奈々子 加　島　一　郎 柁　原　宏　久 片　桐　美　和 河　北　英　明 
川　口　大　輔 木　下　貴　之 桐　林　孝　治 鯨　岡　　　学 栗　田　　　実 栗　原　智　宏 
洪　　　仲　根 小　西　健　斗 近　藤　純　由 近　藤　俊　彦 近　藤　友　樹 斉　田　芳　久 
齋　藤　友　宏 桜　井　貞　夫 佐々木　　　彩 笹　原　真奈美 佐　藤　　　晋 重　川　　　崇 
島　田　岳　洋 神　馬　由　宏 杉　山　祐　之 鈴　木　　　茂 鈴　木　佳　透 石　　　志　紘 
関　本　康　人 瀬　田　博　允 高　遠　幹　夫 高　橋　亜紗子 達　富　祐　介 長　　　剛　正 
外　山　雅　章 長　尾　さやか 中　川　　　崇 中　澤　久仁彦 中　島　康　裕 中小路　絢　子 
長　田　拓　哉 中　西　友　莉 中　村　光　彦 成　子　　　浩 新　妻　　　徹 西牟田　浩　伸 
野　中　直　道 萩　原　令　彦 馬　場　紀　行 土　方　瑛　香 檜　田　　　真 福　冨　寿　典 
二　渡　信　江 古　山　貴　基 細　田　　　裕 前　原　惇　治 松　井　　　哲 三　木　隆　久 
森　　　美　樹 森　山　穂　高 山　邉　健太朗 横　室　浩　樹 横　山　隆　捷 吉　川　祐　輔 
渡　辺　隆　文 渡　邉　　　学 渡　邉　隆太郎
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世田谷区

阿　尾　理　一 秋　元　直　人 足　立　幸　博 新　井　健　介 新　井　竜　夫 安　藤　秀　彦 
石　田　和　夫 井　上　和　幸 今　井　利　一 入　江　翔　一 上　田　光　久 梅　田　耕　明 
海老島　宏　典 大　鹿　芳　郎 大　司　俊　郎 緒　方　昭　彦 尾　碕　卓　司 越　智　敬　大 
笠　原　群　生 風　間　　　愛 勝　又　千英子 加　藤　靖　文 河　合　宏　美 川　崎　暁　生 
川　崎　久実子 河　原　正　樹 川　満　富　裕 北　　　俊　典 北　野　良　博 北　村　昌　也 
北　山　大　祐 木　村　加奈子 串　田　茂　樹 久　保　　　徹 久保村　滋　夫 黒　田　敏　彦 
小岩井　智　美 小　河　晃　士 小　菅　智　男 児　玉　　　俊 小　林　敦　夫 小　林　　　完 
小　林　直　之 小　林　秀　紀 近　藤　　　喬 近　藤　良　一 阪　本　靖　介 佐　藤　茂　樹 
佐　藤　拓　也 重　田　孝　信 重　光　莉　紗 柴　沼　弘　行 白　石　光　弘 杉　下　岳　夫 
鈴　木　信　親 関　根　　　進 千　先　康　二 髙　砂　雅　一 高　田　　　厚 高　橋　正　貴 
髙　部　和　明 高　柳　大　輔 竹　内　紘　子 多　田　雅　典 館　花　明　彦 田　中　一　成 
田　村　清　明 樽　井　　　俊 チータム　倫代 坪　島　顕　司 豊　島　　　治 中　江　世　明 
中　澤　高　明 中　嶋　　　昭 永　嶋　裕　司 永　田　博　康 奈　良　貞　博 西　堀　英　樹 
野　谷　啓　之 野　中　勇　志 橋　本　浩　平 濱　岡　　　剛 浜　口　洋　平 早　川　　　健 
林　　　一　郎 林　　　博　樹 東　山　大　士 日　吉　晴　久 平　田　剛　史 福　田　晃　也 
藤　沢　康　司 藤　代　雅　巳 藤　野　明　浩 文　園　　　豊 古　畑　　　正 堀　口　　　実 
松　田　佳　子 松　村　健　三 宮　本　隆　司 望　月　大　輔 諸　藤　教　彰 安　野　正　道 
柳　　　佑　典 山　形　邦　  山　下　由　紀 山　田　義　直 山　村　卓　也 𠮷　田　一　成
米　田　光　宏 若　月　洋　子 和　田　　　聡 渡　辺　栄一郎 渡　邉　健　一 渡　辺　千　之 
渡　邉　友　美
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