
第 1次有権者名簿　第 21 区（広島県，山口県）

広島県

青　木　博　美 青　木　義　朗 赤　木　真　治 赤　木　千　恵 赤　羽　慎太郎 赤　山　幸　一 
秋　本　悦　志 秋　本　尚　孝 浅　海　良　昭 安　達　智　洋 安　部　智　之 天　野　国　幹 
網　岡　　　愛 網　岡　　　潤 荒　川　三　和 荒　木　恒　太 有　木　則　文 有　田　道　典 
有　本　之　嗣 有　安　哲　哉 安　東　保　海 飯　島　崇　史 池　上　博　久 池　尻　はるか 
池　田　　　聡 池　田　　　宏 池　田　昌　博 池　原　貴志子 石　井　辰　明 石　井　哲　朗 
石　川　　　聖 石　川　哲　大 石　倉　孝　訓 石　﨑　康　代 石　田　　　裕 石　田　道　拡 
石　本　達　郎 磯　田　健　太 板　垣　友　子 板　阪　英　俊 井　谷　史　嗣 市　川　　　徹 
井　手　健太郎 井　出　隆　太 伊　藤　　　孝 伊　藤　信　昭 伊　藤　正　興 伊　藤　充　矢 
伊　藤　里　紗 伊　藤　林太郎 稲　垣　和　郎 稲　垣　　　優 因　來　泰　彦 稲　田　陽　子 
井　上　昌　三 井　上　秀　樹 井　上　文　之 井　上　雅　史 井　上　理　紗 井　深　奏　司 
伊富貴　雄　太 今　井　克　彦 今　井　茂　郎 今　岡　洸　輝 今　岡　泰　博 今　治　玲　助 
入　江　秀　明 岩　川　和　秀 岩　田　尚　士 上　田　祐　華 上　塚　大　一 上　野　　　正 
上　村　健一郎 上　山　　　聰 魚　谷　　　啓 右　近　　　圭 艮　　　雄一郎 宇　田　憲　司 
宇　田　征　史 内　田　一　徳 内　海　方　嗣 浦　野　真　一 浦　部　和　秀 江　口　喜　方 
枝　 　　　徹 江　藤　高　陽 榎　　　悦　孝 恵　美　純　子 恵　美　　　学 江　村　尚　悟 
大　石　明　彦 大　石　幸　一 大　川　　　広 大　窪　修　平 大　倉　友　博 大　倉　美知男 
大　毛　宏　喜 大　崎　俊　英 大　下　　　航 太　田　　　辰 太　田　浩　志 大田垣　　　純 
大　谷　彰一郎 大多和　泰　幸 大　段　秀　樹 大　津　一　弘 大　塚　眞　哉 大　塚　裕　之 
大　成　亮　次 大　林　明　彦 大　原　正　裕 大　平　真　裕 大　村　　　泰 大　森　一　郎 
岡　崎　孝　宣 岡　崎　哲　和 岡　島　正　純 岡　田　和　大 岡　田　和　郎 岡　田　健　志 
岡　田　博　文 岡　田　守　人 岡　野　圭　介 岡　林　孝　弘 岡　本　幹　司 岡　本　　　康 
岡　本　暢　之 岡　本　有　三 小　川　尚　之 小　川　龍之介 沖　　　　　真 沖　井　一　哉 
沖　田　光　昭 沖　政　盛　治 沖　本　　　将 沖　山　二　郎 奥　　　純　一 奥　川　浩　一 
奥　坊　斗規子 奥　道　恒　夫 小　倉　良　夫 小　澤　優　道 小田部　誠　哉 越　智　　　誠 
鬼　武　美　幸 小　野　紘　輔 小野田　　　正 尾　山　貴　徳 折　田　洋二郎 甲　斐　あずさ 
甲　斐　良　樹 海　氣　勇　気 香　川　直　樹 香　川　佳　寛 　本　篤　志 籠　浦　正　彬 
梶　川　隆治郎 梶　谷　桂　子 梶　原　友紀子 数　野　　　博 片　岡　　　健 片　山　桂次郎 
加　藤　　　楽 加　藤　良　隆 角　舎　学　行 門　脇　大　輔 金　尾　元　生 金　子　克　彦 
金　子　佑　妃 金　 　哲　也 加　納　幹　浩 上松瀬　　　新 亀　岡　　　稔 亀　田　　　彰 
亀　田　靖　子 唐　口　望　実 河　合　昭　昌 川　口　　　文 川　口　孝　二 川　口　康　夫 
川　崎　賢　祐 川　崎　由香里 河　田　古　都 川　西　秀　樹 川　野　　　亮 川　渕　義　治 
川　堀　勝　史 川　又　あゆみ 川真田　　　修 川　本　　　純 川　本　常　喬 神　原　　　浩 
喜　岡　幸　央 木　阪　義　彦 岸　　　直　人 岸　　　直　彦 北　口　　　浩 北　田　浩　二 
木　戸　晶　孔 木　村　厚　雄 木　村　ま　り 木　村　優　里 清　戸　　　翔 金　　　敬　徳 
金　　　隆　史 久　代　淳　一 久　原　佑　太 久　保　慎一郎 熊　谷　　　元 熊　田　高　志 
倉　西　文　仁 倉　吉　　　学 栗　原　　　將 栗　原　　　毅 黒　崎　達　也 黒　瀬　康　平 
黒　瀬　洋　平 黒　田　慎太郎 桒　田　亜　希 家護谷　泰　秀 呉　　　晟　名 小　出　　　圭 
郷　田　紀　子 河　内　雅　年 河　野　博　光 高　畑　明　寛 髙　畑　修　治 河　毛　利　顕 
香　山　茂　平 小　島　　　純 兒　島　正　人 児　玉　　　篤 児　玉　　　淳 児　玉　真　也 
児　玉　　　節 兒　玉　　　匡 児　玉　雅　治 後　藤　孝　彦 小　西　和　男 小　橋　俊　彦 
小　林　　　健 小　林　　　剛 小　林　弘　典 小　林　美　恵 五　味　慎　也 米　神　裕　介 
米　谷　卓　郎 近　藤　　　成 近　藤　賢　史 佐　伯　宗　弘 齊　藤　真　悟 齊　藤　保　文 
財　満　一　夫 佐　伯　　　彬 佐　伯　　　勇 佐　伯　吉　弘 阪　　　龍　太 酒　井　　　浩 
坂　井　　　寛 酒　井　　　亮 坂　下　　　充 坂　下　𠮷　弘 坂　田　正　毅 坂　部　龍太郎
先　本　秀　人 櫻　井　湧　哉 迫　川　賢　士 佐々木　　　茂 佐々木　昌　也 佐々木　　　秀 
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笹　田　伸　介 佐々田　達　成 佐　田　春　樹 貞　森　　　裕 佐　藤　克　敏 佐　藤　宮　雄 
佐　藤　幸　雄 里　本　一　剛 眞　田　　　修 真　田　博　明 澤　　　裕　幸 澤　田　紘　幸 
澤　村　明　  山　東　敬　弘 椎　木　滋　雄 塩　崎　滋　弘 塩　田　仁　彦 繁　田　直　史 
重　松　英　朗 志々田　将　幸 志田原　幸　稔 篠　崎　勝　則 柴　田　　　諭 柴　田　祥　之 
柴　村　英　典 嶋　田　徳　光 島　谷　信　人 島　谷　英　明 島　筒　和　史 島　筒　志　郎 
島　本　博　幸 清　水　誠　一 清　水　春　菜 清　水　洋　祐 清　水　　　亘 下　村　秀　雄 
下　村　　　学 庄　賀　一　彦 庄　野　　　聡 城　原　直　樹 白　川　賢　司 白　川　靖　博 
新　宅　究　典 新宅谷　隆　太 新　原　　　亮 末　岡　智　志 末　廣　眞　一 菅　原　由　至 
杉　　　桂　二 杉　野　圭　三 杉　原　正　大 杉　本　誠　起 杉　本　涼　二 杉　山　　　悟 
杉　山　陽　一 スズキ　可南子 鈴　木　崇　久 首　藤　　　毅 砂　川　保　幸 角　南　　　博 
住　吉　辰　朗 瀬　尾　信　吾 瀬　尾　泰　雄 妹　尾　紀　具 妹　尾　雅　明 曽　我　祐一郎 
垰　越　宏　幸 高　尾　賢一朗 髙　崎　泰　一 高　島　郁　博 高　嶌　寛　年 田　頭　　　尚 
高　杉　純　好 髙　田　 　実 高　田　善　章 高　橋　　　元 高　橋　健　治 髙　橋　信　也 
高　橋　忠　照 髙　橋　　　浩 高　橋　正　彦 高　橋　政　史 多幾山　　　渉 田　口　和　浩 
田　口　隆　浩 竹　井　大　祐 武　市　宣　雄 武　田　　　晃 武　田　　　聖 竹　田　春　華 
竹　田　眞　圓 竹　原　寛　樹 竹　元　雄　紀 田　崎　達　也 田　澤　宏　文 田　代　裕　尊 
多　田　龍　平 辰　川　自　光 立　本　直　邦 田　中　信一郎 田　中　　　卓 谷　　　守　通 
谷　口　　　寛 谷　口　正　彦 谷　峰　直　樹 谷　本　康　信 谷　本　新　学 田　原　　　浩 
田　原　俊　哉 田　原　裕　之 多　保　孝　典 田　村　健太郎 丹　治　英　裕 地　主　和　人 
茶　谷　　　成 長　　　誠　司 丁　田　泰　宏 辻　　　勝　三 津　谷　康　大 常　光　洋　輔 
坪　川　典　史 津　元　光　雄 寺　岡　義布史 寺　田　和　貴 土　井　寛　文 土　井　雄　喜 
藤　解　邦　生 道　後　正　勝 徳　永　真　和 得　能　正　英 徳　本　憲　昭 戸　田　博　之 
土　肥　俊一郎 富　安　真紀子 友　田　真　由 豊　田　和　広 豊　田　和　宏 豊　田　昌　弘 
内　藤　浩　之 中　井　志　郎 中　井　　　肇 永　井　賢　一 中　川　健　二 中　川　浩　一 
中　川　義　基 中　迫　幸　男 中　島　　　亨 中　島　一　記 中　島　真太郎 中　島　千　佳 
永　嶋　　　潤 永　田　茂　行 中　谷　玉　樹 長　谷　　　諭 中　塚　博　文 中　西　幸　造 
中　野　敢　友 中　野　亮　介 長　野　晃　子 中　原　章　徳 中　原　英　樹 中　原　雅　浩 
中　前　尚　久 中　光　篤　志 長　嶺　一　郎 中　村　俊　平 中　村　隆　志 中　村　浩　之 
中　村　洋　介 名　草　幸　博 鳴　坂　　　徹 鳴　戸　謙　嗣 難　波　康　男 難　波　洋　介 
楠　部　潤　子 新　津　宏　明 西　蔭　孝　之 西　川　敏　雄 西　廻　和　春 西　本　直　樹 
新　田　耕　作 二　萬　英　斗 野　島　洋　樹 信　原　宏　礼 呑　村　孝　之 野　村　真　哉 
則　行　敏　生 橋　詰　淳　司 橋　本　慎　二 橋　本　龍　慶 橋　本　雅　明 橋　本　昌　和 
橋　本　泰　司 蓮　岡　英　明 羽田野　直　人 花　岡　奉　憲 花　木　英　明 花　畑　哲　郎 
花　房　茂　樹 羽　路　　　一 馬　場　健　太 馬　場　　　広 濵　井　洋　一 浜　中　喜　晴 
濱　野　亮　輔 濱　本　正　樹 林　　　克　実 林　　　　　始 林　　　幹　也 林　田　智　博 
林　谷　康　生 原　　　秀　孝 原　野　雅　生 春　田　直　樹 春　田　る　み 伴　　　公　二 
半　澤　俊　哉 番匠谷　孝　広 番匠谷　将　孝 半　田　良　憲 日　置　勝　義 檜　垣　健　二 
久　持　邦　和 檜　井　孝　夫 　山　英　三 日　山　享　士 平　昭　浩　司 平　井　伸　司 
平　井　敏　弘 平　井　泰　明 平　岡　恵美子 平　岡　俊　文 平　田　敏　明 平　田　文　宏 
平　田　嘉　人 平　野　利　典 平　野　　　豊 平　林　直　樹 平　原　　　慧 廣　井　佐和子 
弘　中　克　治 廣　畑　良　輔 廣　本　雅　之 福　田　敏　勝 福　田　康　彦 福　馬　寿　幸 
藤　井　清　香 藤　井　辰　義 藤　國　宣　明 藤　田　順　子 岡　田　　　毅 藤　田　康　文 
藤　本　英　雄 藤　森　正　彦 藤　森　恭　孝 藤　原　恒太郎 藤　原　俊　哉 二　神　大　介 
札　場　保　宏 古　川　高　意 古　川　智　邦 古　澤　航　平 古　田　晃　久 別　木　智　昭 
棒　谷　智　之 堀　田　龍　一 布　袋　裕　士 本　明　慈　彦 前　田　礼　奈 牧　　　佑　歩 
槇　殿　公　誉 正　岡　哲　也 正　岡　良　之 増　原　　　章 舛　本　法　生 松　浦　求　樹 
松　川　啓　義 眞　次　康　弘 松　坂　知　恒 松　島　　　毅 松　野　　　清 松　原　一　樹 
松　原　　　進 松　村　　　隆 松　本　　　聖 松　本　英　男 松　本　理　恵 丸　山　高　司 
三　浦　奈緒子 實　金　　　悠 三　上　直　文 三　上　佳　子 三　島　秀　樹 水　入　寛　純 
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水　内　健　二 水　上　健　友 水　沼　和　之 三　隅　啓　三 三　隅　俊　博 三　井　法　真 
満　田　　　裕 見　前　隆　洋 三　村　剛　史 三　宅　規　之 宮　宗　秀　明 宮　田　将　徳 
宮　田　義　浩 宮　原　栄　治 宮　本　勝　也 宮　本　陽　介 三　好　和　也 三　好　信　和 
向　井　正一朗 向　井　省　吾 武　藤　　　毅 村　尾　直　樹 村　岡　孝　幸 村　上　　　仁 
村　上　博　宣 村　上　義　昭 村　下　純　二 村　下　貴　志 村　田　年　弘 室　　　雅　彦 
望　月　慎　吾 望　月　哲　矢 　迫　博　幸 森　　　雅　信 森　内　俊　行 森　末　正　博 
森　田　耕一郎 森　田　　　悟 森　藤　清　彦 森　本　博　司 門　田　一　晃 八　木　正　人 
八　島　暁　英 安　田　克　樹 保　田　健太郎 柳　川　悦　朗 柳　川　泉一郎 矢　野　健　次 
矢　野　健太郎 矢　野　琢　也 矢　野　将　嗣 矢　野　雷　太 八　幡　　　浩 山　内　悠　輔 
山　岡　裕　明 山　北　伊知子 山　口　将　平 山　口　真　治 山　口　拓　朗 山　口　　　剛 
山　口　友　範 山　口　昌　宏 山　口　恵　美 山　崎　　　力 山　下　拓　哉 山　下　達　博 
山　下　哲　正 山　下　秀　樹 山　下　正　博 山　下　芳　典 山　科　明　彦 山　科　秀　機 
山　添　信　幸 山　田　英　司 山　田　和　紀 山　中　啓　司 山　根　　　基 山　根　吉　貴 
山　本　篤　志 山　本　将　輝 山　本　　　裕 結　城　常　譜 弓　場　通　正 湯　村　正　仁 
横　山　昌　平 横　山　雄二郎 吉　岡　伸吉郎 吉　岡　　　孝 𠮷　川　幸　伸 吉　實　　　憲
吉　田　賢　司 吉　田　　　誠 吉　鷹　知　也 吉　中　　　建 吉　原　久　司 吉　本　晃　宏 
吉　屋　智　晴 吉　山　知　幸 和　久　利　彦 和　田　誠　之 渡　谷　啓　介 渡　谷　祐　介 
渡　邊　淳　弘 渡　辺　浩　志 渡　辺　浩　年 渡　　　正　伸
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山口県

相　川　裕　之 相　川　文　仁 青　木　秀　樹 赤　尾　伸　二 秋　山　紀　雄 足　立　　　淳 
安　部　俊　弘 尼　崎　陽太郎 綾　田　　　亮 荒　木　宏　之 安　藤　靜一郎 飯　田　通　久 
飯　塚　徳　男 池　　　創　一 池　田　昭　彦 池　田　政　宣 池　田　宜　孝 石　光　寿　幸 
井　上　　　隆 井　上　政　昭 井野川　英　利 上　杉　尚　正 上　田　晃志郎 植　田　　　茂 
上　野　安　孝 内　山　哲　史 宇都宮　高　賢 江　上　哲　弘 江　本　健太郎 遠　藤　　　翔 
大　谷　和　広 大　谷　　　悟 大　塚　　　遼 岡　　　一　斉 岡　田　一　貴 岡　田　真　典 
小　川　俊　博 沖　田　理　貴 小佐々　博　明 織　田　　　俊 小野田　雅　彦 折　田　雅　彦 
賀　島　　　肇 柏　田　順一郎 片　岡　和　彦 片　山　恵　之 桂　　　春　作 加　藤　智　栄 
金　川　　　勉 兼　清　信　介 兼　定　　　航 兼　定　博　彦 金　田　好　和 兼　安　秀　人 
甲　　　利　幸 嘉　村　哲　郎 亀　井　滝　士 河　岡　　　徹 川　口　新　治 河　崎　正　裕 
河　内　隆　将 河　野　和　明 川　野　豊　一 来　嶋　大　樹 木　村　裕　司 木　村　祐　太 
金　城　尚　樹 久　我　貴　之 釘　宮　成　二 日　下　　　敏 草　薙　佳　澄 工　藤　明　敏 
久　保　秀　文 熊　谷　和　美 蔵　澄　宏　之 倉　田　　　悟 倉　田　裕　次 栗　栖　和　宏 
栗　栖　敏　嘉 桑　原　太　一 髙佐原　圭　吾 河　内　康　博 郷　良　秀　典 古　道　勇　介 
近　藤　潤　也 近　藤　浩　史 斎　藤　　　聰 斉　藤　　　永 佐　伯　晋　吾 坂　田　勇　司 
坂　野　　　尚 坂　本　和　彦 坂　本　龍之介 佐々木　　　明 佐々木　丈　二 佐々木　暢　彦 
佐　島　秀　一 佐　藤　智　充 佐　藤　陽　子 佐　野　史　歩 佐　村　　　誠 塩　谷　俊　雄 
重　岡　健一郎 重　田　匡　利 品　川　秀　敬 清　水　　　暢 清　水　　　透 清　水　良　一 
下　 　秀　章 城　野　憲　史 白　澤　文　吾 新　藤　芳太郎 神　保　充　孝 末　廣　晃太郎 
末　廣　祐　樹 菅　　　　　淳 鈴　木　有十夢 鈴　木　伸　明 鈴　木　道　成 鈴　木　　　亮 
須　藤　優太郎 須　藤　隆一郎 須　藤　学　拓 住　元　　　了 関　原　久美子 祖　田　由起子 
大　楽　耕　司 田　浦　洋　平 髙　島　元　成 髙　橋　雅　弥 髙　橋　洋　祐 竹　尾　幸　子 
竹　尾　善　文 武　田　　　茂 竹　中　博　昭 竹　本　圭　宏 多　田　耕　輔 伊　達　聡　美 
田　中　昭　吉 田　中　俊　樹 田中屋　宏　爾 田　邉　征　六 谷　川　浩　一 谷　口　文　崇 
玉　木　英　樹 玉　田　隆一郎 田　村　徹　郎 爲　佐　卓　夫 爲　佐　路　子 千々松　日香里 
都志見　睦　生 筒　井　慶二郎 堤　　　甲　輔 堤　　　宣　翁 壷　井　英　敏 坪　根　咲里依 
得　能　和　久 徳　久　晃　弘 德　久　善　弘 徳　光　幸　生 戸　嶋　良　  年　光　宏　明 
戸　谷　昌　樹 友　近　　　忍 外　山　栄一郎 豊　田　秀　二 中　尾　光　宏 永　岡　紀　子 
中　島　千　代 中　島　正　夫 長　島　由紀子 永　瀬　　　隆 長　野　郁　夫 永　野　浩　昭 
中　原　千　尋 中　原　泰　生 中　藤　嘉　人 中　村　祥　一 中　村　真　之 中　邑　光　夫 
縄　田　良　祐 西　　　健太郎 西　田　一　也 西　田　真　彦 西　原　聡　志 西　村　謙　祐 
西　山　光　郎 野　坂　誠　士 野　村　真　治 硲　　　彰　一 橋　本　毅一郎 橋　本　　　興 
橋　本　鉄　平 橋　本　憲　輝 端　本　昌　夫 長谷川　博　康 服　部　正　見 濱　﨑　達　憲 
濵　中　裕一郎 濱　野　公　一 林　　　研　二 林　　　弘　人 林　　　雅太郎 林　　　雅　規 
原　田　栄二郎 原　田　菊　夫 原　田　剛　佑 原　田　幹　彦 春　木　貴　史 春　名　伸　彦 
久　長　恒　洋 平　岡　　　博 平　澤　克　敏 平　田　　　健 深　光　　　岳 藤　井　輝　正 
藤　井　雅　和 藤　井　美　緒 藤　岡　顕太郎 藤　田　信　弘 藤　田　　　基 藤　田　雄　司 
藤　政　篤　志 藤　政　浩　志 藤　村　嘉　彦 藤　本　浩　一 藤　原　康　弘 古　川　真　一 
古　川　公　之 古　谷　　　彰 古屋敷　　　進 堀　　　浩　司 本　田　真　広 本　間　喜　一 
前　田　和　成 前　田　訓　子 前　田　祥　成 正　木　康　史 増　田　弘　志 松　井　則　親 
松　井　洋　人 松　尾　彰　信 松　隈　　　聰 松　永　一　真 松　並　展　輝 松　野　祐太朗 
松　本　泰一郎 松　本　直　晃 松　本　憲　夫 松　山　　　翔 丸　岩　昌　文 丸　本　　　多 
三　井　俊　明 三　浦　　　修 御　江　慎一郎 水　内　　　厚 水　田　英　司 水　本　一　生 
溝　口　高　弘 皆　木　仁　志 南　　　佳　秀 宮　竹　英　志 宮　原　　　誠 宮　本　正　樹 
村　上　順　一 村　上　雅　憲 村　田　武　穂 村　田　　　宏 村　田　文一郎 村　山　正　毅 
桃　崎　和　也 森　岡　　　慧 森　岡　秀　之 森　景　則　保 森　田　克　彦 森　田　理　生 
森　近　博　司 森　松　克　哉 八　木　雄　史 安　本　忠　道 矢　野　一　麿 矢　野　忠　生 
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矢　野　由　香 矢　原　　　昇 山　下　　　修 山　田　健　介 山　田　輝　城 山　中　達　彦 
山　中　直　樹 山　本　一　治 山　本　光太郎 山　本　　　滋 山　本　達　人 山　本　常　則 
山　本　直　宗 尤　　　曉　琳 横　畑　和　紀 吉　田　一　典 吉　田　一　也 𠮷　田　順　一
吉　田　　　晋 吉　田　真由子 吉　武　裕　明 吉　永　榮　一 吉　峯　宗　大 吉　村　耕　一 
若　松　隆　史 渡　邉　めぐみ 渡　邉　元　嗣 渡　邊　裕　策 和田守　憲　二
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