
第 1次有権者名簿　第 13 区（富山県，石川県，福井県）

富山県

青　木　正　哉 浅　海　吉　傑 浅　山　　　央 安　達　康　雄 阿　部　正　浩 天　谷　公　司 
荒　井　美　栄 荒　尾　正　見 荒　木　崇　博 荒　木　達　大 荒　木　美　聡 安　斎　　　裕 
安　藤　豪　隆 伊　井　　　祥 伊　井　　　徹 飯　田　優理香 家　接　健　一 五十嵐　隆　通 
池　田　真　浩 一　森　悠　希 伊　藤　綾　香 井　原　祐　治 岩　田　啓　子 上　田　哲　之 
宇於﨑　泰　弘 魚　津　幸　蔵 魚　谷　倫　史 浦　出　雅　昭 江　嵐　充　治 江　部　里　菜 
遠　藤　暢　人 大　上　英　夫 大　島　正　寛 太　田　尚　宏 太　田　長　義 大　高　慎　吾 
大　野　由夏子 大　場　泰　良 岡　田　安　弘 岡　本　純　平 岡　本　政　広 奥　出　輝　夫 
奥　村　知　之 小　倉　由起子 尾　島　敏　夫 尾　島　敏　彦 尾　嶋　紀　洋 笠　島　　　學 
加　治　正　英 片　桐　悠　至 角　谷　直　孝 金　本　啓一郎 金　谷　瑛　美 金　木　昌　弘 
金　田　　　真 加　納　俊　輔 亀　水　　　忠 柄　戸　美智代 川　上　恭　右 川　向　　　純 
北　村　直　也 木　南　伸　一 木　村　大　輝 木　村　七　菜 木　元　春　生 木　元　文　彦 
清　澤　　　旬 清　原　　　薫 熊　木　健　雄 倉　田　　　徹 越　田　嘉　尚 小　竹　優　範 
小　畑　貴　司 小　林　弘　信 古　山　和　憲 齊　藤　智　裕 斎　藤　人　志 齊　藤　浩　志 
佐　伯　しおり 桜　井　潤　司 櫻　井　太　郎 佐々木　正　寿 澤　口　　　潔 澤　崎　邦　広 
三ノ宮　優　太 芝　原　一　繁 渋　谷　和　人 島　多　勝　夫 嶋　田　喜　文 清　水　淳　三 
清　水　哲　朗 庄　司　泰　弘 白　川　尚　哉 新　納　英　樹 新　保　敏　史 菅　原　浩　之 
杉　木　　　実 祐　川　健　太 洲　崎　雄　計 関　根　慎　一 仙　田　一　貴 外　川　正　海 
高　尾　昌　明 高　田　全　希 高　長　紘　平 高　橋　英　雄 高　山　哲　也 武　内　克　憲 
竹　下　雅　樹 竹　中　　　哲 竹　鼻　敏　孝 竹　原　　　朗 田　近　貞　克 棚　田　安　子 
谷　口　　　礼 塚　田　邦　夫 槻　尾　義　昭 月　岡　雄　治 辻　本　　　優 土　田　浩　喜 
経　田　　　淳 寺　川　裕　史 寺　田　南　欧 土　居　寿　男 東　海　竜太朗 峠　　　正　義 
土　岐　善　紀 所　　　智　和 戸　島　雅　宏 富　川　正　樹 鳥　塚　大　介 長　尾　兼　嗣 
中　垣　彰　太 中　村　　　隆 中　村　万　理 中　山　　　啓 名　倉　慎　人 波　房　諭　補 
蜷　川　竣　也 温　井　剛　史 根　塚　秀　昭 野　澤　　　寛 萩　野　茂　太 萩　野　　　茂 
橋　本　聖　史 羽　田　匡　宏 馬　場　徳　朗 林　　　沙　貴 林　　　智　彦 林　　　泰　寛 
坂　東　　　健 坂　東　　　正 坂　東　　　徹 東　山　考　一 火　爪　健　一 日　野　浩　司 
平　野　勝　久 平　野　　　誠 廣　川　慎一郎 廣　澤　久　史 廣　瀬　淳　史 廣　瀬　和　郎 
深　澤　美　奈 深　原　一　晃 福　島　　　亘 福　田　貴　代 福　田　裕　顕 藤　井　　　努 
藤　井　久　丈 藤　井　みのり 舩　木　康二郎 古　谷　正　晴 古　屋　正　人 不　破　光　策 
堀　　　亮　太 堀　地　　　肇 本　間　崇　浩 前　田　基　一 桝　谷　博　孝 増　山　喜　一 
町　田　雄一郎 松　井　恒　志 松　永　康　弘 丸　岡　秀　範 馬　渡　俊　樹 美　濃　一　博 
宮　崎　幹　也 宮　澤　秀　樹 宮　島　久　仁 宮　津　克　幸 宮　永　章　平 宮　本　直　樹 
村　岡　恵　一 村　上　　　望 毛　利　亮　祐 森　　　和　弘 森　　　康　介 守　屋　真紀雄 
森　山　亮　仁 八　尾　直　志 八　木　清　貴 八　木　治　雄 矢　後　　　修 谷　内　　　毅 
薮　下　和　久 山　崎　　　徹 山　下　重　幸 山　下　良　平 山　田　　　毅 山　本　克　弥 
山　本　精　一 湯　浅　悠　介 横　川　雅　康 横　山　茂　樹 𠮷　川　朱　実 芳　炭　哲　也
吉　田　貢　一 芳　村　直　樹 渡　辺　　　徹 渡　邊　智　子
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石川県

青　木　竜　也 青　山　剛　和 秋　山　高　儀 浅　野　栄　一 浅　野　　　健 足　立　　　巌 
安　部　孝　俊 荒　能　義　彦 安　藤　　　誠 飯　田　茂　穂 飯　野　賢　治 石　川　聡　子 
石　川　暢　己 石　川　真　仁 石　黒　　　要 石　田　一　樹 井　田　朝彩香 一　宮　佑　輔 
伊　藤　　　透 伊　藤　　　博 稲　木　紀　幸 井　口　雅　史 今　川　健　久 伊與部　尊　和 
入　谷　　　敦 岩　上　　　栄 上　田　菜保子 上　田　順　彦 上　田　秀　保 上　野　桂　一 
上　野　雄　平 牛　島　　　聡 浦　本　秀　隆 浦　山　　　博 遠　藤　将　光 大　江　佑　果 
太　田　孝　仁 太　田　安　彦 大　西　一　朗 大　畠　慶　直 大　浜　和　憲 大　堀　　　功 
岡　島　英　明 岡　本　浩　一 小　川　隼　一 長　利　あゆみ 押　切　貴　博 尾　島　英　介 
表　　　和　彦 尾　山　勝　信 甲斐田　大　資 垣　内　大　毅 懸　川　誠　一 笠　原　久美子 
加　藤　嘉一郎 加　藤　寛　城 角　谷　慎　一 蒲　田　亮　介 鎌　田　　　徹 萱　原　正　都 
川　浦　幸　光 川　上　健　吾 川　尻　文　雄 川　原　洋　平 神　野　正　博 菊　地　　　勤 
喜　多　一　郎 北　方　秀　一 北　原　智　美 北　村　徳　治 北　村　祥　貴 木　下　静　一 
木　村　圭　一 木　村　寛　伸 久　野　貴　広 桐　山　正　人 金　　　了　資 黒　川　　　勝 
黒　阪　慶　幸 桑　原　　　強 河　野　達　彦 河　野　美　幸 小　島　靖　彦 小　山　文　誉 
齋　藤　大　輔 齋　藤　直　毅 齋　藤　裕　人 佐　伯　昌　一 坂　井　亜　依 坂　倉　玲　欧 
坂　本　浩　也 坂　本　　　滋 坂　本　大　輔 﨑　村　祐　介 佐々木　久　雄 佐　藤　就　厚 
佐　藤　礼　子 佐　原　博　之 品　川　　　誠 嶋　　　裕　一 島　田　麻　里 島　野　　　凌 
下　竹　孝　志 新　谷　寿　久 新　村　篤　史 菅　野　　　圭 菅　谷　純　一 瀬　島　照　弘 
瀬　戸　啓太郎 曽　我　真　伍 髙　井　優　輝 高　田　宗　尚 高　田　智　司 高　野　　　環 
高　畠　一　郎 高　村　博　之 滝　川　　　豊 竹　村　博　文 田　島　秀　浩 田　中　伸　佳 
田　中　宏　幸 田　中　　　良 田　中　雄　亮 田　中　良　男 田　中　良　則 谷　　　一　宏 
谷　　　　　卓 田　端　あ　や 田　村　昌　也 爲　澤　帆　純 辻　　　敏　克 津　田　基　晴 
津　田　祐　子 坪　田　　　誠 津　山　　　博 寺　井　志　郎 富　田　泰　斗 富　田　剛　治 
土用下　和　之 鳥　居　真　行 仲　井　培　雄 中　泉　治　雄 中川原　寿　俊 永　里　　　敦 
中　嶋　和　恵 中　社　泰　雅 中　沼　伸　一 中　野　一　郎 中　野　達　夫 中　原　光玖仁 
中　村　寿　彦 中　村　慶　史 中　村　直　彦 中　村　友　祐 永　吉　靖　弘 南　部　　　澄 
西　木　久　史 西　澤　永　晃 西　島　弘　二 西　田　翔　一 西　野　拓　磨 西　村　彰　博 
新　田　直　樹 二　宮　　　致 野　　　宏　成 野　口　昌　邦 野　口　美　樹 野　口　康　久 
野　坂　　　裕 能　登　正　浩 野　村　皓　三 羽　柴　　　厚 橋　本　琢　生 橋　本　哲　夫 
長谷川　泰　介 長谷川　　　啓 長谷川　美　和 羽　場　祐　介 林　　　　　圭 林　　　雅　人 
原　　　和　人 半　谷　静　雄 東　　　勇　気 東　　　友　理 東　野　信之介 東　野　義　信 
飛　田　研　二 平　田　美　紀 広　崎　晃　雄 廣　瀬　宏　一 廣　谷　太　一 福　永　　　純 
藤　井　大　志 藤　井　頼　孝 藤　岡　　　央 藤　坂　悠　司 伏　田　幸　夫 藤　田　　　純 
藤　田　秀　人 藤　本　　　悟 藤　本　敏　博 藤　森　英　希 二　上　文　夫 舩　木　健一郎 
舟　木　　　洋 古　河　浩　之 古　川　幸　夫 古　谷　裕一郎 前　沢　欣　充 前　多　　　力 
牧　田　直　樹 牧　野　　　勇 牧　本　和　生 真　智　涼　介 松　本　　　勲 松　本　憲　昌 
松　本　　　康 松　山　光　春 丸　銭　祥　吾 三　浦　聖　子 水　島　穂　波 湊　　　浩　志 
南　　　昌　秀 源　　　利　成 宮　下　知　治 宮　田　隆　司 宗　本　将　義 村　井　　　仁 
村　上　　　新 村　上　眞　也 村　田　　　明 持　木　　　大 望　月　慶　子 本　野　　　望 
森　岡　絵　美 森　下　　　実 森　田　克　哉 守　友　仁　志 森　永　秀　夫 森　山　秀　樹 
矢ヶ崎　　　亮 八　木　真太郎 八　木　雅　夫 八　木　康　道 矢　崎　　　潮 矢　鋪　憲　功 
安　居　利　晃 安　井　良　僚 安　本　和　生 山　岸　　　豊 山　口　貴　久 山　崎　祐　樹 
山　崎　圭　介 山　田　哲　司 大　和　太　郎 山　本　大　輔 山　本　宜　孝 横　井　健　二 
横　山　浩　一 吉　田　周　平 吉　田　千　尋 吉　野　裕　司 吉　光　　　裕 吉　本　勝　博 
和　田　真　也 渡　辺　美智夫
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福井県

青　木　斐　子 青　竹　利　治 浅　田　康　行 東　　　恭　平 東　　　雄　大 麻　生　慶　子 
天　谷　博　一 粟　田　浩　史 飯　田　　　敦 飯　田　善　郎 池　　　　　修 池　端　幸　彦 
石　黒　信　彦 石　田　　　誠 泉　　　俊　昌 市　橋　　　匠 伊　藤　朋　子 伊　藤　聖　顕 
稲　田　章　夫 井　隼　彰　夫 岩　佐　和　典 上　田　有　紀 打　波　　　大 大　澤　　　武 
大　田　浩　司 大　槻　忠　良 大　野　徳　之 大　橋　博　和 岡　崎　好　夫 岡　田　晃　斉 
奥　田　圭一郎 奥　田　俊　之 小　津　　　敦 小　畑　真　介 影　山　詔　一 笠　原　　　章 
笠　原　善　郎 片　山　寛　次 片　山　外　一 加　藤　明　之 加　藤　久美子 加　藤　　　成 
加　藤　泰　史 河　北　公　孝 川　村　　　匡 川　村　祐　子 北　島　竜　美 北　村　秀　夫 
木戸口　勇　気 木　村　知　行 木　村　輝　明 木　村　俊　久 木　村　成　里 木　村　洋　平 
久　保　陽　香 久保田　誠　一 呉　林　秀　崇 黒　田　　　讓 五　井　孝　憲 河　野　紘　子 
腰　地　孝　昭 小　杉　郁　子 小　練　研　司 小　林　泰　三 小　林　弘　明 古　村　能　章 
斉　藤　　　貢 坂　本　聡　子 坂　本　裕　生 左　近　佳　代 佐々木　正　人 佐　藤　裕　英 
佐　藤　嘉　紀 澤　井　利　次 嶋　田　俊　之 島　田　雅　也 嶋　田　通　明 清　水　陽　介 
清　水　芳　盛 杉　生　貴　史 杉　田　浩　章 杉　田　　　亮 関　　　健一郎 瀬　戸　　　瞬 
高　岸　里　咲 鷹　合　真太郎 髙　橋　智　彦 高　橋　真　愛 高　橋　　　充 高　村　敬　晴 
高　森　　　督 滝　沢　昌　也 田　口　誠　一 武　田　孝　之 立　道　佳　祐 田　中　　　楓 
田　中　文　恵 田　中　麻奈美 田　中　弓　子 田　辺　佐和香 玉　川　友　樹 玉　木　雅　人 
辻　　　光　昭 土　田　　　敬 土　山　智　邦 堤　　　泰　史 椿　　　貴　佳 出　口　正　秋 
道　伝　研　司 中　川　智　和 中　辻　拡　興 永　野　秀　樹 成　瀬　貴　之 新　本　修　一 
西　川　悟　司 西　田　　　聡 西　田　直　仁 西　田　佑　児 橋　本　和　也 服　部　昌　和 
服　部　泰　章 濱　中　英　樹 林　　　秀　樹 林　　　泰　生 林　　　義　信 平　井　　　隆 
平　泉　　　泰 平　谷　清　吾 平　沼　知加志 広　瀬　真　紀 　野　靖　夫 福　岡　秀　哲 
藤　井　俊　哉 藤　田　邦　博 藤　田　周　一 藤　田　　　隆 藤　田　洋　一 古　屋　　　大 
堀　尾　浩　晃 堀　田　幸次郎 本　田　克　彦 前　田　一　也 前　田　浩　幸 前　原　正　典 
眞　柄　里　衣 松　倉　　　規 松　葉　　　明 三　浦　豊　章 水　永　　　妙 三　谷　大　洋 
三　井　　　毅 南　　　紀久子 南　川　貴　大 宮　永　克　也 宮　永　太　門 宗　本　義　則 
村　井　アトム 村　崎　　　岬 森　川　充　洋 森　田　信　人 森　谷　哲　士 門　田　　　治 
矢　尾　祥　子 安　川　ひろ美 矢　野　啓　太 山　岸　弘　哉 山　田　起三子 山　田　　　翔 
山　本　信一郎 横　井　繁　周 吉　田　清　二 吉　羽　秀　麿 流　郷　昌　裕 若　月　悠　佑 
和　田　崇　志 渡　邉　剛　史 渡　辺　倫　夫
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