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（注１）令和４年 12 月 31 日現在における静岡県選挙管理委員会届出の政治団
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（注２）令和４年 12 月 31 日現在における政治団体からの届出に基づき、政治
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　政       党

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地

こ 公明党静岡県本部 大口　善徳 高田　好浩 静岡市駿河区大和１－４－２６

公明党葵総支部 高田　好浩 山本　彰彦 静岡市葵区城北２－９－５

公明党伊豆西総支部 鈴木　文子 堀江　和雄 三島市谷田１３１７－１

公明党伊豆東総支部 鳥居　康子 米山　秀夫 伊東市湯川２－２－３

公明党遠州総支部 鈴木　喜文 山本　行男 磐田市中泉３０１２－１０

公明党静岡総支部 牧野　正史 井上　智仁 静岡市駿河区小鹿７１６－６

公明党清水総支部 盛月　寿美 山梨　渉 静岡市清水区淡島町９－１２　

公明党駿河総支部 鈴木　浩己 山本　信行 焼津市中根３６

公明党沼津総支部 蓮池　章平 長田　吉信 沼津市大岡１７１９－１

公明党浜松総支部 黒田　豊 幸田　惠里子 浜松市南区米津町１６１５－１

公明党富士総支部 早川　育子 望月　昇 富士市柚木４６０－７

国民民主党静岡県総支部連合会 榛葉　賀津也 岡本　護 静岡市葵区栄町５－１

国民民主党静岡県参議院選挙区第２総支
部

榛葉　賀津也 松下　辰夫 掛川市上張８６２－１

国民民主党静岡県第１区総支部 榛葉　賀津也 岡本　護 静岡市葵区栄町５－１

国民民主党静岡県第４区総支部 田中　健 林　芳久仁 静岡市清水区平川地６－５０

さ 参政党静岡支部 稲垣　良明 鈴木　雅乃 浜松市西区志都呂１－２７－１６

参政党静岡第１支部 松永　征明 長谷川　綾子 静岡市葵区上土２－１－１９

参政党静岡第２支部 杉村　綾亮 大石　麻衣子 島田市阪本４２０８－１

参政党静岡第３支部 木原　健太郎 宮崎　真理子 掛川市中８８９－７

参政党静岡第４支部 稲原　研 難波　清芽 富士宮市大宮町１６－１５

参政党静岡第５支部 佐々木　弘 藤掛　望 三島市長伏６３５－４

参政党静岡第６支部 髙橋　義智 岡和田　剛 伊東市松原８０４－４

参政党静岡第７支部 稲垣　良明 髙橋　智恵美 浜松市西区志都呂１－２７－１６

し 社会民主党静岡県連合 虫生　時彦 花田　忠次 静岡市葵区城内町４－６

自由民主党静岡県支部連合会 城内　実 良知　淳行 静岡市葵区追手町９－１８

自由民主党熱海市支部 内田　進 山縣　拓夫 熱海市梅園町２４－４

自由民主党伊豆市天城湯ヶ島支部 飯田　正志 下山　祥二 伊豆市松ヶ瀬２３

自由民主党伊豆市支部 三田　忠男 波多野　靖明 伊豆市上白岩５９０

自由民主党伊豆市修善寺支部 梅原　泰嗣 波多野　靖明 伊豆市修善寺２２２６

自由民主党伊豆市土肥支部 鍵山　堅一 小長谷　順二 伊豆市土肥１１５６－１１
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自由民主党伊豆市中伊豆支部 青木　靖 三田　忠男 伊豆市八幡２１２－１

自由民主党伊豆の国市伊豆長岡支部 大沢　秀光 八木　基之 伊豆の国市古奈５９４－８

自由民主党伊豆の国市大仁支部 土屋　龍太郎 井川　弘二郎 伊豆の国市三福９０１

自由民主党伊豆の国市韮山支部 岩崎　正義 山本　昭彦 伊豆の国市寺家１３１－６

自由民主党伊東市支部 中島　弘道 佐藤　周 伊東市湯川１－６－２

自由民主党磐田市磐田支部 佐々木　信仁 村田　光司 磐田市中泉３－５－１７

自由民主党磐田市豊岡支部 小木　秀市 鈴木　正人 磐田市社山５８４－１

自由民主党磐田市豊田支部 鳥居　節夫 鈴木　義忠 磐田市下万能１５９－４

自由民主党磐田市福田支部 川原　利彦 加藤　公人 磐田市福田６１５

自由民主党磐田市竜洋支部 岡　實 髙安　和雄 磐田市豊岡６１５３－４

自由民主党御前崎市御前崎支部 大澤　満 望月　ゆう子 御前崎市白羽５７２２－１

自由民主党御前崎市浜岡支部 阿南　澄男 渥美　昌裕 御前崎市新野６６２－２

自由民主党小山町支部 小見山　敏郎 谷口　民衛 駿東郡小山町桑木３７

自由民主党掛川市支部 山本　裕三 松浦　昌巳 掛川市掛川６２８

自由民主党河津町支部 山田　勇 渡邊　篤 賀茂郡河津町下佐ケ野６１－２０

自由民主党川根本町中川根支部 坂本　政司 久野　孝史 榛原郡川根本町上長尾７８１－２

自由民主党川根本町本川根支部 中野　暉 中原　緑 榛原郡川根本町千頭１２１５－１１

自由民主党函南町支部 田口　彰一 野田　哲郎 田方郡函南町仁田５２３－１

自由民主党菊川市支部 内田　隆 戸塚　英市 菊川市古谷４６５－１

自由民主党湖西市新居支部 馬場　衛 岡本　能久 湖西市新居町新居３３８０－１４５

自由民主党湖西市湖西支部 加藤　弘己 藤井　健誌 湖西市梅田９３０－７

自由民主党御殿場市支部 勝間田　邦英 天野　幸吉 御殿場市二の岡１－４－８

自由民主党静岡県熱海市第一支部 藤曲　敬宏 鈴木　博 熱海市田原本町６－５

自由民主党静岡県医師連盟支部 紀平　幸一 秋山　欣丈 静岡市葵区鷹匠３－６－３

自由民主党静岡県伊豆市第一支部 野田　治久 小森　泰信 伊豆市修善寺８８８－１９

自由民主党静岡県伊豆の国市第一支部 土屋　源由 山口　真直 伊豆の国市長岡１９７－１

自由民主党静岡県遺族連盟支部 杉山　英夫 伊藤　秀治 静岡市葵区柚木３３６

自由民主党静岡県伊東市第一支部 小野　達也 田中　利暁 伊東市宇佐美１６２３－１４

自由民主党静岡県伊東市第二支部 中田　次城 虫明　博光 伊東市南町１－４－２７

自由民主党静岡県磐田市第二支部 野崎　正蔵 米山　四洲男 磐田市長森６５
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自由民主党静岡県磐田市第三支部 江間　治人 川村　徹 磐田市鎌田２２７７－１０

自由民主党静岡県掛川市第二支部 増田　享大 増田　郁子 掛川市横須賀４４３

自由民主党静岡県掛川市第三支部 小沼　秀朗 武藤　匡哉 掛川市駅前１１－２

自由民主党静岡県看護連盟もくせい会 柏崎　順子 赤池　静枝 静岡市駿河区南町１３－３

自由民主党静岡県菊川市第一支部 宮城　也寸志 福澤　由喜子 菊川市古谷６８０－６７

自由民主党静岡県厚生会支部 吉川　雄二 吉川　秀幸 富士宮市小泉６０５－３

自由民主党静岡県御殿場市・小山町第一
支部

和田　篤夫 河村　隆夫 御殿場市中畑１５０３－２３

自由民主党静岡県御殿場市・小山町第二
支部

勝俣　昇 根上　徳夫 駿東郡小山町一色７１８

自由民主党静岡県参議院選挙区第一支部 牧野　京夫 渡邊　恵美 静岡市駿河区津島町１１－２５

自由民主党静岡県参議院選挙区第二支部 若林　洋平 勝亦　好美 静岡市駿河区宮本町１－９

自由民主党静岡県静岡市葵区第二支部 山田　誠 山田　文代 静岡市葵区北安東１－１２－１８

自由民主党静岡県静岡市葵区第六支部 鈴木　和彦 久保田　大成 静岡市葵区二番町９－１８

自由民主党静岡県静岡市清水区第一支部 望月　香世子 鈴木　利典 静岡市清水区辻１－９－３

自由民主党静岡県静岡市駿河区第一支部 相坂　摂治 金井　保 静岡市駿河区みずほ３－３－８

自由民主党静岡県静岡市駿河区第二支部 佐地　茂人 林　稔久 静岡市駿河区八幡５－１４－１３

自由民主党静岡県島田市・川根本町第一
支部

河原崎　聖 大池　盛一郎 島田市旭３－１５－１０

自由民主党静岡県清水町・長泉町第一支
部

坪内　秀樹 笹原　薫 駿東郡清水町玉川５７－１

自由民主党静岡県下田市・賀茂郡第一支
部

森　竹治郎 小沢　敏男 下田市須崎８８６

自由民主党静岡県衆議院支部 細野　豪志 髙木　いづみ 富士市津田町１０９－２

自由民主党静岡県柔道整復師連盟支部 鈴木　努 髙田　英希 静岡市葵区西門町２－１２

自由民主党静岡県裾野市第一支部 鳥澤　由克 鳥澤　佳照 裾野市石脇１３１－１

自由民主党静岡県石油販売業支部 佐野　裕永 板倉　正浩 静岡市駿河区緑が丘町１－３

自由民主党静岡県第一選挙区支部 上川　陽子 村松　潮見 静岡市葵区七間町１８－１０

自由民主党静岡県第二選挙区支部 井林　辰憲 松本　修蔵 藤枝市青木３－１３－８

自由民主党静岡県第三選挙区支部 宮澤　博行 藤谷　洋平 磐田市見付５７３８－１３

自由民主党静岡県第四選挙区支部 深澤　陽一 遠藤　敏郎 静岡市清水区銀座１４－１７

自由民主党静岡県第五選挙区支部 城内　実 松本　忠真 三島市南本町１－３１

自由民主党静岡県第六選挙区支部 勝俣　孝明 土倉　隆太 沼津市宮前町１３－３

自由民主党静岡県第七選挙区支部 城内　実 袴田　雅弘 浜松市北区初生町１２８８－１

自由民主党静岡県第八選挙区支部 塩谷　立 山田　泰志 浜松市中区板屋町６０５
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自由民主党静岡県宅建支部 渡邊　照芳 小林　修 静岡市葵区鷹匠３－１８－１６

自由民主党静岡県ちんたい支部 中島　敦 横瀬　直史 静岡市葵区田町５－１０－１

自由民主党静岡県電気通信支部 山崎　聡 齊藤　雄一 静岡市葵区安東２－２－２６

自由民主党静岡県ときわ会支部 長谷川　泰 笠井　隆夫 静岡市葵区黒金町４９

自由民主党静岡県土地改良支部 小松　淳 落合　隆 掛川市本所５１５

自由民主党静岡県トラック支部 佐野　寛 柳原　孝進 静岡市駿河区池田１２６－４

自由民主党静岡県沼津市第二支部 杉山　盛雄 柴崎　孝佳 沼津市筒井町６－４

自由民主党静岡県沼津市第三支部 加藤　元章 小林　憲史 沼津市平町２４－４－９０２

自由民主党静岡県浜松市北区第一支部 鈴木　利幸 鈴木　規夫 浜松市北区初生町１６２

自由民主党静岡県浜松市天竜区第一支部 中谷　多加二 太田　泰司郎 浜松市天竜区只来１６７４

自由民主党静岡県浜松市中区第一支部 竹内　良訓 大隅　広道 浜松市中区広沢２－４４－１２

自由民主党静岡県浜松市中区第二支部 杉本　好重 永江　広美 浜松市中区板屋町１０４－１－２８０１

自由民主党静岡県浜松市中区第三支部 内山　隆司 竹内　一登 浜松市中区元城町１１３－１５

自由民主党静岡県浜松市西区第一支部 鈴木　啓嗣 髙橋　一成 浜松市西区篠原町２６７４５－１

自由民主党静岡県浜松市浜北区第一支部 市川　秀之 鈴木　智恵 浜松市浜北区永島５７７

自由民主党静岡県浜松市東区第一支部 中沢　公彦 村上　敦子 浜松市東区天王町１９３３－１

自由民主党静岡県浜松市南区第一支部 飯田　末夫 鈴木　俊徳 浜松市南区本郷町１３３３－２

自由民主党静岡県浜松市南区第五支部 栁川　樹一郎 澤田　ゆかり 浜松市南区三島町６７２－３

自由民主党静岡県袋井市・森町第一支部 渡瀬　典幸 渡瀬　佳奈 袋井市徳光３８

自由民主党静岡県藤枝市第一支部 落合　愼悟 岩堀　絹代 藤枝市築地８３８

自由民主党静岡県藤枝市第二支部 西原　明美 阿井　孝訓 藤枝市岡出山１－１５－２０

自由民主党静岡県富士市第三支部 植田　徹 澤山　常清 富士市鷹岡本町１０－２０

自由民主党静岡県富士市第五支部 鈴木　澄美 鈴木　博正 富士市比奈１４２３

自由民主党静岡県富士宮市第一支部 木内　満 髙根澤　進 富士宮市西町２８－１７

自由民主党静岡県三島市第一支部 宮沢　正美 宮澤　正樹 三島市三ツ谷新田３１１

自由民主党静岡県三島市第二支部 伊丹　雅治 佐藤　順一郎 三島市東町７－３７

自由民主党静岡県焼津市第一支部 良知　淳行 山﨑　章 焼津市一色４８８

自由民主党静岡県薬剤師連盟支部 明石　文吾 石川　幸伸 静岡市駿河区馬渕２－１６－３２

自由民主党静岡県遊技機産業支部 冨田　直樹 飯塚　邦晴 静岡市駿河区中田本町１７－２２

自由民主党静岡県郵政政治連盟支部 海野　隆年 大村　英行 静岡市葵区沓谷１－１８－１８
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自由民主党静岡県理学療法士連盟支部 菅野　武志 佐野　公紀 静岡市葵区追手町１０－２０３

自由民主党静岡市蒲原支部 山根　田鶴子 草谷　卓司 静岡市清水区蒲原中６１５－１

自由民主党静岡市静岡支部 剣持　邦昭 池谷　大輔 静岡市葵区呉服町２－２－２２

自由民主党静岡市清水支部 大村　一雄 望月　敦夫 静岡市清水区相生町７－２１

自由民主党静岡市由比支部 望月　俊明 酒井　英明 静岡市清水区由比阿僧１７０

自由民主党島田市金谷支部 杉野　直樹 天王沢　雄之 島田市横岡新田３４４－３

自由民主党島田市川根支部 大石　節雄 三村　秀雄 島田市川根町家山１０３９－１

自由民主党島田市島田支部 杉本　斉 太田　真一郎 島田市大津通１９６５－６

自由民主党清水町支部 原　久一 庄司　勝彦 駿東郡清水町徳倉１８１３

自由民主党下田市支部 小泉　孝敬 増田　清 下田市一丁目１－３

自由民主党裾野市支部 飯塚　博計 吉岡　隆夫 裾野市佐野１０７２－１

自由民主党長泉町支部 関　知典 加藤　祐喜 駿東郡長泉町下土狩１０２９－１

自由民主党西伊豆町支部 高橋　敬治 山田　厚司 賀茂郡西伊豆町宇久須４７１－１

自由民主党２１世紀静岡をつくる会 杉本　茂 新﨑　好明 島田市中溝町１３７１－４

自由民主党沼津市沼津支部 高田　誠 大竹　啓太 沼津市上香貫二瀬川１４７７－１２

自由民主党沼津市戸田支部 水口　淳 水口　裕 沼津市戸田４１０－４

自由民主党浜松市引佐支部 高井　勇 柴田　俊秀 浜松市北区引佐町横尾３４１

自由民主党浜松市佐久間支部 鈴木　和三 長谷川　國弘 浜松市天竜区佐久間町大井１０９６－１

自由民主党浜松市龍山支部 山田　定雄 丸木　和之 浜松市天竜区龍山町大嶺８５２－２

自由民主党浜松市天竜支部 渥美　誠 田口　喜春 浜松市天竜区両島９６９－５

自由民主党浜松市浜北支部 松野　正 平野　岳子 浜松市浜北区本沢合４３３－１

自由民主党浜松市浜松中央支部 花井　和夫 佐藤　守之 浜松市中区板屋町６０５

自由民主党浜松市浜松浜名支部 和久田　哲男 鈴木　幹夫 浜松市北区初生町１２８８－１

自由民主党浜松市春野支部 岩本　敬次 鈴木　誠 浜松市天竜区春野町豊岡１７８７

自由民主党浜松市細江支部 中村　哲彦 土井　堅史 浜松市北区細江町気賀６９１－１

自由民主党浜松市舞阪支部 佐々木　雄一 和田　旬子 浜松市西区舞阪町舞阪３９０－１

自由民主党浜松市水窪支部 熊谷　啓司 耳塚　均 浜松市天竜区水窪町奥領家３２８６－２

自由民主党浜松市三ヶ日支部 外山　徳彦 清水　徳美 浜松市北区三ヶ日町鵺代１６２－１

自由民主党浜松市雄踏支部 山内　勝己 山内　正明 浜松市西区雄踏町宇布見８４１９

自由民主党東伊豆町支部 山田　豪彦 渡邊　健司 賀茂郡東伊豆町稲取６０５－７
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自由民主党袋井市浅羽支部 佐野　武次 戸塚　哲夫 袋井市富里３４６－１

自由民主党袋井市袋井支部 髙木　清隆 木下　正 袋井市高尾７４３－２６

自由民主党藤枝市岡部支部 萩原　麻夫 朝比奈　秀 藤枝市岡部町内谷９６４－３６

自由民主党藤枝市藤枝支部 舘　正義 鈴木　良夫 藤枝市青木３－１４－１

自由民主党富士市富士川支部 渡辺　幸一 芦川　清司 富士市木島５１２

自由民主党富士市富士支部 前嶋　貞一 稲葉　寿利 富士市吉原２－１－１４

自由民主党富士宮市芝川支部 八木　敏男 望月　重人 富士宮市大鹿窪７０１－６

自由民主党富士宮市富士宮支部 吉川　雄二 村瀬　旬 富士宮市若の宮町２７

自由民主党牧之原市相良支部 太田　佳晴 名波　和昌 牧之原市須々木８１１

自由民主党牧之原市榛原支部 村田　博英 寺田　克巳 牧之原市坂部１３１４－１

自由民主党松崎町支部 土屋　清武 深澤　守 賀茂郡松崎町雲見４７２

自由民主党三島市支部 矢岸　克行 松田　吉嗣 三島市南本町１－３１

自由民主党南伊豆町支部 斎藤　要 加畑　毅 賀茂郡南伊豆町下賀茂３４０－１

自由民主党森町支部 亀澤　進 川岸　和花子 周智郡森町森２２９６－３

自由民主党焼津市大井川支部 齋藤　寛之 手塚　和人 焼津市西島１１９

自由民主党焼津市焼津支部 加藤　與志男 松島　和久 焼津市本町２－１３－２９

自由民主党吉田町支部 八木　栄 枝村　和秋 榛原郡吉田町住吉３０６１－２

に 日本維新の会静岡県総支部 浦野　靖人 中村　憲一 静岡市駿河区稲川２－３－１４

日本維新の会衆議院静岡県第１選挙区支
部

山下　洸棋 山下　怜美 静岡市駿河区稲川１－３－３

日本維新の会衆議院静岡県第４選挙区支
部

中村　憲一 中村　憲一 富士宮市大中里８１３－５

日本共産党静岡県委員会 山村　糸子 森　秀一 静岡市葵区巴町６－４

日本共産党静岡県伊豆地区委員会 内田　豊 河野　一郎 伊豆の国市中条１０９

日本共産党静岡県静岡地区委員会 青野　賢二 河瀬　幸代 静岡市葵区新富町２－１４－１

日本共産党静岡県清庵地区委員会 内田　隆典 藤浪　義浩 静岡市清水区入江岡町１３－１０

日本共産党静岡県西部地区委員会 平賀　高成 渡辺　則明 浜松市中区上島２－１３－１７

日本共産党静岡県中部地区委員会 岡崎　平作 平松　雅人 島田市細島６８２－４

日本共産党静岡県東部地区委員会 五十嵐　博 片岡　邦雄 沼津市原６９８－１

り 立憲民主党静岡県総支部連合会 渡邉　周 太田　真平 静岡市駿河区泉町１－１２

立憲民主党静岡県第２区総支部 渡邉　周 鈴木　岳幸 藤枝市五十海１－６－１０

立憲民主党静岡県第３区総支部 小山　展弘 鈴木　薫 磐田市中泉６５６－１
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立憲民主党静岡県第５区総支部 渡邉　周 太田　真平 静岡市駿河区泉町１－１２

立憲民主党静岡県第６区総支部 渡邉　周 大塚　敏弘 沼津市末広町５４

立憲民主党静岡県第７区総支部 渡邉　周 太田　真平 静岡市駿河区泉町１－１２

立憲民主党静岡県第８区総支部 源馬　謙太郎 森口　俊尚 浜松市中区領家１－１－１６
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あ 相坂せつじ後援会 川口　好則 金井　保 静岡市駿河区みずほ３－３－５０

青木やすし後援会 工藤　範明 川口　豊 伊豆市八幡２１２－１

青木よしひろ後援会 青木　敬博 青木　洋弥 伊東市荻４９９－２４

青島悦世後援会 松原　幸雄 飯島　直子 焼津市宗高１５１９－５

青島悦世ふるさと塾 青島　悦世 飯島　直子 焼津市宗高１５１９－５ ○

あおた修二後援会 青田　修二 石川　真琴 御前崎市池新田２４５８－１

青山まさとらを応援する会 青山　真虎 青山　夏希 島田市向谷４－１０８８－１８ ○

青山まさゆき後援会 青山　雅幸 青山　珠美 静岡市葵区伝馬町１０－４４

赤池ひろもと後援会 佐々木　知 佐藤　篤史 富士宮市万野原新田３０４５－２３

赤尾こういち後援会 赤尾　光一 赤尾　敦子 熱海市田原本町８－５

阿形あきらを応援する会 阿形　昭 阿形　昭 御前崎市池新田２２６６－２

赤堀しんご後援会 赤堀　慎吾 赤堀　唱子 菊川市赤土１３４６－１ ○

赤堀ひろし後援会 鈴木　正太郎 赤堀　正江 菊川市和田６０５

明るい未来研究会 波多野　亘 上野　勲 浜松市中区葵西３－１－８ ○

秋山かつのり後援会 秋山　勝則 秋山　定則 磐田市神増３２１－２

秋山きょうすけ後援会 秋山　恭亮 小川　忠彦 三島市新谷５３－５ ○

秋山はるみ後援会 秋元　稔 秋山　祐子 駿東郡清水町戸田７８

秋山ひろこ後援会 秋山　博子 秋山　はる子 焼津市三ケ名８１５－１

芥川よしひと後援会 岸　鈴盛 新村　千昌 磐田市池田１１３４－７

阿久根真一後援会 鈴木　静夫 長濱　豊 御殿場市保土沢６５２

浅賀もとき後援会 大原　喜實 藤井　隆人 賀茂郡西伊豆町宇久須１９０－１

浅田みえこ後援会 浅田　美重子 浅田　修央 沼津市米山町５－１

浅田もとゆき後援会 浅田　基行 鵤木　宏和 裾野市御宿１５０１

浅田良弘後援会 浅田　良弘 久津間　弓子 伊東市宮川町１－５－１２ ○

浅原和美後援会 柴田　斉 杉本　隆枝 沼津市原４９８

芦川かずみ後援会 芦川　和美 芦川　亘男 磐田市西之島１８

あしたの島田をつくる会 藤本　善男 鈴木　勝人 島田市鵜網５６２－２ ○

あすなろネット 榛葉　賀津也 松下　辰夫 掛川市上張８６２－１ ○

熱海市政調査会 村山　憲三 井出　小百合 熱海市中央町４－１３

熱海を愛する会 斉藤　一馬 水野　江利 熱海市昭和町２１－１
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  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
熱海をもっと元気にする会 齊藤　淳子 齊藤　淳子 熱海市清水町２５－８

新しい風の会 竹原　和義 伊藤　謙一 袋井市月見町２－１１

新しい袋井を創る会 竹原　和義 寺田　政人 袋井市長溝５５

新しいまち（政令都市浜松）をつくる会 吉川　彰 鈴木　昭治 浜松市中区松城町２００－９

渥美誠後援会 渥美　誠 松本　榮一 浜松市天竜区両島９６９－５ ○

渥美昌裕後援会 渥美　静雄 山本　英夫 御前崎市新野６６２－２

渥美よしき後援会 渥美　嘉樹 佐藤　欣一 菊川市半済３０６１－９１ ○

「あなた」をひとりにしない三島市の会 髙田　康子 大窪　真理 三島市谷田小山中島１１４－２４ ○

阿南澄男後援会 阿南　澄男 鈴木　和雅 御前崎市池新田３５２４－４ ○

阿部卓也後援会 菰田　勇 阿部　美紀 浜松市浜北区宮口３１４－１６

天野さより後援会 天野　佐代里 天野　義仁 伊豆の国市南條９６

天野多美子後援会 天野　多美子 廣井　早樹子 静岡市葵区緑町６－２２

天の一後援会 内藤　勇 内藤　勇 静岡市葵区東草深町２０－２７

天野一２１の会 天野　一 内藤　勇 静岡市葵区東草深町２０－２７ ○

天野ひろし後援会 天野　弘 天野　正利 島田市相賀２２２

天野まさたか後援会 天野　正孝 内山　淑夫 藤枝市時ヶ谷３９９－２５ ○

天野みか後援会 大隅　武夫 奥田　博美 下田市三丁目１３－１９

あらいえ大輔後援会 新家　大輔 新家　大輔 富士市宮島８１６－９

アラタケンイチ後援会 堀田　仁美 荒田　健一 静岡市駿河区向敷地４００－４

安間とおる後援会 安間　亨 安間　恒雄 袋井市久能１９９９－１

い 飯田末夫後援会 飯田　末夫 飯田　末夫 浜松市南区本郷町１３３３－２ ○

飯田大後援会 飯田　政克 杠　誠一 伊豆市牧之郷６９１

飯田やすお後援会 飯田　克巳 吉田　正彦 駿東郡清水町柿田２５９－３

井川こうじろう後援会 木村　友雄 山内　一馬 伊豆の国市大仁８４５－１

池谷かずまさ後援会 池谷　勇 池谷　多喜夫 焼津市宗高１３９１－５

池田修後援会 池田　修 鈴木　慎也 駿東郡長泉町下長窪５６１－８ ○

池田ひろし後援会 池田　康弘 池田　恵美子 藤枝市高柳３－２８－５

池谷元後援会 徳島　陽介 常盤　高歩 駿東郡小山町湯船２５－１

池谷晴一後援会 佐藤　孝吉 池谷　孝明 御殿場市二枚橋１４２－７

池谷だいすけ後援会 池谷　大輔 池谷　千幸 静岡市駿河区丸子４－１５－３
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  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
池谷弘後援会 池谷　崇徳 遠藤　治彦 駿東郡小山町一色６７１

池谷ようこ後援会 池谷　洋子 藤曲　佐寿朗 駿東郡小山町用沢４６９－１０ ○

石井こうじ後援会 石井　孝治 鈴木　智勝 静岡市駿河区中田１－７－４ ○

石井真人後援会 石井　邦夫 石井　弘美 三島市中田町１０－２９

石垣まさお後援会 石垣　専弥 奈良　信義 駿東郡清水町新宿７－１

石上けんたろう後援会 樋口　悳章 本多　秀一郎 静岡市葵区羽鳥本町１５－５

石川しんたろう後援会 平口　啓明 石川　千鶴子 島田市東町１０００

石川のり子後援会 石川　紀子 村田　敬子 掛川市小貫５－１

石川みほ後援会 石川　みほ 添田　隆晴 駿東郡長泉町下土狩１３３－１

石川ゆうや後援会 石川　裕也 宮垣　良太 富士宮市貫戸１６７－１４

いしじま明美を応援する会 石島　明美 冨永　和子 伊東市荻１５９－１

石島しげおとツイてる仲間達 石島　茂雄 石島　明美 伊東市鎌田１２９７－３０８

石田えり子後援会 石田　江利子 石田　大 焼津市道原１０９１－１

石田雄士後援会 石田　雄士 石田　ゆかり 焼津市下小田７０８－４

石津久男後援会 石津　久男 石津　とよ子 湖西市山口１６０－１

いしづようこ後援会 石津　陽子 太田　京子 浜松市東区原島町３４２－１ ○

石橋広明後援会 宮本　信勇 高木　友也 富士市柚木４４１－１０

石原たかゆき後援会 内田　義明 横沢　幾子 焼津市五ケ堀之内８８１－１

石山かずみ後援会 石山　和生 浅野　拳史 牧之原市片浜９５９－１

石山きみお後援会 森下　和久 山口　雄一 榛原郡川根本町元藤川１７

伊豆急交通政策研究会 石垣　智教 齋藤　勝人 伊東市富戸９１７－７３

伊豆政策研究会 細野　豪志 細野　節 三島市西本町４－６ ○

板垣つね子と未来を創る会 板垣　恒子 内海　和良 富士市宮下４６６－２ ○

井田ひろやす後援会 飯尾　哲秀 中野　和嘉 浜松市中区曳馬５－２２－５５

いたみ雅治後援会 伊丹　雅治 伊丹　志保美 三島市大宮町３－１４－１５

板谷信後援会 市川　功 竹本　司 榛原郡川根本町地名３８８－２

市川正後援会 青野　賢二 河瀬　幸代 静岡市葵区新富町２－１４－１

市川秀之後援会 市川　秀之 市川　晶代 浜松市浜北区貴布祢４０８－２ ○

市川まさあき後援会 小川　洋輔 市川　朝一 田方郡函南町塚本３９７

市川真未後援会～市川真未とわくわくする
富士市を作る会

市川　真未 鈴木　大介 富士市永田町１－８７
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  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
市川みちたか後援会 市川　道隆 市川　厚 沼津市吉田町３０－３

一条義浩後援会 一条　義浩 一条　彦枝 富士市久沢２１０－２

一友会 関　一郎 渥美　勝昭 浜松市中区富塚町３８５８－４ ○

いっしょにつくるみんなの三島 齋藤　嘉鳳 中塚　佳宏 三島市初音台８－１１

井出さとる後援会 井出　悟 井出　悟 裾野市須山２２５５－１５５３ ○

井出てつや後援会 井出　哲哉 小池　正樹 焼津市下小杉６３６

井出春彦後援会 瀬戸　美一 杉山　隆男 駿東郡長泉町元長窪１２５－５

井出はるみ後援会 井出　晴美 井出　節子 富士市厚原３２９ ○

いとう和子後援会 吉川　信男 吉川　信男 周智郡森町森１７１７－１

伊東観光政策研究会 北村　大介 磯川　義幸 伊東市中央町１３－２８

伊藤けんいち後援会 伊藤　謙一 伊藤　幸子 袋井市月見町２－１１

伊東市政会 荻野　聡 荻野　聡 伊東市川奈１２５４－３６４

いとうたかよし後援会 伊東　哲生 六本木　崇弘 静岡市清水区幸町１１－２１

伊東、虹の会 石島　明美 冨永　和子 伊東市荻１５９－１

伊東発伊豆半島 鈴木　賢治 佐藤　守孝 伊東市南町１－４－２７

井戸清司後援会 井戸　清司 福本　芳夫 伊東市宇佐美１２４４－１４ ○

稲葉昭宏後援会 稲葉　彰子 稲葉　久子 賀茂郡松崎町松崎３２５－１

稲葉かつお後援会 黒田　要 渡辺　慎 賀茂郡南伊豆町蝶ケ野２５３－７

いなば晃司後援会 望月　忠雄 千須和　祐治 富士宮市淀平町６５８－１

いなばだいすけ後援会 安間　清弘 水野　達信 浜松市西区舘山寺町３９８

稲葉ひさとし後援会 稲葉　壽利 上柳　武信 富士市今泉２６５７－４６ ○

稲葉寛之後援会 稲葉　寛之 石原　宏晃 静岡市清水区北脇５００

稲葉よしひと後援会 稲葉　晃 嶋田　愼一朗 賀茂郡東伊豆町奈良本９７９－１３

稲村ちひろ後援会 山田　光孝 鈴木　博 熱海市上多賀２０９－１

犬飼このり後援会 岩本　亜弓 岩本　早織 伊東市末広町５－１２

井上あつし後援会 福田　義廣 大塚　康博 島田市東町１０８７

井上保後援会 井上　保 井上　保 富士市岩淵６０－９ ○

井上つねや後援会 廣野　芳雄 山本　竹秋 静岡市葵区瀬名５－１２－２５

井上ともひと後援会 井上　智仁 井上　たき 静岡市駿河区小黒２－１０－４０ ○

井林たつのり後援会 松浦　敏郎 松本　修蔵 藤枝市青木３－１３－８
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井原みちお後援会 千野　慎一郎 土屋　一成 沼津市西熊堂３７０－１

居山ひろひと後援会 浅賀　清文 居山　節子 賀茂郡西伊豆町宇久須２４５－１

岩城ひとし後援会 岩城　仁 斉藤　幸徳 田方郡函南町畑３４

岩田くにやす後援会 所　洋史 生熊　洋之 浜松市西区入野町２００３６－８

磐田市医師連盟 福永　研 鈴木　誠司 磐田市上大之郷５１

岩田徹也後援会 岩田　徹也 岩田　千恵 田方郡函南町丹那１１９１－７ ○

磐田のあすを考える会 大庭　唯弘 大庭　唯弘 磐田市池田８０２－１

岩田はるかず後援会 岩田　治和 岩田　治和 駿東郡小山町藤曲６３９－５

岩村恵美後援会 坪井　昇 高野　絵里子 富士宮市猪之頭１７６３－１

う 植田とおる後援会 幸治　敏興 澤山　常清 富士市鷹岡本町１０－２０

植田裕明後援会 西村　保 横山　勝太郎 藤枝市志太３－１０－１２

植田ひろみ後援会 植田　博巳 今野　英明 牧之原市相良１８３－２

植田ひろゆき後援会 植田　浩之 植田　富士子 御前崎市比木２８５４－１ ○

植松あつし後援会 木村　孝 植松　和子 田方郡函南町塚本１４１－８

植松きょう一後援会 秋山　浩二 大沼　裕之 沼津市多比１－１２

植松けんいち後援会 佐野　政光 飯田　一也 富士宮市朝日町８－９

植松英樹後援会 村瀬　純一 内田　圭介 三島市４８４５

植松ひろき後援会 植松　弘毅 植松　ひろみ 富士市松岡３４７－１

植松みつのり後援会 植松　光徳 植松　麻美 富士市蓼原２３

うすいゆきこ後援会 村野　景崇 佐野　基 富士宮市羽鮒１９０９

歌﨑倶楽部 歌﨑　勉 千田　文男 裾野市桃園１５６－１ ○

歌﨑勉後援会 加藤　伸 千田　文男 裾野市桃園１５６－１

内田しゅうじ後援会 内田　修司 内田　公子 焼津市西小川４－９－１

内田進後援会 内田　進 内田　達也 静岡市清水区真砂町２－２０ ○

内田たかし後援会 杉田　博邦 内田　育代 菊川市牛渕７１１

内田隆久後援会 内田　隆久 鈴木　貴子 伊豆の国市大仁４５６－１９

内田ゆきひで後援会 内田　幸英 小長谷　泰彰 駿東郡長泉町下土狩１３４３

内田りゅうすけ後援会 平井　敏男 鈴木　孝雄 静岡市清水区三保１６０５－３

内山慎一後援会 内山　慎一 内山　一 賀茂郡東伊豆町稲取１１５９

内山とおる後援会 内山　徹 内山　公佳 浜松市南区新橋町１４１
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梅沢弘後援会 梅沢　弘 梅沢　雅代 沼津市真砂町１９－１１

梅本和熙後援会 渡邉　守男 宇田　達雄 賀茂郡南伊豆町下賀茂３２５

海野しょうぞう後援会 松田　幸雄 海野　三和 富士市厚原１４２５－５

え 英進会 植松　英樹 内田　圭介 駿東郡長泉町中土狩６２５－２９ ○

江頭俊満後援会 渡辺　元嗣 江頭　俊満 藤枝市瀬戸ノ谷９８６７

江田くにあき後援会 江田　邦明 江田　由紀子 下田市柿崎３５－１５

江塚まなぶ後援会 江塚　学 江塚　知世 磐田市鎌田２０１７ ○

江間治人後援会 江間　治人 江間　金作 磐田市鎌田２２７７－１０ ○

江本こうじを支援して町をよくしよう会 江本　浩二 江本　昌子 沼津市東椎路１２１７

遠州政友会 小山　展弘 鈴木　薫 磐田市中泉６５６－１ ○

えんどうくにお後援会 門馬　康 遠藤　真知子 藤枝市南駿河台４－１３－１

遠藤豪後援会 遠藤　博雄 遠藤　みさを 駿東郡小山町用沢１０９６

えんどう勉後援会 遠藤　勉 杉山　昌秀 富士市厚原１９２９－１

遠藤なおや後援会 遠藤　直哉 遠藤　美枝子 静岡市駿河区曲金３－１１－１９ ○

遠藤ひであき後援会 加藤　隆雄 遠藤　博英 富士宮市小泉２４７４－２５

遠藤ひろたか後援会 遠藤　裕孝 北川　はる子 静岡市清水区小島本町１２６－１ ○

えんどう盛正後援会 遠藤　盛正 遠藤　千広 富士市下横割５８

遠藤行洋後援会 遠藤　行洋 生野　留美子 静岡市葵区呉服町２－５－２３ ○

遠藤よしのり後援会 遠藤　嘉規 遠藤　富恵 賀茂郡河津町見高１２６０－７８

お 大石一太郎後援会 小島　邦彦 大石　はるみ 三島市芙蓉台３－１０－８

大石けんじ後援会 石井　英正 平井　絵理 牧之原市静波２３６１

大石心平後援会 仲山　寛治 大石　朝子 藤枝市青葉町１－１７－１１

大石せつお後援会 諸田　欣三 鈴木　秀幸 島田市川根町家山１０３９－１

大石哲司後援会 大石　哲司 大石　しづ子 浜松市東区積志町８４７－１ ○

大石なおき後援会 大石　直樹 大石　千賀代 静岡市清水区緑が丘町２１－９ ○

大石信生後援会 出木　充 米山　岳志 藤枝市岡部町内谷５８４－８

大石ひろし後援会 鈴木　秀夫 大石　博之 焼津市吉永２１３８

大石ひろゆき後援会 大石　裕之 川本　将己 榛原郡吉田町片岡１６１５－４ ○

大石やすゆき後援会 大石　保幸 大石　光生 藤枝市前島２－１６－７ ○

大井正後援会 平野　定義 笹山　洋子 掛川市下垂木２１９２－３０
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大井としひこ後援会 石井　英正 鈴木　愛一郎 牧之原市静波１４９６－１

大川勝弘後援会 大川　勝弘 竹田　文哉 伊東市湯川２６９－２５ ○

大川敏雄後援会 稲葉　直 渡邉　迅 下田市蓮台寺２９６－１

大川尚孝と伊東市の未来を考える市民の
会

大川　尚孝 大川　尚孝 伊東市南町１－２－３２ ○

大川よしき後援会 大川　良樹 大川　文子 賀茂郡河津町田中１８０－１０

大草みつる後援会 川原田　喬 真野　文雄 沼津市下香貫牛臥３０３４－１３

大沢ひろかつ後援会 大澤　庸介 大澤　泰斗 御前崎市御前崎８１－１２

大芝交通政策研究会 三枝　哲哉 髙村　友和 伊東市芝町６－３２

大城ななせ七色会 大城　七瀬 大城　七瀬 浜松市中区北寺島町２１１－８ ○

大関きぬよ後援会 大関　衣世 森平　繁雄 島田市河原１－７－２８ ○

おおだけ創太郎後援会 大嶽　創太郎 大嶽　創太郎 沼津市青野２４９－５

太田浩三郎後援会 太田　浩三郎 太田　圭一郎 焼津市高新田２４５４ ○

太田順一後援会 太田　順一 戸塚　英市 菊川市堀之内１６８ ○

太田じゅんじ後援会 太田　准史 太田　智子 浜松市中区山下町２－２

太田とみほ後援会 鈴木　公寿 伊藤　靖 浜松市天竜区山東４２４２－２

太田やすお後援会 太田　康雄 山本　喜一 周智郡森町森３７４

太田康隆後援会 磯部　豊 鈴木　明日香 浜松市浜北区道本２３９

太田やすひこ後援会 諸星　秀一 髙井　友樹 富士市錦町１－９－５

太田ゆうすけ後援会 内藤　君夫 太田　愛 袋井市春岡３６６

太田よしはる後援会 太田　佳晴 太田　佳晴 牧之原市大寄５４８－９ ○

大塚善弘後援会 牧田　進一 大塚　善弘 焼津市中新田２５１－３

大沼正明後援会 大沼　徳昌 大沼　徳昌 駿東郡長泉町竹原１７０－７

大野良司後援会 長池　喜太郎 山田　真二 賀茂郡南伊豆町湊８９８－１１

大橋勝彦後援会 林　真吾 渡辺　徹 裾野市佐野１１８７－１－１０１

大場のりゆき後援会 高橋　芳康 石川　治 袋井市宇刈３１６０－１

大場ひでふみ後援会 庵原　明倫 大場　千香子 沼津市原６５０－２

大場まさあき後援会 大場　章浩 大場　寛子 袋井市川会７８９－２

大浜ひろし後援会 榊原　正秋 大濱　圭子 駿東郡清水町中徳倉４１－５

大庭通嘉後援会 大庭　通嘉 大庭　通嘉 袋井市土橋１８７ ○

オープンガバメント静岡 丸井　通晴 田中　照彦 浜松市中区領家１－１１－２１
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大村かずお後援会 杉山　嘉一 大村　知里 静岡市清水区下野東１－９５

大村やすじ後援会 大村　泰史 萩原　明裕 島田市金谷根岸町１４２－１

オール浜松の会 中野　祐介 戸田　誠 浜松市中区常盤町１３８－８ ○

小笠医師連盟 中島　洋 足立　昌彦 掛川市御所原９－２

岡崎大五サポーターズクラブ 高橋　秀徳 宝田　敏郎 下田市吉佐美２１８２－８

岡田みきこ後援会 岡田　順二 岡田　順二 三島市壱町田３－１１

岡田みつまさ後援会 小山　全司 岡田　美智代 焼津市栄町６－１３－２３

岡戸あきお後援会 鈴木　奉久 中田　喜恵子 周智郡森町三倉１２５２

おかべ克仁後援会 岡部　克仁 大川　広正 賀茂郡南伊豆町二條２６２－９

岡みのる後援会 嶋野　元彦 岡　美代子 磐田市豊岡６１５３－４

岡村よしお後援会 杉本　睦郎 田中　弘幸 藤枝市高柳１９３４－４

岡村よしひさ後援会 本多　光雄 岡村　昇 富士市厚原１９０３－２

岡本まもる後援会 岡本　一孝 岡本　利江子 浜松市中区幸２－１６－３

岡山こういちろう後援会 岡山　晃一郎 岡山　紗季 静岡市駿河区稲川１－３－３

小川多美子後援会 南　英敏 梅原　譲 伊豆市大野２０３

荻田たけひと後援会 平柳　一郎 荻田　裕子 富士市増川１１３２

奥川きよたか後援会 奥川　清孝 奥川　清孝 焼津市中新田１４４３－１

小栗宏之後援会 小栗　宏之 小栗　庄一 磐田市掛塚９６１－１ ○

小黒けい子後援会 松下　桂三 平野　明 浜松市中区上島２－１３－１７

尾崎たけし後援会 尾崎　剛司 尾崎　文枝 静岡市葵区沓谷６－２２－６

尾崎行雄後援会 前田　万正 尾崎　たか 静岡市葵区羽鳥４－１－１９

おさだ美喜彦後援会 杉本　育男 石井　和好 賀茂郡南伊豆町青市７６７

おさだ吉信後援会 長田　吉信 長田　広美 沼津市常盤町３－１－４ ○

小澤昭雄と歩む市民の会 小澤　昭雄 小澤　昭雄 焼津市飯淵４８１－１ ○

小沢映子後援会 鳥居　巖 小澤　正直 富士市今泉５－６－４５

小澤さつえ後援会 三原　純 小澤　栄治 伊豆の国市古奈５４４－９

落合勝二後援会 梶野　完治 加藤　悦子 浜松市中区上島２－１３－１７

落合しんご後援会 落合　慎悟 落合　文子 藤枝市築地８３８ ○

越智俊之を励ます静岡県の会 前澤　侑 窪田　賢一 田方郡函南町大土肥２４１

小野田杏里後援会 増田　廣治 村松　眞行 焼津市三右衛門新田６１３
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小野達也後援会 小野　達也 田中　利暁 伊東市宇佐美１６２３－１４ ○

小野田康弘後援会 小野田　康弘 小野田　三千代 浜松市南区高塚町４４０６－２ ○

小野としこ後援会 小野　登志子 山田　淳子 伊豆の国市南條１５４３－１７ ○

小野のりかず後援会 小野　範和 久保田　時夫 伊豆の国市南條１５４３－１７ ○

小野やすまさ後援会 小野　由美子 小野　房雄 富士市大淵２７－６

小野ゆみ子後援会 杉田　廣 小野　房雄 富士市大淵２７－６

織部ひとみ後援会 織部　ひとみ 二俣　勝 菊川市堀之内３１４－３ ○

織部光男後援会 織部　光男 織部　求 菊川市加茂２１０４－５

か 甲斐幸博後援会 井出　和一 甲斐　とし子 三島市徳倉８７９－１７

輝く未来の会 福永　桂子 福永　フォルカ 湖西市利木２５０－１

柿島よしかず後援会 矢野　孝典 福岡　直人 富士市宮下４１４－２

掛川つなぐネットワーク 中山　誠 後藤　浩志 掛川市掛川１０３５－１５

掛川未来会議 久保田　角夫 中根　基臣 掛川市青葉台７－９

影山たけし後援会 山本　博己 影山　祥子 湖西市風の杜３－１０

笠井ひろし後援会 笠井　ひろし 笠井　明子 富士市岩本１８５６－５

笠井まさあき後援会 吉間　厚子 清水　治子 賀茂郡東伊豆町白田４０８－１

風間重樹後援会 風間　重樹 山田　誠司 静岡市清水区青葉町３－１３ ○

梶やすひさ後援会 梶　泰久 佐田　和志 沼津市大岡２０６８－３ ○

柏木たけし後援会 水野　憲子 柏木　俊男 磐田市万正寺１３２９

かすみ恵介後援会 小出　和夫 関　重之 沼津市本田町３－１

花政会 花井　和夫 平田　敦士 浜松市東区大瀬町１６２８ ○

片岡しょういち後援会 片岡　章一 片岡　良長 沼津市沼北町１－１－１９ ○

かつまた孝明後援会 勝俣　孝明 土倉　隆太 沼津市宮前町１３－３ ○

勝又としひろ後援会 勝又　一郎 大庭　秀樹 裾野市葛山４０－１

勝俣昇後援会 池谷　崇徳 根上　徳夫 駿東郡小山町一色７１８

勝又ひでひろ後援会 瀬戸　善俉 勝又　香代子 御殿場市上小林１１０５－７

勝間田ひろふみ後援会 勝間田　博文 勝間田　京子 御殿場市神場１－３９ ○

勝又正美後援会 横山　竹利 田代　吉久 御殿場市中畑１６６６

勝間田みきや後援会 池谷　英治 勝間田　賢司 御殿場市印野８３１－１

勝又ゆたか後援会 勝又　豊 勝又　君江 裾野市稲荷１７８
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加藤あきこ後援会 武田　始久 加藤　明子 沼津市北高島町３－５

加藤あきら後援会 加藤　彰 村松　広義 牧之原市切山４０２－１ ○

加藤修後援会 萩田　直美 加藤　智恵 掛川市各和１８２－２

かとう公人後援会 加藤　公人 加藤　敏彦 磐田市豊浜中野１２２６－１

加藤常夫後援会 加藤　常夫 加藤　あさ子 田方郡函南町桑原９６

かとう久幸後援会 松浦　一 加藤　あや子 周智郡森町森１４１３－７

加藤ひろお後援会 加藤　博男 加藤　慶子 静岡市駿河区丸子新田２９２－２０ ○

加藤ひろみ後援会 伴　信男 加藤　正子 湖西市梅田９３０－７

加藤文重後援会 篠原　正剛 石橋　一弘 磐田市二之宮浅間２－２０

加藤文重市政研究会 加藤　文重 鈴木　勝久 磐田市二之宮浅間２－２０ ○

加藤もとあき後援会 加藤　元章 加藤　佳子 沼津市平町２４－４

加藤ゆうき後援会 加藤　祐喜 加藤　一喜 駿東郡長泉町下長窪６６６

金森かずみち後援会 山本　恵一郎 金森　豊子 熱海市桜町１３－３６

金子まさき後援会 金子　正樹 金子　雅子 伊東市岡１３８２－１

可能性に挑む会 早房　明宏 深沢　菜摘 富士宮市星山８４－２

加畑たけし後援会 加畑　毅 加畑　美幸 賀茂郡南伊豆町下賀茂３４０－１ ○

神谷和利後援会 神谷　和利 神谷　峰子 浜松市南区中田島町１４６３

神谷里枝後援会 神谷　喜己 神谷　里枝 湖西市鷲津９４６－９３

加茂俊武後援会 中村　哲彦 白柳　孝夫 浜松市北区細江町気賀３０８４

かも博美後援会 村上　武 賀茂　剛晴 裾野市伊豆島田２３０－４

河合かずや後援会 河合　一也 岩田　敏明 焼津市浜当目３－１０－７

川上ひでのり後援会 川上　秀範 玉木　由紀 御殿場市御殿場６０５－３４ ○

かわぎし和花子後援会 川岸　和花子 加藤　すゞ子 周智郡森町森２２９６－３

川口けい後援会 山梨　孝夫 大石　操 沼津市原１０９４－１１

川口純男後援会 寺尾　清隆 川口　道雄 御前崎市御前崎１６３１－１

川口三男後援会 山梨　孝夫 大石　操 沼津市原１１０１－１

かわくぼよしお後援会 陣野原　力 川窪　鈴子 富士市鈴川本町９－４０

川崎和子後援会 川崎　和子 中條　芳 磐田市富丘２８８－４ ○

川島かなめ後援会 川島　要 川島　久美子 焼津市駅北３－１９－２ ○

河島きみえ後援会 河島　紀美恵 河島　洲一 伊東市和田２－１－８ ○
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川島みきこ後援会 齊藤　美希子 齊藤　弘輝 藤枝市時ケ谷３７４－３２ ○

川原あきひろ後援会 荻野　昭 室伏　伸昭 三島市南二日町８－１

河原崎きよし後援会 河原崎　聖 安東　智子 島田市御仮屋町８８５５－２ ○

河原﨑けいじ後援会 大竹　三代治 山本　雅章 御前崎市佐倉３７５４－５

河原崎昇司後援会 武田　勝志 滝井　有子 榛原郡吉田町片岡１０３１－１

函南まちづくり懇話会 田神　耕一 谷戸　栄 田方郡函南町桑原１０８２

かんべ好伸後援会 松葉　義之 寺田　光明 藤枝市上藪田１３０－１

かんまいくこ後援会 神間　郁子 神間　浄江 浜松市北区新都田２－３０－１ ○

かんま智博後援会 須部　茂樹 神間　浄江 浜松市北区新都田２－３０－１

かんま智博政策フォーラム 神間　智博 神間　浄江 浜松市北区新都田２－３０－１ ○

き 木内みつる後援会 渡邊　一敏 木内　佳世 富士宮市宮町９－１９

城内みのる後援会 鈴木　勝彦 袴田　雅弘 浜松市北区初生町１２８８－１

菊川市政を考える石井ゆうた後援会 石井　祐太 石井　侑紀 菊川市倉沢６７

菊川まちづくりフォーラム倉部光世後援会 藤原　万起子 松島　弘明 菊川市本所１４２０－８

菊地ゆたか後援会 遠藤　正寿 梅原　静子 伊豆市本柿木５２４

起源会 源馬　謙太郎 亀井　剛 浜松市中区領家１－１－１６

岸しげひろ後援会 山城　清 宮嶋　建樹 賀茂郡河津町峰５４５－２

木下正後援会 木下　正 木下　純子 袋井市高尾１４９６－１４

北野谷ふくこ後援会 河合　洋一郎 鈴木　孝太郎 浜松市浜北区宮口３９２７－２６

北村正平後援会 佐藤　正基 加藤　太一郎 藤枝市田沼２－１５－２８

絹村ともあき後援会 絹村　智昭 絹村　裕子 牧之原市細江８６８－５

木下しゅんや後援会 堀田　宗文 前野　悦夫 静岡市駿河区敷地１－１７－６

木村典由後援会 木村　典由 木村　典由 裾野市御宿５４０－８

木村まさとし後援会 鈴木　和義 木村　孝子 牧之原市細江２３４０

キラリと光る湖西市を目指す加藤治司後援
会

小原　直文 加藤　章子 湖西市新居町中之郷８７

きりはら直紀後援会 庄司　勝彦 澤田　寿恵子 駿東郡清水町玉川８１－２０

く 草賀章吉後援会 草賀　章吉 安藤　喜弘巳 掛川市上西之谷７４６－２

草地ひろあき後援会 草地　博昭 高橋　正 磐田市千手堂９８２－１

楠浩幸後援会 楠　浩幸 鈴木　浩久 湖西市新居町中之郷３８６２

くすもと由美子を応援する会 楠元　由美子 岩堀　祝子 榛原郡吉田町川尻３７７８－２
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楠山節雄後援会 井原　剛 楠山　修司 賀茂郡東伊豆町奈良本１３１

久保田たかし後援会 久保田　崇 中根　基臣 掛川市青葉台７－９ ○

久保田よしみつ後援会 清水　賢嗣 内藤　説子 沼津市根古屋５７１－２

くぼの愛子後援会 久保田　成子 落合　弥生 掛川市本所３９８－１

久米丈二後援会 久米　丈二 津ケ谷　博志 浜松市北区三ヶ日町宇志４２４

倉田清一後援会 倉田　清一 竹内　幹雄 浜松市西区湖東町３０３８－２ ○

栗田ひろゆき後援会 望月　光則 石川　路子 静岡市清水区吉川２２９－３

くりはら京子後援会 栗原　京子 栗原　良和 賀茂郡東伊豆町大川６２－１ ○

栗原睦明後援会 栗原　正廣 池田　明彦 駿東郡長泉町南一色５１４

黒岩靖子後援会 右島　康弘 築山　史望 袋井市延久４３３－５

クローバー伊豆 土屋　通夫 土屋　通夫 伊豆市青羽根２７－１

黒沢かずこ後援会 岡田　幹夫 北川　ひろ子 御殿場市二枚橋１９８－２

黒須あつみ後援会 黒須　淳美 武士　東勢 伊豆市柏久保１３３６－２

黒田しげる後援会 浅井　聖教 堤　加奈子 菊川市加茂４７１９

黒田豊後援会 黒田　豊 黒田　美江 浜松市南区米津町１６１５－１ ○

桑原たけし後援会 桑原　猛 桑原　美代子 賀茂郡河津町見高３３５－３

け 顕政会 石上　顕太郎 本多　秀一郎 静岡市葵区羽鳥本町１５－５ ○

憲政会 中村　憲一 中村　憲一 富士宮市大中里８１３－５ ○

県政に新しいウネリを 柏木　健 柏木　智子 磐田市万正寺１３２９ ○

原発のない県静岡 近藤　正文 近藤　薫 三島市富士見台６－２６

憲法をくらしにいかす県政をつくるみんなの
会

田代　博之 大石　秀之 静岡市駿河区泉町７－１２－８

源馬謙太郎を育てる会 源馬　謙太郎 森口　俊尚 浜松市中区領家１－１－１６ ○

健友会 佐藤　健一郎 平田　有毅 沼津市大岡２４３２－１ ○

こ 小池かずひろ後援会 酒井　友春 小池　久美子 磐田市池田１３００

小池としあき後援会 尾上　智幸 鈴木　史和 富士市今泉２３０５－５

小池よしはる後援会 小池　誠治 小池　佳子 富士市青葉町２４３

小泉たかよし後援会 相良　政幸 土屋　洋一 下田市須原９９９－１

小泉のりこ後援会 小泉　宣子 小泉　純也 沼津市原町中１－４－１４ ○

小泉みどり後援会 小泉　翠 小泉　賢祐 浜松市南区西伝寺町４０１－５

ごうじ義和後援会 郷司　義和 郷司　義和 富士宮市源道寺町１２４３
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公心会 中澤　公彦 中澤　順子 浜松市東区天王町１９３３－１ ○

幸田えり子後援会 幸田　惠里子 幸田　純勝 浜松市中区葵西５－１９－１７ ○

河野つきえ後援会 矢部　洋 小峯　貴之 三島市安久１２－１

幸福実現党伊豆後援会 河合　秀和 後神　芳基 伊豆市熊坂８７６－５

幸福実現党磐田後援会 鷹野　薫 平谷　ちおみ 磐田市見付４７５１－２９

幸福実現党掛川後援会 名坂　育男 森西　祥子 掛川市下垂木１２２８－９

幸福実現党静岡県本部 石田　勝也 生田　智千 静岡市駿河区曲金４－１－１２－２

幸福実現党静岡後援会 石田　勝也 前川　光貴 静岡市駿河区有東１－１２－３５

幸福実現党静岡清水後援会 岡部　正 堺　真衣子 静岡市清水区大手１－５－１４

幸福実現党静岡西後援会 渡辺　元嗣 神澤　佳代子 藤枝市瀬戸ノ谷９８６７

幸福実現党沼津後援会 松本　博司 今村　裕二 駿東郡長泉町南一色１６６－１２

幸福実現党浜松後援会 中田　誠 徳原　竜知 浜松市南区新橋町９８６－２

幸福実現党浜松西後援会 藤澤　一則 江頭　俊満 浜松市北区三ヶ日町下尾奈１１４６

幸福実現党富士後援会 小林　清明 筒井　信二 富士市厚原８８０－１

声の力 平山　佐知子 宮﨑　隆司 静岡市駿河区森下町１－２３

国際勝共連合静岡県本部 植村　穂積 植村　穂積 静岡市葵区西瀬名町１４－１９

国際ハブ都市創生ＦＯＲ－ＳＨＩＺＵＯＫＡ連
合会

青田　修二 石川　真琴 御前崎市池新田２４５８－１

心豊かな県政をつくる会 得上　久雄 山口　茂 賀茂郡東伊豆町奈良本１１１４

児嶋よしひこ後援会 仁王　尚夫 髙井　浩明 静岡市駿河区小鹿３丁目１８－１

こしむら修後援会 石黒　一巳 新澤　弥生 熱海市下多賀５７４－１

個人の尊厳党 横山　正文 横山　正文 菊川市下平川１３６３－１

小玉守之輔後援会 松浦　千里 松浦　初恵 島田市川根町抜里５３１－２

「御殿場の新時代」を創る会 鈴木　祐太郎 鈴木　洸次郎 御殿場市駒門４６９

御殿場防衛を支える会 髙橋　信一郎 日比野　一義 御殿場市御殿場２６０－１１

後藤哲朗後援会 花田　佳明 後藤　恭子 静岡市清水区追分１－３－３７

湖東秀隆後援会 湖東　秀隆 川上　貴久 浜松市浜北区於呂４１２９－３ ○

後藤ゆういち後援会 後藤　雄一 後藤　雄一 熱海市春日町１１－１ ○

小長井由雄後援会 間々下　鎮夫 芹澤　徳治 静岡市葵区日向３０５

小長井義正後援会 小長井　義正 村方　順一郎 富士市平垣本町５－３３ ○

小長谷じゅんじ後援会 小長谷　順二 金刺　義夫 伊豆市土肥４５０－７
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古長谷みのる後援会 野口　佳位 古屋　智英 三島市多呂１８－１５

小名木いさと後援会 小名木　勇人 小名木　恵 浜松市南区東町５６

小沼ひであき後援会 小沼　秀朗 小沼　豊和 掛川市駅前１１－２ ○

小林えみこ後援会 小林　恵美子 清水　みゆき 御殿場市塚原８０７ ○

小林かずひこ後援会 兵庫　隆 松本　久利 藤枝市高洲１－１－２６

小林しゅん後援会 松井　義博 渡邊　昌志 裾野市深良１３５２－５

小林ちえこ後援会 池谷　靖江 小寺　悦子 駿東郡小山町用沢２０２－２

小林ひろふみ後援会 松浦　宏和 小林　ゆかり 菊川市堀之内１０８４－１０

小林浩文後援会 小林　浩文 小林　和代 裾野市深良１５８６

小松かいぞう後援会 大井　健平 鈴木　正一 富士宮市北山２２９９－５

こまつ大介後援会 小松　大介 小松　大介 浜松市南区楊子町１５１ ○

小松広克後援会 乾　有美 小松　真由美 沼津市旭町４３－１

こみやま正秀後援会（正友会） 込山　正秀 鈴木　勲 駿東郡小山町一色２００－１ ○

小柳貴臣後援会 石川　仁 小柳　裕美 磐田市国府台１００－１１

小山悟後援会 高橋　秀雄 井上　みどり 静岡市清水区大坪２－１２－１２

小山ただゆき後援会 小山　弘 小山　満 富士市大淵１６０７－２２

小山展弘後援会 一木　伸充 白井　善夫 磐田市中泉６５６－１

護友会 岡本　護 岡本　利江子 浜松市中区幸２－１６－３ ○

近藤ちづる後援会 近藤　敏幸 市川　初江 富士宮市内房３１４９

近藤まさみ後援会 牧野　義弘 小野　廣志 袋井市浅羽１６７２－１

さ 財経研究会 手島　皓二 近藤　正 富士宮市外神東町２１７－６ ○

さいとう和志後援会 齋藤　和志 齋藤　智子 浜松市北区三方原町９２－６ ○

さいとう和人後援会 小林　亨 二宮　孝一 島田市稲荷３－２－５０

斉藤かずふみ後援会 齋藤　和文 齋藤　ゆき 富士宮市上条７２９－１ ○

斉藤要後援会 斉藤　増蔵 肥田　二郎 賀茂郡南伊豆町伊浜７６３

齋藤佳子後援会 山本　貴美枝 阿形　操 御前崎市御前崎５３－９

さいとう栄後援会 齊藤　淳子 齊藤　淳子 熱海市清水町２５－８

斉藤晴明後援会 斉藤　晴明 斉藤　晴明 浜松市中区高丘北１－４４－１ ○

斉藤洋後援会 加藤　正登 齋藤　みえ子 御前崎市白羽１３０１－１６

酒井とよみ後援会 鈴木　昭市 神谷　宏 浜松市天竜区熊１６２１
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さかえ後援会 八木　栄 柳田　浩二 榛原郡吉田町住吉３０６１－２

さぎさか圭太後援会 匂阪　圭太 吉川　高弘 藤枝市上藪田１３０－１５

桜井勝郎後援会（さくらの会） 松田　宏 川端　祥治郎 島田市中溝町２５６０－１

さくらい勝後援会 櫻井　勝 西原　晴夫 御前崎市白羽６１００－１６ ○

桜木政経研究会 鈴木　久裕 鈴木　裕臣 掛川市上垂木２９０７－１ ○

さくら政経研究会 大野　良司 大野　栄一 賀茂郡南伊豆町湊８９８－１１ ○

櫻田ひろき後援会 櫻田　博己 櫻田　芳宏 静岡市清水区三保３５１５－２

さげさか大介後援会 提坂　大介 原川　紀子 島田市東町２３０

ささき直也後援会 滝浪　利枝 木村　仁子 榛原郡川根本町千頭１２５３－１

ささはら恵子後援会 笹原　恵子 岡本　宏美 伊豆の国市南條２２２－１

さち茂人後援会 亀山　裕 佐地　範子 静岡市駿河区八幡５－１４－１３

佐藤きくの後援会 中山　豊明 佐藤　菊乃 富士市瓜島町９８

さとう健一郎後援会 平田　有毅 伊東　弘人 沼津市大岡２４３２－１

佐藤作行後援会 佐藤　作行 後藤　春彦 賀茂郡松崎町岩科北側９７８

さとうしゅう後援会 佐藤　周 佐藤　裕子 伊東市八幡野１１８９－５２

佐藤省三と地域を元気にする会 佐藤　省三 湯山　匡浩 駿東郡小山町吉久保１１０－１

佐藤せい子を育てる会 坪井　英明 高塚　仁美 静岡市駿河区国吉田４－２５－１９－１０１

佐藤龍彦後援会 唐沢　千代 杉本　正昭 伊東市宇佐美２０１５－６

佐藤寛文と三島を元気にする会 中村　浩 佐藤　朱美 三島市御園１２５－８

諭友会 杉山　諭 中嶋　大輔 富士市吉原宝町１－１ ○

佐野愛子後援会 青島　德明 村上　善郎 藤枝市青木２－１８－３

佐野あつし後援会 馬飼野　公洋 井出　貴洋 富士宮市内野９７０－１

佐野あつよし後援会 風間　浩 根津　勝人 三島市加屋町４－３５

佐野かずひこ後援会 佐野　輝美 佐野　すが子 富士宮市粟倉１９０

佐野かずや後援会 佐野　亜由美 桐部　幸子 富士宮市小泉１５３６－２２

佐野たけじ後援会 廣岡　英一 佐野　武次 袋井市東同笠１１４６－２

佐野ちあき後援会 山田　満 山田　好博 富士市田子３０６

佐野寿夫後援会 佐野　寿夫 佐野　弓子 富士宮市下条１７８７－２ ○

佐野としみつ後援会 佐野　俊光 佐野　敏子 駿東郡清水町伏見３３７

佐野としやす後援会 佐野　利安 塩川　勝 裾野市茶畑４９７－９ ○
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佐原よしみ後援会 佐原　佳美 佐原　清文 湖西市新所２８５６ ○

沢田智文後援会 寺田　伊勢男 鈴木　伸昭 磐田市見付２４６９

澤西しょうじ後援会 太田　寿徳 澤西　由紀子 榛原郡川根本町上長尾８１９

ＳＵＮ政会 松浦　信司 白井　晴行 浜松市南区増楽町２０

し 塩谷立２１世紀浜松の会 大塚　哲雄 山田　泰志 浜松市中区板屋町６０５

しがらみのない世代交代の会 黒田　俊之 堤　加奈子 菊川市加茂４７１９

繁田和三後援会 鈴木　英次 秋田　恭秀 静岡市葵区牛妻３３５－１

静岡県医師連盟 紀平　幸一 秋山　欣丈 静岡市葵区鷹匠３－６－３

静岡県印刷産業政治連盟 松下　誠二 和田　興三 静岡市駿河区八幡４－１－３

静岡県運輸政策協議会 佐野　寛 西村　茂樹 静岡市駿河区池田１２６－４

静岡県神谷まさゆき後援会 明石　文吾 石川　幸伸 静岡市駿河区馬渕２－１６－３２

静岡県環境整備事業協同組合政治連盟 飯塚　泰行 横井　達生 静岡市葵区西門町３－８

静岡県看護連盟 柏崎　順子 赤池　静枝 静岡市駿河区南町１３－３

静岡県行政書士政治連盟 児島　良孝 五條　義人 静岡市葵区駿府町２－１１３

静岡県建設業政策推進協議会 石井　源一 杉保　聡正 静岡市葵区黒金町１１－７

静岡県建設コンサルタント業政治連盟 森崎　祐治 服部　剛明 静岡市葵区伝馬町９－７

静岡県作業療法士連盟 熊谷　範夫 小笠原　紀子 浜松市浜北区平口２０００

静岡県産業廃棄物協会政治連盟 岩間　雄一 松浦　敏明 静岡市葵区追手町９－６

静岡県歯科医師連盟 大松　高 名取　愛一郎 静岡市駿河区曲金３－３－１０

静岡県歯科衛生士連盟 村松　美枝子 榊原　富美江 静岡市駿河区曲金３－３－１０

静岡県歯科技工士連盟 石原　義博 池田　浩之 静岡市葵区伝馬町９－１４

静岡県自動車整備政治連盟 清水　道博 山下　富治 静岡市駿河区中吉田１０－３６

静岡県司法書士政治連盟 早川　清人 羽根田　龍彦 静岡市駿河区稲川１－１－１

静岡県自民党国会議員・選挙区支部秘書
会

鷲見　正親 松本　忠真 静岡市葵区追手町９－１８

静岡県社会保険労務士政治連盟 川口　隆 兒玉　正男 静岡市葵区東鷹匠９－２

静岡県獣医師政治連盟 山田　有仁 加藤　雅通 静岡市葵区相生町１４－２６－３

静岡県柔道整復師政治連盟 鈴木　努 横田　正史 三島市新谷２７５－４

静岡県商工政治連盟 前澤　侑 窪田　賢一 田方郡函南町大土肥２４１

静岡県食肉生活衛生同業組合政治連盟 村松　巌 村松　巌 静岡市葵区両替町２－５

静岡県鍼灸師連盟 大橋　教正 榎田　誠 静岡市葵区一番町３９－３
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静岡県生衛連合会政治連盟 村松　巖 小川　潮 静岡市葵区常磐町３－３－９

静岡健誠会 大石　健司 三浦　公一 牧之原市静波２３６１ ○

静岡県西部を活性化する会 山本　和幸 山本　美弥子 浜松市北区初生町３７９－３３

静岡県石油政治連盟 佐野　裕永 板倉　正浩 静岡市駿河区緑ケ丘１－３

静岡県宅建政治連盟 渡邊　照芳 小林　修 静岡市葵区鷹匠３－１８－１６

静岡県中小企業政策推進協議会 一色　康有 田中　秀幸 藤枝市青葉町５－１３－２９

静岡県電工組政治連盟 松田　良克 前嶋　純 静岡市駿河区津島町１２－２７

静岡県東部電工組政治連盟 鈴木　伯明 秋元　照男 沼津市花園町１５－１

静岡県土地改良政治連盟 大石　好昭 水野　正之 牧之原市東萩間１２４１

静岡県土地家屋調査士政治連盟 漆畑　雄一郎 田中　三智也 静岡市駿河区曲金６－１６－１０

静岡県日本共産党後援会 松浦　敏夫 松浦　敏夫 静岡市葵区巴町６－４

静岡県農政対策協議会 青山　吉和 松本　早巳 静岡市駿河区曲金３－８－１

静岡県美容政治連盟 武田　則子 武田　則子 静岡市葵区常磐町３－３－９

静岡県ビルメンテナンス政治連盟 髙橋　一博 杉本　晃 静岡市葵区駿河町４－１４

静岡県保育推進連盟 神野　博行 森下　健二 静岡市葵区南沼上１－２２－１

静岡県防衛を支える会 永井　昌弘 山下　寛 御殿場市大坂２８０－８

静岡県本田あきこ後援会 明石　文吾 石川　幸伸 静岡市駿河区馬渕２－１６－３２

静岡県水を守る会 杉村　義夫 佐藤　義明 掛川市大渕６０９－１

静岡県民社協会 林　芳久仁 杉山　諭 静岡市葵区春日２－３－２２

静岡県民主教育政治連盟 佐野　愛子 伊藤　直光 藤枝市本郷２８６

静岡県木材産業政治連盟 伊藤　晴康 藪崎　公一郎 静岡市葵区追手町９－６

静岡県薬剤師連盟 明石　文吾 石川　幸伸 静岡市駿河区馬渕２－１６－３２

静岡県理学療法士連盟 菅野　武志 佐野　公紀 静岡市葵区追手町１０－２０３

静岡県理容政治連盟 林　敏也 荻澤　章男 静岡市葵区昭和町５－４

静岡県料理飲食業組合連合会政治連盟 森川　進 原　豊 静岡市葵区常磐町３－３－９

静岡県林業政治連盟 中谷　多加二 近藤　文博 静岡市葵区追手町９－６

静岡市静岡医師連盟 福地　康紀 坂ノ上　政綱 静岡市葵区東草深町３－２７

しずおか次世代への架け橋 木内　満 木内　佳世 富士宮市西町２８－１７ ○

静岡市薬剤師連盟 秋山　欣三 山本　勝央 静岡市駿河区小黒１－４－４

静岡政治経済塾 佐地　茂人 佐地　範子 静岡市駿河区八幡５－１４－１３ ○
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静岡総合政策研究会 戸塚　進也 影山　善次郎 掛川市宮脇２－３－１ ○

静岡地域交通福祉政策委員会 本田　岳 佐藤　貴義 静岡市駿河区曲金１－２－１４

静岡電力総連政治活動委員会 川合　浩三 深水　威臣 静岡市葵区本通２－４－１

静岡都市開発政治連盟 吉田　立志 吉田　立志 静岡市葵区紺屋町１１－６

静岡の明るい未来を共に創る会 酒井　公夫 小坂　良治 静岡市葵区両替町２－４－１５

静岡の未来をつくる会 浅山　哲也 中野　孝一 静岡市葵区春日２－３－２２

静岡立憲の会 村松　昌和 加藤　昌洋 磐田市和口１９５

市政ウォチングする会 大石　和央 増田　勝 牧之原市中２７－７

次世代育成研究会２１ 木下　俊也 木下　俊也 静岡市駿河区敷地１－１７－６ ○

持続可能な都市・はままつをつくる会 大須賀　正孝 吉川　彰 浜松市中区松城町２００－９

志太医師連盟 森　泰雄 櫻井　敦 藤枝市南駿河台１－１４－２

次代を考える会 吉川　赳 大塚　謙一 富士市横割本町１６－１

私鉄遠州交通政策研究会 牧田　靖弘 久野　修吾 浜松市中区鍛冶町４

しのはら峰子後援会 篠原　峰子 山田　久美子 伊東市赤沢３７９－１３４

四宮和彦後援会 四宮　和彦 大川　はるみ 伊東市大原１－１０－３

しのみや慎一後援会 青木　壽治 四之宮　大二 焼津市八楠２－１３－１９

柴田アキラ後援会 柴田　鑑 大野　秀子 富士市森島２２１－８ ○

しばたかずお後援会 高柳　敏男 望月　百子 湖西市入出８３－１６

柴田みつとし後援会 柴田　三敏 秋山　治良 伊豆の国市古奈３６１－２

しぶや英彦後援会 渋谷　英彦 渋谷　英彦 焼津市下小田６３６－１

島田市医師連盟 松永　和彦 田口　博之 島田市東町１１２０－２

しまだの改革を継続する会 川端　祥治郎 川井　清之 島田市本通１－２９０２－３５

嶋津安則後援会 小川　協四郎 嶋津　京子 下田市三丁目１－１０

島なおや後援会 島　直也 大畑　吉紀 静岡市駿河区用宗５－１－１－２ ○

清水医師連盟 望月　篤 福地　照元 静岡市清水区渋川２－１２－１

清水風の会 八木　宏仁 山田　誠司 静岡市清水区青葉町３－１３

清水けんいち後援会 倉嶋　譲 中村　雅好 周智郡森町飯田３２８１－２１

清水清一後援会 清水　清一 石井　静夫 賀茂郡南伊豆町下小野２１０－３ ○

清水ただし後援会 清水　唯史 村井　淳 島田市竹下４９１－２ ○

清水町未来創造会議（関義弘後援会） 関　義弘 渡辺　孔之 駿東郡清水町柿田７００ ○
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清水２１世紀研究会 中澤　通訓 三浦　正規 静岡市清水区千歳町７－１８ ○

清水薬剤師連盟 柴田　昭 鈴木　実 静岡市清水区渋川２－１２－１

市民が主人公の新しい静岡市政をつくる会 阿部　浩基 田中嶋　直子 静岡市葵区新富町２－１４－１

志村肇後援会 八幡　康貞 小林　将 三島市谷田１３７０－７９

志村肇の会 志村　肇 林　優 三島市谷田１３７０－７９ ○

下田よしひで後援会 下田　良秀 下田　良子 富士市今宮１８２－１３

下山かずのり後援会 下山　和則 下山　和則 駿東郡長泉町下土狩７１５－５

下山しょうじ後援会 飯田　勝 飯田　敏彦 伊豆市佐野３９０

ジャストライン交通政策研究会 山田　裕一 都築　康彰 富士市中丸５９０－１

ＪＡＭ静岡政治連盟 白戸　康章 桐下　裕之 掛川市亀の甲１－１２－２１

樹一会 栁川　樹一郎 栁川　樹一郎 浜松市南区三島町６７２－３ ○

司友会 長谷川　祐司 三輪　健二 富士市吉原宝町１－１ ○

生涯青春都市を創る富士市民の会 渡邉　金行 村方　順一郎 富士市平垣本町５－３３

城志会 城内　実 袴田　雅弘 浜松市北区初生町１２８８－１ ○

庄司拓馬後援会 鈴木　康太 鈴木　康太 沼津市青野４４２

正進会 野崎　正蔵 原田　利之 磐田市長森６５ ○

章友会 田口　章 生熊　洋之 浜松市西区入野町９８６０－１ ○

白鳥実後援会 白鳥　実 小杉　真弘 静岡市葵区神明町３８－８ ○

白浜ふみのり後援会 白濱　史教 白濱　史教 静岡市駿河区下川原南１７－２０ ○

新遠州協会 大塚　哲雄 山田　泰志 浜松市中区板屋町６０５

振起の会 福田　三恵 髙木　いづみ 三島市日の出町４－５１

新世紀政治経済研究所 梅本　和熙 山本　登起夫 賀茂郡南伊豆町下賀茂３２５ ○

新政しずおか 田内　浩之 阿部　卓也 湖西市鷲津５２６７

新創造地域研究会 二村　政司 花村　規畝子 掛川市上西郷１５６９－１

進藤金日子静岡県後援会 大石　好昭 水野　正之 牧之原市東萩間１２４１

新党ＮＥＸＴ　ＭＯＶＥ　次の一手 平口　朋彦 平口　朋彦 牧之原市波津１６６３－１

神野よしたか後援会 神野　義孝 神野　裕子 御殿場市御殿場５－１ ○

しんば賀津也と歩む会 松下　知生 山田　政志 掛川市上張８６２－１

新風御前崎 齋藤　佳子 阿形　操 御前崎市白羽１５１８－１

しんむら航一後援会 榛村　航一 榛村　恵 掛川市上垂木５４２
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  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
しんゆう（伸友）会 八木　貞圀 八木　俊 島田市川根町家山３１５５

す 水辺都市政策協議会 中野　良之 中野　早百合 湖西市新居町新居２２－２ ○

菅沼あつし後援会 菅沼　啓治 菅沼　芳幸 湖西市新所４９３３－１

菅沼よしのり後援会 菅沼　健晃 長田　浩二 御殿場市保土沢４６９－５

杉﨑たつゆき後援会 増田　俊彦 杉﨑　和枝 焼津市中里５６８－３

すぎさわ正人後援会 佐藤　晴 杉澤　利夫 三島市梅名３２３－３

すぎのなおき後援会 長谷川　英之 森澤　淳 島田市金谷栄町３５６５

杉町とし彦後援会 川久　雅弘 杉町　悦子 富士市本町４－１７

杉村清後援会 富田　稚昭 露木　章 田方郡函南町上沢６３５－５２

杉本一彦後援会 杉本　一彦 杉本　直美 伊東市八幡野４１８－３ ○

杉本かずや後援会 杉本　憲也 杉本　憲也 伊東市宇佐美２７９０－１

杉本きくお後援会 西原　茂樹 永田　武 牧之原市静谷２５５２－２０

杉本修一後援会 杉本　修一 杉本　修一 浜松市中区佐鳴台１－１８－３ ○

杉本よしえ後援会 杉本　好重 永江　広美 浜松市中区板屋町１０４－１－２８０１ ○

すぎもり賢二後援会 土屋　誠 杉森　樹里 駿東郡長泉町東野１４３－３４

杉山章夫後援会 杉山　章夫 杉山　英敏 御殿場市塚原８５２

杉山あつし後援会 酒谷　良明 杉山　紀子 静岡市駿河区富士見台２－３－３４－１３

杉山恭平後援会 杉山　恭平 杉山　崇文 熱海市水口町１９－１

杉山さとし後援会 鈴木　茂 中嶋　大輔 富士市吉原宝町１－１

杉山茂規後援会 杉山　茂規 西島　英弘 裾野市茶畑４７７－１ ○

杉山聖と静岡をはぐくむ会 杉山　聖 杉山　聖 静岡市葵区一番町３１－１

杉山たけし後援会 齋藤　恒蔵 右原　昭治 伊豆市湯ケ島１９７７－１

杉山としかつ後援会 深澤　栄治 杉山　三枝 熱海市田原本町４－４

杉山広充後援会 澤井　陽太郎 松山　進 榛原郡川根本町徳山１５７６－４３

杉山ふみか後援会 杉山　文香 桑原　裕子 富士市神谷５－３

杉山まこと後援会 杉山　誠 杉山　幸子 伊豆市冷川１８５８ ○

杉山まもる後援会 勝又　勲 勝又　義男 御殿場市大坂２１８－１

杉山盛雄後援会 山本　豪彦 柴崎　孝佳 沼津市筒井町６－４

杉山ゆうじと浜松の未来を守る会 杉山　裕司 杉山　紗弥香 浜松市東区半田町１６２２－１

須﨑あきら後援会 久保田　好一 甲賀　幸夫 焼津市小土１２７９－９

-27-



  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
須佐まもる後援会 須佐　真子 三宅　康資 賀茂郡東伊豆町奈良本１４９６－１８

鈴木絢子ありがとうをつなぐまちづくり後援
会

鈴木　絢子 鈴木　隆一郎 伊東市静海町５－１６

鈴木育男後援会 鈴木　育男 鈴木　育男 浜松市東区市野町９５４ ○

鈴木長馬後援会 鈴木　進 鈴木　絹代 牧之原市東萩間２４７

鈴木和彦後援会 田中　邦久 久保田　大成 静岡市葵区二番町９－１８

鈴木かつみ後援会 鈴木　克己 鈴木　恭子 御前崎市下朝比奈２４３７－５

鈴木けいじ後援会 鈴木　啓嗣 山本　守 浜松市西区篠原町９２５４－２ ○

鈴木こうじ後援会 鈴木　淳 鈴木　美奈子 富士市伝法３１１０－１

すずきさとると楽しい静岡つくり隊 鈴木　智 塩澤　孝太郎 静岡市駿河区中田１－１５－１３ ○

鈴木茂孝後援会 鈴木　茂孝 鈴木　真紀子 賀茂郡松崎町岩科南側３２６－１

鈴木すみよし後援会 今泉　邦弘 堀内　美保子 富士市比奈１４１８－２

鈴木たかし後援会 鈴木　孝 鈴木　ゆかり 下田市六丁目７－３８

鈴木たけゆき後援会 鈴木　岳幸 鈴木　知子 藤枝市五十海１－６－１０ ○

鈴木たつお後援会 鈴木　竜雄 鈴木　史子 浜松市東区宮竹町６９７－２

鈴木つとむ後援会 鈴木　歌夫 鈴木　好美 賀茂郡東伊豆町稲取１３７７－５

鈴木としはる後援会 鈴木　俊治 鈴木　俊治 伊豆の国市墹之上７

鈴木としゆき後援会 宮島　勲 鈴木　規夫 浜松市北区初生町１６２

鈴木なおと後援会 立川　修 鷲巣　恭治 静岡市葵区安西５－７２

鈴木直博後援会 白松　孝雄 鈴木　ひさこ 菊川市加茂９３１－２

鈴木はつじ後援会 鈴木　敏明 鈴木　篤彦 伊豆市上船原２０２－２

鈴木はるのり後援会 鈴木　達彦 鈴木　真希子 田方郡函南町上沢７５３－１１

鈴木ひさひろ後援会 鈴木　久裕 鈴木　裕臣 掛川市上垂木２９０７－１

鈴木ひろちか後援会 佐藤　省二 鈴木　節子 袋井市上山梨２－１０－４

鈴木ひろみ後援会 鈴木　浩己 山川　征樹 焼津市中根３６ ○

鈴木ひろむ後援会 鈴木　正二 鈴木　正二 富士宮市内房３４０９－５

鈴木ひろゆき後援会 鈴木　裕之 鈴木　まどか 浜松市東区大瀬町８７６－１ ○

鈴木ふみこ後援会 鈴木　文子 鈴木　英巨 三島市谷田１３１７－１ ○

鈴木まさと後援会 鈴木　正人 鈴木　正人 伊豆市青羽根１６０－９

鈴木まさと後援会 小木　秀市 鈴木　政好 磐田市社山５８４－１

鈴木真人後援会 大橋　憲一 鈴木　孝子 浜松市東区豊町３３４６
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  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
鈴木真人と語ろう会 鈴木　真人 鈴木　孝子 浜松市東区豊町３３４６ ○

鈴木まゆみ後援会 鈴木　まゆみ 鈴木　規夫 焼津市関方１３７－２

鈴木みきお後援会 鈴木　幹夫 鈴木　桂子 浜松市西区篠原町３７５８ ○

鈴木弥栄子後援会 鈴木　弥栄子 鈴木　栞 磐田市西島２８１－３

鈴木康友後援会 鈴木　光司 木下　和也 浜松市中区松城町２００－９

鈴木やすとも未来クラブ 鈴木　康友 木下　和也 浜松市中区松城町２００－９ ○

鈴木ゆうじ後援会 酒井　新二 鈴木　忠勝 伊豆市本立野６７８－３

鈴木祐太郎後援会 鈴木　祐太郎 鈴木　洸次郎 御殿場市駒門４６９

鈴木ゆきひと後援会 鈴木　幸人 渡邉　直樹 島田市御仮屋町８８４４

鈴木ゆたか後援会 岩田　克英 湯山　孝 駿東郡小山町竹之下１０１９－１

鈴木ようすけ後援会 鈴木　順勝 鈴木　眞一 浜松市西区篠原町９２５４－２

鈴木よしかず後援会 鈴木　賢和 鈴木　賢和 袋井市松原１１８７－１ ○

鈴木よしふみ後援会 鈴木　喜文 鈴木　みつ代 磐田市中泉３０１２－１０ ○

すずなりの会 河合　美由起 鈴木　宏好 浜松市中区西伊場町３７－１３

裾野の未来を築く会 中村　純也 三枝　利之 裾野市御宿１５００ ○

裾野フォーラム 柏木　正臣 加藤　伸 裾野市桃園１５６－１

須藤京子後援会 土屋　勲 須藤　健太郎 浜松市中区広沢２－２２－２５

すどう秀忠後援会 太田川　一郎 高野　寿介 富士宮市宝町８－３

須藤ゆき後援会 須藤　有紀 須藤　有紀 菊川市川上１８５２

Ｓｐｉｒｉｔ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ 阿部　卓也 明保　里美 浜松市浜北区宮口３１４－１６ ○

住みつづけたいまち・浜松をつくるみんなの
会

嶋田　博 松下　孝夫 浜松市中区上島３－３３－６

住みよい三島をつくるみんなの会 金子　正毅 小峯　貴之 三島市南本町２－２７

すわべ孝敏後援会 坪井　孝文 諏訪部　育子 富士宮市野中９９７－１

駿東のチカラ 杉森　賢二 杉森　樹里 駿東郡長泉町東野１４３－３４

せ 誠意心会 戸田　誠 戸田　誠 浜松市北区引佐町栃窪５０７－１ ○

西遠医師連盟 岸本　肇 中川　明彦 浜松市浜北区寺島１４４９－２

政山会 山田　誠 山田　文代 静岡市葵区北安東１－１２－１８ ○

政治結社國憂塾 本　健一 平松　信彦 御殿場市二枚橋２４９－２

政治結社伸政會 鈴木　春己 園田　富之 磐田市福田５１６１－４

政治結社政友尊皇塾 加藤　秀行 加藤　秀行 富士市宮下３１１－４２
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清尚会 松下　尚美 中野　孝一 駿東郡清水町八幡１９５－２ ○

政治を考える志民の会 小澤　隆 八ッ橋　啓介 沼津市市道町６－２２

政治を身近に市民会議 佐藤　成子 高塚　仁美 静岡市駿河区国吉田１－１９－１３ ○

青年富士の会 豊田　富士雄 川島　淳 袋井市高尾町１－３

盛友会 杉山　盛雄 柴崎　孝佳 沼津市筒井町６－４ ○

税理士による井林辰憲後援会 増田　和宏 平岩　成哉 焼津市焼津４－１５－２４

税理士による上川陽子後援会 小長井　敬 鈴木　満 静岡市葵区追手町１０－２０２

税理士による城内みのる後援会 鈴木　真吾 浅野　哲司 浜松市中区連尺町３１４－３６

税理士による細野豪志後援会 土屋　巧 速水　高博 三島市大宮町３－２０－２１

税理士による宮澤博行後援会 田中　誠 鈴木　弘之 磐田市中泉１２３２－１１

税理士による渡辺周後援会 松井　泰樹 鈴木　邦洋 沼津市米山町６－５

静和会 鈴木　和彦 久保田　大成 静岡市葵区二番町９－１８ ○

世界に輝く静岡の会 酒井　公夫 石垣　仁 静岡市葵区銭座町３０

関明美応援団 影嶋　將人 関　勇輔 富士市横割５－１０－２２

関一郎後援会 名倉　正夫 渥美　勝昭 浜松市中区富塚町３８５８－４

関よしひろ後援会 原　衛 渡辺　孔之 駿東郡清水町柿田７００

芹澤だいすけと沼津市の未来を考える会 芹沢　康平 鈴木　清昭 沼津市西島町１８－３７

全国ＬＰガス政治連盟静岡県支部 勝又　敏雄 小栗　勝男 静岡市葵区本通６－１－１０

全国小売酒販政治連盟静岡県支部 伊藤　義晴 星野　哲也 静岡市駿河区下島１３４－１

全国たばこ販売政治連盟静岡県支部 石原　央 鈴木　千明 浜松市西区篠原町２１６１１

全国旅館政治連盟静岡県支部 加藤　賢二 杉田　志野 静岡市葵区紺屋町１１－１

全日本不動産政治連盟静岡県本部 疋田　貞明 岡田　樹義 静岡市駿河区南町１４－１

泉明寺みずほ後援会 泉明寺　みずほ 泉明寺　克美 熱海市桜町３－２９ ○

そ 創生静岡 白鳥　実 石井　孝治 静岡市葵区神明町３８－８

創造未来研究会 白戸　康章 鈴木　義之 裾野市御宿１５００

相馬宏行後援会 相馬　芳太郎 白井　一史 賀茂郡河津町川津筏場１０２３

曽根たつひろ後援会 大石　進哉 山本　規 島田市大草６２３

曽根まさひろ後援会 鈴木　一行 曽根　美代子 御前崎市白羽６４８－１０

そのだとよぞう後援会 薗田　ミイ 大野　元 駿東郡小山町竹之下１２２５

薗田靖邦後援会 原　洋介 松下　守 榛原郡川根本町上長尾４４８
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そめやきぬ代後援会 染谷　絹代 冨田　智裕 島田市船木１８８３－３１ ○

そめやきぬ代を支える会 伊藤　勝久 冨田　智裕 島田市元島田５７－１

た 高木きよたか後援会 高木　清隆 平出　一城 袋井市高尾２１１３

高木つよし後援会 長澤　暁雄 山田　昇 静岡市清水区吉原１５６２

高木理文後援会 厚見　道代 高田　馨 御殿場市東田中３－１１－３

高田よしひろ後援会 高田　好浩 高田　早苗 静岡市葵区城北２－９－５ ○

高梨俊弘後援会 野澤　正利 染葉　隆夫 磐田市見付６０２３－１

高橋あつひと後援会 髙橋　篤仁 髙橋　晴香 掛川市大坂１８４２－３７

高橋けいじ後援会 高橋　敬治 高木　茂朗 賀茂郡西伊豆町宇久須８４８－５

高橋たかこ後援会 高橋　隆子 高橋　久 伊豆の国市韮山山木１２２３

高橋たつや後援会 髙橋　達也 髙橋　利子 沼津市大岡１４３１－５１

高橋としのり後援会 高橋　利典 土屋　武司 御殿場市二子２８４－３

髙橋ひでこ後援会 小柴　健嗣 後藤　とし子 沼津市北高島町４－２３

高橋まさのり後援会 桑原　章 山崎　久雄 富士市松岡１７０１－５

髙橋靖銘後援会 山内　剛 髙橋　隆造 御殿場市川島田７６６－１５

高橋ゆきお後援会 高橋　幸雄 鈴木　康久 熱海市伊豆山４６６－２ ○

高橋美博後援会 大場　保治 大場　保治 袋井市大谷２４５

高橋玲子後援会 高橋　玲子 伊藤　美里 下田市西本郷２－１５－１

髙林おさむ後援会 髙林　修 黒田　明 浜松市東区笠井町４７４

高林たつじ後援会 井上　泰亘 高鳥　憲孝 浜松市東区有玉北町４０３

高村けんじ後援会 勝又　重則 高村　徹 裾野市久根３３２－１

高柳たつや後援会 野田　幸司 磯貝　一吉 湖西市新所６７９－４

滝内ひさお後援会 鈴木　逸雄 滝内　徳子 下田市柿崎２７－１４

瀧本幸夫後援会 丸岡　長生 髙須　俊夫 湖西市白須賀３７６３－４

田口章後援会 鈴木　勝人 生熊　洋之 浜松市西区入野町９８６０－１

田口彰一後援会 遠藤　宏 仁田　昇 田方郡函南町仁田５２３－１

卓穆の会 伴　卓 伴　真希 富士市富士岡５３１－４

田久保まき後援会 田久保　眞紀 岩橋　眞樹 伊東市富戸９０８－６９

竹内ゆう子後援会 竹内　祐子 飯田　理絵子 湖西市新所１６５４－４

竹内豊と浜北未来予想図Ⅰ後援会 竹内　豊 竹内　豊 浜松市浜北区貴布祢１９０－５
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竹内よしのり後援会 伊藤　寿英 大隅　広道 浜松市中区佐鳴台２－２３－２７

竹河十九巳後援会 竹河　十九巳 堤　勝太郎 賀茂郡南伊豆町青野７５０－１

武智浩二後援会 渡邉　甲志 武智　由香 駿東郡長泉町中土狩７５０－５

竹野昇後援会 渥美　公一 藤原　和子 袋井市砂本町２－１０

たけべ隆後援会 竹部　隆 小野田　政弘 熱海市西山町３２－１９ ○

田代こういち後援会 林　武嗣 齋藤　秀和 御殿場市中丸１９１

多田あきら後援会 小林　一男 石神　利真 藤枝市大東町６３０

立石泰広後援会 立石　泰広 立石　明子 袋井市新堀１１２ ○

立林あつし後援会 立林　厚 立林　厚 駿東郡長泉町中土狩６５９－１

田内浩之後援会 田中　泰之 田内　幸子 湖西市鷲津５２６７

田中健後援会 田中　健 田中　良子 富士市岩淵７９１－５ ○

田中大介後援会 田中　大介 杉浦　信寛 掛川市城西２－３－５１

田中てるひこ後援会 菅沼　泰雄 高橋　誠 浜松市中区鴨江２－４６－５

田中てるひこ西和会 田中　照彦 高橋　誠 浜松市中区鴨江２－４６－５ ○

田中秀宝後援会 岩元　正 田中　美代子 熱海市昭和町２１－１

田中正男後援会 土屋　充 内村　千鶴子 伊豆の国市南條８２４－２

田中正美後援会 塚平　育世 中村　允信 田方郡函南町上沢９５１－１４３

田中道源と町政を考える会 田中　道源 山本　和成 賀茂郡松崎町船田３９

田辺のぶひろ後援会 田中　楯夫 土屋　友親 静岡市葵区銭座町３０

谷口しげよ後援会 良知　義廣 谷口　雄一 牧之原市坂口３９６

谷壮一後援会 谷　壮一 谷　純子 伊豆の国市長者原１２４１－７０

谷まさし後援会 木下　康一 外岡　成志 賀茂郡南伊豆町手石９０１

たねも和男後援会 種茂　和男 水野　隆 牧之原市波津４８－１

たむらのりひこ後援会 田村　ヤス男 増田　新太郎 榛原郡吉田町住吉２４７６－４

頼れる沼津 尾藤　正弘 深田　昇 沼津市下香貫宮脇３２３－４

誰もが生きやすい町を作る会 高木　克佳 高木　克佳 駿東郡清水町徳倉３７６－２

丹沢たかひさ後援会 丹澤　卓久 丹澤　彰子 静岡市葵区東鷹匠町２－３１

ち 地域政党市民サポート浜松 馬塚　彩矢香 馬塚　丈司 浜松市南区中田島町１６７２－３

竹伸会 森　竹治郎 石田　久貴 下田市須崎８８６ ○

中東遠政治経済懇話会 渡瀬　典幸 野崎　正蔵 袋井市徳光３８
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  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
中部エネルギーフォーラム静岡 川合　浩三 深水　威臣 静岡市葵区本通２－４－１

中部電力労働組合政治連盟静岡総支部 川合　浩三 深水　威臣 静岡市葵区本通２－４－１

挑戦、沼津市改革！ 加藤　元章 加藤　佳子 沼津市平町２４－４ ○

町民ネットワークこだま 益井　悦郎 中村　孝則 榛原郡川根本町青部５２１

沈久美後援会 沈　久美 沈　久美 三島市栄町１－６

つ つかもと大後援会 飯塚　進 塚本　武子 焼津市中根新田１１５７

辻川公子後援会 辻川　喜久雄 斎藤　恭子 御殿場市二枚橋２２

辻村きみこ後援会 辻村　公子 辻村　昌利 浜松市西区西山町２１７０－１２

辻村たける後援会 辻村　けい子 辻村　正樹 富士宮市上柚野７００－１

津田かずよし後援会 松本　博司 津田　和佳 沼津市沼北町１－６－１１

土田ひろかず後援会 土田　博和 土田　清子 御殿場市川島田１０６５－２ ○

土屋かずゆき後援会 薮田　剛章 佐原　伊佐男 湖西市駅南２－３－２１

土屋きみひさ後援会 土屋　二三士 根上　博 裾野市須山７３

土屋きよたけ後援会 土屋　清武 土屋　辰已 賀茂郡松崎町雲見４７２

土屋たかし後援会 前田　康夫 土屋　利昭 賀茂郡河津町笹原４８－６

土屋昌弘後援会 谷口　正和 仲田　茂 島田市岸町８２０－２

土屋学後援会 土屋　学 土屋　寿雄 田方郡函南町間宮６７４－１

土屋みつゆき後援会 勝又　嶋夫 勝又　末男 御殿場市神山７４６－４６

土屋もとよし後援会 長澤　登 比田井　則昭 伊豆の国市長岡１９７－１

つちやりえと市政を良くする会 土屋　慶史 土屋　昭之 三島市大社町７－５６

堤あすか後援会 斎藤　芳久 堤　一江 沼津市戸田１０３４－２

堤和夫後援会 堤　圭祐 山本　敏嗣 賀茂郡西伊豆町一色１６８－１

堤豊後援会 清水　希一 西尾　政和 賀茂郡西伊豆町仁科１９３４－１

坪井なかじ後援会 猿橋　尚二 大橋　暁典 菊川市平尾１７４

坪内ひでき後援会 坪内　秀樹 坪内　志津枝 駿東郡清水町玉川５７－１

坪地陽介後援会 仲秋　晴央 岡本　憲靖 浜松市中区神田町３５３

つゆき里江子後援会 露木　里江子 露木　学 浜松市南区鶴見町２８８－１

て ＴＫＣ静岡政経研究会 吉田　雄一 青嶋　伸治 静岡市葵区黒金町５９－６

「停滞から成長へ」新たな市政を作る会 村田　悠 勝又　将詞 裾野市千福が丘３－７－１０

手島こうじ後援会 鈴木　博 近藤　正 富士宮市外神東町２１７－６
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手塚よし子後援会 渡邊　眞弓 内山　紀代 浜松市北区都田町７７７２－６０

てらさわ潤を育てる会 生子　隆路 寺澤　潤 静岡市清水区吉川２３４－８

寺田守後援会 鈴木　昌二 寺田　康子 袋井市久能１８１０－１１

寺田幹根後援会 野栗　篤彦 渡辺　正彦 磐田市福田１５００

寺田ゆきひろ後援会 増田　都喜夫 伊藤　英史 掛川市大渕１８６２

電機連合静岡政治活動委員会 伊佐地　豪文 杉本　敏彦 静岡市駿河区南町１１－２２

と 東京電力労働組合政治連盟静岡県支部 平田　有毅 伊東　弘人 沼津市大手町３－７－２５

東部広域連携研究会 豊岡　武士 山本　　俊夫 三島市文教町２－３－１２ ○

とおやましょうご後援会 池端　純弥 遠山　美奈子 浜松市東区下石田町９７１－１

遠山将吾と東区を考える会 遠山　将吾 遠山　美奈子 浜松市東区下石田町９７１－１ ○

戸田誠後援会 大谷　義房 戸田　智香 浜松市北区引佐町栃窪５０７－１

戸塚くにひこ後援会 戸塚　邦彦 戸塚　淑子 磐田市二之宮１４０２

戸塚進也後援会 河合　代悟 落合　完次 掛川市宮脇２－３－１

戸塚てつお後援会 安井　松男 戸塚　哲夫 袋井市富里３４６－１

届けます！あなたの声を！！ 川崎　和子 中條　芳 磐田市富丘２８８－４

外岡宗雄後援会 外岡　宗雄 外岡　宗雄 静岡市清水区元城町５－１１

富田まゆみ後援会 笠原　啓師 富田　寿人 掛川市大坂６９９０

外村あつし後援会 外村　敦史 外村　敦史 静岡市駿河区南町６－７

ともに語るみらい 小池　義治 宮﨑　隆司 静岡市駿河区森下町１－２３

豊岡たけし後援会 足立　馨 山本　俊夫 三島市大宮町２－１４－２０

豊田富士雄後援会 豊田　富士雄 川島　淳 袋井市高尾町１－３

鳥居いくよ後援会 西村　綾子 戸高　順子 富士市横割１－２０－４８

鳥居せつお後援会 鳥居　節夫 中澤　高司 磐田市下万能１５９－４

鳥井のりたか後援会 鳥井　徳孝 鳥井　俊吾 浜松市中区佐藤２－２８－３

とりい康子後援会 鳥居　康子 杉山　京子 伊東市湯川２－２－３ ○

鳥沢富雄後援会 鳥沢　富雄 成瀬　雄二 賀茂郡東伊豆町奈良本１１１４ ○

鳥沢よしかつ後援会 高田　亮一 鳥澤　佳照 裾野市石脇１１８－１

な 内藤たけし後援会 長谷　進 町田　義和 浜松市南区古川町５００

内藤武史政策研究会 内藤　武史 金井　政浩 浜松市南区古川町５００ ○

ながい誠一後援会 早野　利直 川島　輝夫 御殿場市川島田６１６－１２
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永岡こうじ後援会 小野澤　武 永岡　久子 伊豆市八木沢１４５１－１

仲亀きょうへい後援会 仲亀　恭平 仲亀　恭平 富士宮市淀川町３０－６

仲里司後援会 杉山　清志 内田　哲正 賀茂郡河津町湯ケ野１２０

中沢公彦後援会 中澤　公彦 中澤　順子 浜松市東区天王町１５０５－１

中沢そうや後援会 酒井　定 中澤　美井 榛原郡川根本町地名５０８

長沢つとむ後援会 水品　房雄 増田　武司 田方郡函南町間宮８６３－１０

長沢まさし後援会 長沢　正 長沢　貴子 伊東市富戸１００３ ○

中沢通訓後援会 杉山　陽一 三浦　正規 静岡市清水区千歳町７－１８

長島ごう後援会 長島　強 長島　恭子 静岡市葵区北２－３－１９ ○

長島孝後援会 長島　孝 長島　隆子 御前崎市池新田１８７５－４

なかしま宏明後援会 宮脇　一典 中島　克子 御殿場市永塚２１３－３４

長武会 武智　浩二 武智　由香 駿東郡長泉町中土狩７５０－５ ○

中田たかゆき後援会 後藤　勝 中野　光治 榛原郡川根本町東藤川８４６－２

永田たかゆき後援会 永田　隆幸 鈴木　智弘 磐田市篠原４１

中田次城後援会 中田　勝代 大川　治樹 伊東市鎌田２７８－１

中田ひろゆきと未来を創る会 中田　正好 福田　亜蘭 榛原郡吉田町住吉３８６－１９

仲田慶枝後援会 仲田　和正 高木　貴代 賀茂郡西伊豆町仁科１１０－１

なかだ佳正後援会 仲田　紘一 仲田　悦子 伊東市南町２－４－２５

長沼しげお後援会 酒谷　良明 長沼　滋 静岡市駿河区登呂１－１５－５

中根ゆきお後援会 谷口　順造 村松　明 周智郡森町牛飼２４０－１

中野あきら後援会 三谷　正一 中野　智子 榛原郡川根本町崎平２１５

なかの和幸後援会 中野　和幸 中野　美和 浜松市西区馬郡町３８０８ ○

中野健太郎後援会 中野　健太郎 中野　史子 富士宮市黒田２５９－１ ○

長野晋治後援会 長野　晋治 長野　登志江 駿東郡長泉町納米里３７３－８

中野ひろし後援会 中野　博 塩谷　行洋 田方郡函南町肥田７７８

中野弘道後援会 大石　訓永 中野　順二 焼津市駅北２－１１－２１

中野やすこ後援会 荒畑　栄 髙柳　虎夫 牧之原市布引原１８３

中野よしゆき後援会 伊場　留吉 中野　早百合 湖西市新居町新居２２－２

中原朋哉後援会 中原　慎弥 松永　亜矢子 焼津市小土２２６－１３

中原みどり後援会 栗原　規江 酒井　翼 榛原郡川根本町千頭１２１５－１１
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中村敦後援会 井上　利彦 中村　美恵 下田市白浜２０７３－９

中村こうじ後援会 中村　孝治 一杉　拓 駿東郡長泉町下土狩１５１８－１９

中村じゅんや後援会 大島　静明 三枝　利之 裾野市御宿１５００

中村まさし後援会 小野　徹 中村　和代 三島市大場３４２－５

中谷多加二後援会 鈴木　勝彦 太田　泰司郎 浜松市天竜区二俣町二俣１６０３－４４

中山真珠後援会 中山　真珠 小原　洋樹 静岡市清水区長崎１０７１－３

名波かずあき後援会 一木　克美 増田　正弘 牧之原市須々木８１１

名波かずひろ後援会 原田　旭 森　勝典 御前崎市佐倉４９４０－２７

なんばたかし後援会 酒井　公夫 田中　裕己 静岡市葵区両替町２－４－１５

に 西沢和弘後援会 内田　進 白田　行男 菊川市半済１１６４－４

西下あつき後援会 西下　敦基 杉山　重人 菊川市下平川１４７０－１

西島しげき後援会 西島　繁樹 西島　智子 賀茂郡西伊豆町仁科８１４－２５８ ○

西田秀後援会 大川　鉄男 岡田　光正 焼津市栄町６－１３－２３

仁科きよし後援会 山口　千賀志 内田　重利 田方郡函南町柏谷１５３

西原あけみ後援会 西原　明美 西原　明子 藤枝市岡出山１－１５－２０

２１世紀懇話会 田辺　信宏 土屋　友親 静岡市葵区銭座町３０ ○

２１世紀の日本を考える会（明誠会） 鈴木　耕 芹沢　徳治 駿東郡清水町久米田６５－１３

２８歳政治家志望 尾崎　剛司 尾崎　文枝 静岡市葵区沓谷６－２２－６ ○

日本第一党静岡県本部 青山　謙治 青山　謙治 下田市二丁目１３－３１

にとう武司後援会 二藤　武司 二藤　あき子 伊豆の国市奈古谷１７１９

にのみや善明後援会 二ノ宮　祥司 二ノ宮　薫代 裾野市佐野８０７－１

二橋益良後援会 二橋　益良 中川　義洋 湖西市南台４－７－１１２ ○

日本あいさつ党 渡邊　眞太朗 渡邊　眞太朗 富士宮市内野１８３８－５

日本共産党井口大後援会 落合　史裕 植松　信子 富士市厚原２２９７－５４

日本共産党石井みちはる後援会 山本　恭義 松本　偉雄 藤枝市高洲５５－１６

日本共産党岩井良枝後援会 佐々木　悦子 中村　幸 裾野市深良２７０６－２

日本共産党大石いわお後援会 大石　江里子 大石　江里子 榛原郡吉田町住吉２０３

日本共産党岡田進一後援会 山﨑　勝子 宇田川　紀和 沼津市岡宮４０－１４

日本共産党岡本和枝後援会 庄司　恒夫 清田　尚和 裾野市茶畑８５４－３

日本共産党勝川しほこ後援会 川瀬　守弘 鴨川　登 掛川市塩町３－７
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日本共産党桜井洋子後援会 樫山　直巳 四ツ谷　恵 島田市細島６８５－１

日本共産党笹川朝子後援会 鳥居　章 日下田　純子 富士市中野台１－１７－８

日本共産党重岡ひで子後援会 増田　昊司 斉藤　光治 伊東市荻５８１－４７

日本共産党清水すみお後援会 石原　顕雄 石原　顕雄 御前崎市佐倉８３１

日本共産党杉田源太郎後援会 三浦　博美 深見　ふく代 焼津市上小杉８８７－１７２

日本共産党杉本まもる後援会 青野　賢二 河瀬　幸代 静岡市葵区新富町２－１４－１

日本共産党鈴木せつ子後援会 青野　賢二 河瀬　幸代 静岡市葵区新富町２－１４－１

日本共産党髙畑ひろゆき後援会 加藤　宏和 加藤　さち子 駿東郡小山町藤曲３４８－２

日本共産党寺尾昭後援会 青野　賢二 河瀬　幸代 静岡市葵区新富町２－１４－１

日本共産党藤野まもる後援会 山崎　勝治 山崎　勝治 牧之原市東萩間２８９１

日本共産党もりの善広後援会 吉川　日出雄 森野　真美 駿東郡清水町伏見４４２－３

日本共産党矢崎徹夫後援会 森本　善雄 岩井　良枝 裾野市桃園５２－５６

日本共産党山口まさひろ後援会 若林　志津子 山口　元美 富士宮市北山５２８５－１３－５

日本共産党横山隆一後援会 田島　允雄 岡本　雅明 菊川市半済１２１６

日本共産党よつや恵後援会 岡崎　平作 早崎　末浩 島田市細島６８２－４

日本共産党若林しづ子後援会 鈴木　邦明 堀水　利行 富士宮市三園平１２４４

日本神党・大川仁徳 市川　豊 園部　靖子 熱海市昭和町１９－３

日本中小企業政治連盟浜松支部 伊熊　牧治 加藤　正夫 浜松市中区泉２－１－２１

日本の未来を良くする会 杉山　勇人 川村　友則 沼津市東椎路７３－１

日本弁護士政治連盟静岡県支部 洞江　秀 久保田　和之 静岡市葵区追手町１０－８０

日本薬業政治連盟静岡支部 福田　久之 森下　統之 静岡市葵区七間町５－１

日本臨床検査技師連盟静岡県支部 石井　浩崇 羽切　政仁 静岡市駿河区稲川１－１－１５

日本をよくする静岡県民の会 笠原　茂 杉本　幸夫 浜松市中区富塚町１９８５－３

二村れいいち後援会 二村　禮一 二村　あつこ 掛川市浜川新田２１１

ニューアクション静岡 川合　浩三 深水　威臣 静岡市葵区本通２－４－１

ぬ 沼津医師連盟 加藤　公孝 杉山　茂樹 沼津市八幡町８２

沼津市政会 殿岡　正紀 殿岡　訓子 沼津市根古屋４８７－４

沼津都市未来研究会 多家　一彦 服部　勝之 沼津市共栄町１１－８ ○

ね ねづ康広後援会 藤森　昭二 根津　康広 磐田市見付６０２３－１

の 野口なおじ後援会 小川　羊一郎 土屋　忠寛 榛原郡川根本町水川３４６
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野崎正蔵後援会 谷　憲一 米山　四州男 磐田市長森６５

野田てつろう後援会 仁科　和晴 近藤　春義 田方郡函南町柏谷１４２

野田治久後援会 紀平　幸一 野田　葉子 伊豆市柏久保１３９５－２

野村りょう子後援会 野村　諒子 野村　諒子 三島市芙蓉台１－６－１３

野本たかゆき後援会 郷司　義和 野本　匡美 富士宮市万野原新田４１１２－９

のりたけ優貴後援会 則武　優貴 勝又　将詞 裾野市千福が丘２－２０－５

は 榛原医師連盟 石井　英正 赤堀　彰夫 牧之原市静波１６９９－１５

はぎの基行後援会 萩野　基行 萩野　景子 富士市川成島７９７－４ ○

橋本かずみ後援会 橋本　一実 山岸　澄枝 熱海市清水町５－１７ ○

橋本勝弘後援会 橋本　早苗 伊藤　由実 掛川市倉真２３７３

橋本ともひろ後援会 清田　康弘 高橋　弘樹 下田市一丁目２１－２２

はすいけ章平後援会 蓮池　章平 内田　和彦 沼津市大岡１７１９－１ ○

長谷川ひろし後援会 長谷川　浩 長谷川　浩 伊豆の国市古奈１７８－２

長谷川ひろひこ後援会 長谷川　寬彦 渡邉　猪佐男 菊川市西方１２６４－１７ ○

長谷川ゆうじ後援会 稲生　光 三輪　健二 富士市吉原宝町１－１

畑田ひびき後援会 畑田　響 畑田　正明 静岡市駿河区馬渕３－１８－３８－２ ○

波多野靖明後援会 波多野　靖明 波多野　靖明 伊豆市熊坂１２５７－９７

はたのわたる後援会 前島　勤 山本　良広 浜松市中区泉２－２－５０

はっとり正平後援会 武藤　文一 塩崎　洋三 三島市南本町２－２７

はてな会 鈴木　恵 鈴木　実 浜松市東区半田山２－５－１０ ○

花井和夫後援会 小栗　孝 平田　敦士 浜松市東区大瀬町１６２８

はない洋介後援会 花井　洋介 山坂　晋作 浜松市中区葵東１丁目１３－１ ○

花城ひさこ後援会 小笠原　淳 木村　悦子 富士市大淵４８－５０

花堂はるみ後援会 島田　博美 石田　晴美 駿東郡清水町伏見５２３－４

馬場衛後援会 馬場　衛 宮田　一正 湖西市新居町新居３３８０－１４５ ○

浜岡原発廃炉でフクシマをくり返さない安心
な御前崎市をつくる会

村松　晴久 清水　澄夫 御前崎市新野４５５３－２

浜岡たかし後援会 菊池　新 浜岡　孝 下田市二丁目１２－１

浜崎かずき後援会 浜崎　一輝 浜崎　朋美 牧之原市勝俣１２４２－２

浜田修一郎後援会 稲葉　修 濱田　まゆみ 伊東市川奈１２０７－１８

浜田ゆうすけ後援会 浜田　佑介 浜田　のぶ子 静岡市葵区平和２－２９－５３－２ ○
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浜松市医師連盟 滝浪　實 髙平　健一郎 浜松市南区新橋町５１０－１

浜松市薬剤師連盟 品川　彰彦 澤井　康行 浜松市南区増楽町１１３２－４

浜松未来創造研究会 稲葉　大輔 稲葉　知里 浜松市西区舘山寺町３９８ ○

早川いく子後援会 早川　育子 宇佐美　弘 富士市柚木４６０－７ ○

早川清文後援会 石上　和夫 藤田　祐子 静岡市清水区入江南町９－２１

林よしくに後援会 金子　武夫 黒岩　敏 静岡市清水区堀込６３７

林よしひろ後援会 野木　春十四 林　素真子 御殿場市萩原９９２－１１５

はやみまさひろ後援会 深井　満 速水　正弘 菊川市青葉台２－４－１０

原口やすゆき後援会 沖本　登志春 清水　富満男 牧之原市新庄１８－２

原崎ひろかず後援会 原崎　洋一 原崎　洋一 焼津市下小田２２７－１

原信也後援会 原　信也 原　信也 沼津市大手町４－９－２

磐周医師連盟 鈴木　勝之 家田　貴子 袋井市深見１３８－２

ひ 東伊豆岩井茂樹後援会 加藤　昌利 田村　雅彦 賀茂郡東伊豆町稲取６１０－１１

ひがし和子後援会 石川　利司 山﨑　進 菊川市西方４３７７－５

比嘉なつみ静岡県後援会 大松　高 名取　愛一郎 静岡市駿河区曲金３－３－１０

ひきたたかし後援会 曳田　卓 三苫　知未 沼津市柳町４－４９ ○

びとう正弘後援会 石神　大介 尾藤　柴野 沼津市下香貫宮脇３２３－４

ひのした文男後援会 髙野　重喜 臼井　洋一 賀茂郡南伊豆町手石６７３

ひまわり裾野 中西　たか子 勝又　敏江 裾野市桃園１５６－１

兵藤真一後援会 脇田　富雄 神田　邦男 田方郡函南町柏谷１２７７－９２

日吉智後援会 内山　修一 日吉　洋子 田方郡函南町塚本８０－８

日吉雄太後援会 日吉　雄太 日吉　秀清 浜松市浜北区小松４３４６ ○

平井のぼる後援会 平井　登 徳浪　万里 藤枝市滝沢２６９０－３

平井まさき後援会 平井　正樹 平井　真美 静岡市駿河区池田４４８－３

ひらが高成後援会 伊藤　寿勇 松下　桂三 浜松市中区上島２－１３－１７

平川いさむ後援会 加藤　義昭 西村　公男 周智郡森町森１７１７－１

平口ともひこ後援会 平口　朋彦 平口　朋彦 牧之原市波津１６６３－１ ○

平島まさじ後援会 杉山　義幸 佐藤　哲也 静岡市葵区安倍口新田５１９－３

平田直巳後援会 平田　直巳 平田　成実 磐田市豊岡６６０５－４１

平出たかとし後援会 平出　隆敏 後藤　浩志 掛川市掛川１０３５－１５
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平野けん後援会 平野　謙 岩口　達真 沼津市庄栄町１０－１

平野たけこ後援会 平野　岳子 平野　善巳 浜松市浜北区平口２５４０ ○

平野つもる後援会 浅井　哲 平野　妙子 榛原郡吉田町片岡６３１－２２

平松よしのり後援会 斎藤　実 平松　玲於奈 島田市道悦２－２８－２１

ひらま良明後援会 平間　良明 山坂　晋作 浜松市中区葵東１－１３－１ ○

平山佐知子後援会 芹澤　恒吉 宮﨑　隆司 静岡市駿河区森下町１－２３

平山佐知子の会 平山　佐知子 宮﨑　隆司 静岡市駿河区森下町１－２３ ○

廣田直美後援会 廣田　明弘 廣田　明弘 田方郡函南町塚本３８６－４

ふ フォーラム遠江 山内　眞二 山本　佳美 浜松市南区芳川町５８０－１

深澤準弥後援会 岡村　彰夫 山本　稲一 賀茂郡松崎町松崎３７４－１－１

ふかさわまもる後援会 深澤　守 深澤　守 賀茂郡松崎町松崎３２０－２

ふかざわ陽一後援会 西尾　忠久 遠藤　敏郎 静岡市清水区銀座１４－１７

深沢りゅうすけ後援会 早房　明宏 深沢　菜摘 富士宮市星山８４－２

深田のぼる後援会 深田　昇 片石　明弘 沼津市東間門字上中溝５１５

深田百合子後援会 石上　哲夫 増田　三郎 焼津市本町６－８－７

深津やすこ後援会 秋山　和久 菊川　洸一 藤枝市八幡１０１－１－２

福田あきら後援会 勝呂　正和 加藤　宏司 駿東郡長泉町本宿４４１－６

福地けん後援会 角　隆弘 岩澤　京子 静岡市葵区千代田４－１７－４

ふくながけい子後援会 福永　桂子 福永　フォルカ 湖西市利木２５０－１ ○

福本栄一郎後援会 土屋　多恵子 斉藤　登喜夫 賀茂郡松崎町松崎１００－１

福世よしみ後援会 福世　千秋 福世　礼子 榛原郡吉田町住吉２４４６－４

藤井要後援会 藤井　みちこ 藤井　あすか 賀茂郡松崎町那賀８

藤枝みらいの会 山口　剛史 芦原　心一 藤枝市築地４６９－３

藤枝をきりりとする会 北村　正平 加藤　太一郎 藤枝市本町３－１－１１ ○

藤江やすのり後援会 斉藤　尚之 藤江　桂子 三島市徳倉３－１－１６

藤岡まさや後援会 松本　鋼司 松本　いつ乃 焼津市東小川３－６－１３

藤木しんや静岡県後援会 青山　吉和 松本　早巳 静岡市駿河区曲金３－８－１

藤澤恭子後援会 藤澤　恭子 西川　進 掛川市千浜６１４４－１

富士政経研究会 植田　徹 澤山　常清 富士市鷹岡本町１０－２０ ○

藤田いたる後援会 松本　博幸 鈴木　寿文 榛原郡川根本町久野脇１０６９
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藤田かずとし後援会 藤田　和寿 藤田　則子 榛原郡吉田町片岡７５６－２７

藤田哲哉後援会 近藤　高夫 高橋　伊亮 富士市広見東本町１３－３

藤田のりよし後援会 藤森　政勝 藤田　有美 浜松市中区鴨江１－１２－７

藤田まさき後援会 藤田　正喜 藤田　満奈美 浜松市西区雄踏町宇布見４８６０－９

藤曲たかひろ後援会 藤曲　敬宏 高　敬淑 熱海市田原本町６－５ ○

藤本よしお後援会 鈴木　安正 前川　考司 島田市鵜網５６２－２

ふじわら正光後援会 藤原　正光 藤原　三恵子 掛川市横須賀３４６－１

二俣秀明後援会 二俣　秀明 徳本　尚弘 御前崎市合戸２３７８

船山けいこ後援会 船山　栄治 髙橋　利彰 富士宮市黒田２４４－８

古村たかし後援会 丸山　正行 古村　真弓 田方郡函南町丹那１３１２－２１７

古屋えいじ後援会 古屋　鋭治 古屋　鋭治 伊豆の国市田京６４０－５ ○

フレッシュ湖西 川田　文也 飯田　幸生 湖西市大知波１３０８－１

ほ 芳栄の会 望月　芳将 大塚　謙一 富士宮市宮町２－９ ○

宝積の会 中野　弘道 石神　ともえ 焼津市駅北２－１１－２１ ○

邦友会 岩田　邦泰 生熊　洋之 浜松市西区入野町２００３６－８ ○

北遠かやの樹会 中谷　多加二 太田　泰司郎 浜松市天竜区只来１６７４ ○

北豆社（浅田藤二後援会） 植田　延司 内田　真美 伊豆市湯ケ島１３４８

北駿（御殿場・小山）の明日を考える会 勝又　英博 勝又　香代子 御殿場市上小林１１０５－７

星野淨晋後援会 古谷　すみ代 星野　陽子 賀茂郡西伊豆町田子１６３５

細沢さとる後援会 饗場　隣徳 笠井　正樹 富士宮市宮北町２０３

堀内ひろし後援会 堀内　秀美 堀内　浩 駿東郡長泉町下土狩４２９－６ ○

ほりえ和雄後援会 堀江　和雄 堀江　伸子 三島市東大場１－１６－４ ○

堀きみひろ後援会 堀　公弘 須賀　大輔 沼津市原６２１－１２

堀つとむ後援会 杉山　克志 堀　平一朗 静岡市清水区駒越南町１－２７

本多じょうじ後援会 勝又　博道 本多　エリザ
ベート

御殿場市萩原５４９－１１

本間あきお後援会 本間　昭男 石川　恵美 磐田市野箱２７１

本間雄次郎後援会 本間　雄次郎 杉山　陽介 三島市長伏５９４－１３

ま 牧田ひろゆき後援会 望月　晴男 松田　好太郎 静岡市清水区尾羽３４１

まきた昌代後援会 蒔田　稔 益田　弘実 榛原郡吉田町神戸３７８－１３

牧野たかお後援会 柳川　忠廣 渡邊　恵美 島田市金谷根岸町９７－３
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牧野まさし後援会 牧野　正史 牧野　美佐 静岡市駿河区小鹿７１６－６

真心一番の会 阿久根　真一 長濱　豊 御殿場市保土沢６５２ ○

まごめ正明後援会 馬籠　正明 馬籠　健児 田方郡函南町平井１７３３－６２７ ○

正木せいじ後援会 正木　誠司 正木　真岐子 賀茂郡河津町見高１２６９－９８

増井よしのり後援会 増井　好典 青木　徹 焼津市田尻７９３

増田克彦後援会 内藤　忠男 高島　裕保 藤枝市瀬戸新屋１３１

増田たかひろ後援会 増田　享大 鈴木　正人 掛川市弥生町１９６ ○

増田たけし後援会 増田　剛士 増田　博子 榛原郡吉田町片岡１６１２－１

増田まさのぶ後援会 川口　弘 増田　五男 御前崎市白羽５３６６－１３

増田恭子後援会 増田　恭子 平田　郁美 周智郡森町城下３９０

増田ゆうじ後援会 増田　正則 増田　賢治 裾野市深良２３３９－１

ますだよしみつ後援会 増田　祥光 増田　祥光 藤枝市本町１－５－１１

松井康男後援会 松井　康男 松井　恵子 浜松市南区本郷町１３１５－９

松浦しゅんすけ後援会 髙林　良弘 松浦　恵 駿東郡清水町長沢３０６－６

松浦まさみ後援会 松浦　敬喜 柴田　隆義 掛川市五明９８

馬塚彩矢香後援会 藤森　篤 鳥山　甲子 浜松市南区中田島町１６７２－３

松木正一郎後援会 野崎　完 松木　和子 下田市三丁目１６－８

松下さだひろ後援会 松下　定弘 松下　全代 牧之原市波津１１７３－１ ○

松下尚美後援会 原　健二 中野　孝一 静岡市葵区春日２－３－２２

松下正行後援会 松下　正行 松下　栄子 浜松市西区志都呂町１４１７－７ ○

松島和久後援会 伊東　節義 松島　幹子 焼津市八楠４－２２－１５

松田貴宏後援会 松田　貴宏 松田　吉広 賀茂郡西伊豆町宇久須１１８０－１

松田よしつぐ後援会 鈴木　亮 平出　利之 三島市日ノ出町３－６

松永たかお後援会 松永　孝男 伊藤　光嗣 富士宮市山宮１１３１－２ ○

松野まさひろ後援会 久保　順裕 齋藤　裕光 磐田市新貝２５００

松野まさひろと語ろう会 松野　正比呂 齋藤　裕光 磐田市新貝２５００ ○

松本和信後援会 嶋田　初江 浅井　嘉子 浜松市南区西町４０７－２

松本均後援会 谷　雅雄 佐々木　浩二 掛川市掛川１１１－１

松本正幸後援会 久島　清 池田　健一 菊川市嶺田１４０

松本やすお後援会 松本　昌代 袴田　洋司 浜松市中区和合北２－１２－１２
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まつや清を応援する会 榎本　信雄 下村　大和 静岡市葵区鷹匠３－３－１

まつや清にカンパする会 松谷　清 下村　大和 静岡市葵区鷹匠３－３－１ ○

間野みどり後援会 原　京 鈴木　茂樹 伊豆市修善寺７８０－２

ママもパパも医療費無料の会代表近藤正
文

近藤　正文 近藤　薫 三島市本町８－１

丸井みちはる後援会 河合　守次 丸井　よう子 浜松市南区頭陀寺町３２１－１０

丸井通晴政経研究会 丸井　通晴 鈴木　浩 浜松市南区頭蛇寺町３２１－１０ ○

丸尾忠と未来を考える会 赤堀　吉央 松下　之彦 御前崎市池新田３５７５

まる英之後援会 丸　英之 丸　朋子 浜松市中区元浜町２６５－４ ○

丸山しゅん後援会 丸山　洵 丸山　可奈 浜松市東区有玉南町１７４７－１

み 三上元後援会 戸谷　裕子 村松　隼次 湖西市新所５９５７－８

三島市医師連盟 池田　裕介 山口　晶久 三島市南本町４－３１

三島の３０年後を考える志民の会 石井　邦夫 石井　弘美 三島市中田町１０－２９

水口淳後援会 水口　左恵子 水口　幸雄 沼津市戸田１０８７－２

水野貞幸後援会 佐藤　清宣 水野　文枝 菊川市下平川１４２２－１

溝下一夫後援会 原田　昌彦 児玉　久司 島田市川根町笹間渡３１０

三田忠男後援会 三田　忠男 三田　泰枝 伊豆市上白岩５９０

みとみ美代子後援会 三富　美代子 三富　広貴 裾野市石脇４０９－１ ○

緑と暮らしの会議 杉尾　利治 田村　明三 伊豆の国市南江間１１１７－５

緑の党グリーンズジャパン静岡県本部 松谷　清 長倉　正昭 静岡市葵区鷹匠３－３－１

みね岡しんご後援会 嶺岡　慎悟 嶺岡　美穂 掛川市上土方嶺向１０１０－２

峰静雄後援会 峯　静雄 井藤　寿美 賀茂郡河津町峰５２０－１

宮城島ふみと後援会 高橋　信由 宮城島　秀人 静岡市清水区三保１０８－１

みやぎのぶよ後援会 宮城　展代 宮城　みどり 静岡市駿河区新川１－１３－１５

宮城やすし後援会 増田　定之 福澤　由喜子 菊川市古谷６８０－６７

宮口よしたか後援会 日吉　良次 志村　満 駿東郡長泉町下土狩１２８６－３０

宮崎けいじ後援会 相馬　圭一 宮崎　啓次 賀茂郡河津町笹原８５－８

宮崎まさお静岡県後援会 大石　好昭 水野　正之 牧之原市東萩間１２４１

宮崎まさしげ後援会 宮﨑　雅薫 宮崎　明子 伊東市川奈１１８３－１０３ ○

宮沢けいすけ後援会 宮澤　圭輔 飯塚　久美子 静岡市駿河区大谷３７００－５ ○

宮澤博行晃援会 安間　宏保 藤谷　洋平 磐田市見付５７３８－１３

-43-



  その他の政治団体

50音 政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 資管
宮沢正美後援会 碓井　宏政 宮沢　正勝 三島市南本町１４－１５

宮下知朗後援会 村瀬　純一 内田　圭介 三島市４８４５

みやた和彦後援会 宮田　和彦 宮田　久美 賀茂郡南伊豆町湊１６９８－２

みやもと周司を励ます静岡県の会 前澤　侑 窪田　賢一 田方郡函南町大土肥２４１

みよし陽子後援会 髙梨　誠 堀内　清彦 伊豆の国市御門３５４－７

未来都市構想研究会 渡辺　周 山田　昌彦 沼津市末広町５４ ○

未来へはばたく会 長澤　雄介 上原　敬浩 浜松市中区曳馬３－７－９

未来を拓く会 小川　卓也 工藤　宣佳 伊東市湯川１－６－２

三輪みゆき後援会 松浦　しをり 三輪　一弥 榛原郡吉田町住吉５０００－２

みんなでつくる“明日の函南”創造会議 廣田　明弘 廣田　直美 田方郡函南町塚本３８６－４

む ムサシ会 太田　康隆 太田　康隆 浜松市浜北区道本２３９ ○

虫生ときひこ後援会 安藤　和敏 内野　茂 磐田市見付３５００

村井かつひこ後援会 大原　一平 中野　均 袋井市広岡１９６２－１

村木おさむ後援会 冨岡　眞太郎 西尾　清 賀茂郡東伊豆町稲取４１５

むらき豊後援会 村木　豊 村木　理恵 沼津市大岡２２９１－１７

村瀬ひとし後援会 黒田　衛 黒田　礼子 富士宮市大宮町１９－８

村田こういち後援会 村田　耕一 村田　　千枝子 三島市富士ビレッジ１９－１５ ○

村田ちづ子後援会 塚本　靖 村田　恵司 島田市横井４－１５－３４

村田はるかぜ後援会 田中　保夫 村田　悠 裾野市千福が丘３－７－１０

村田ひろひで後援会 村田　喜美江 村田　喜美江 牧之原市細江３０５４

村田正春後援会 杉本　睦 畑　昇 焼津市下江留１３９７－１

村松かずゆき後援会 村松　葵 小林　和雄 袋井市堀越２－１０－１

村松たかし後援会 村松　尚 村松　ため子 袋井市堀越１１７７－２

村松幸昌後援会 下村　勝彦 村松　真太郎 焼津市本町２－１－４

村山けんぞう後援会 村山　憲三 村山　京子 熱海市中央町４－１３ ○

室伏たつひこ後援会 室伏　弘行 加藤　直 駿東郡小山町小山３３９－２３

室伏つとむ後援会 小野　智弘 杉山　秀樹 駿東郡小山町生土４７４

め めぐみ応援・浜松市政向上委員会 佐藤　とよ子 鈴木　実 浜松市東区半田山２－５－１０

ＭＥＬＯＮ静岡社会活動委員会 曽根田　太 髙井　浩明 静岡市駿河区小鹿３－１８－１

も 望月香世子後援会 望月　香世子 鈴木　利典 静岡市清水区辻１－９－３
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望月徹後援会 望月　徹 望月　徹 富士市南松野２０１１－５

望月俊明後援会 神澤　秀敏 望月　隆秀 静岡市清水区由比阿曽１７０

望月のぼる後援会 望月　昇 市川　通義 富士市今泉７－８－３ ○

望月のりお後援会 佐野　弘尚 石川　真利 富士宮市長貫８７７

望月芳将後援会 望月　芳将 清　善計 富士宮市宮町２－９

森下しげる後援会 森下　茂 森下　淳子 伊豆の国市宗光寺６４９－３７ ○

もり純一郎後援会 平山　哲 青木　太郎 榛原郡吉田町神戸２４０３

森しんいち後援会 久門　栄太郎 長屋　正 島田市本通６－７８５８－５

森田かねきよ後援会 杉山　恭平 野田　真太郎 熱海市銀座町７－８

森竹治郎後援会 伊藤　秀利 石田　久貴 下田市須崎８８６

森田けんじ後援会 森田　賢児 黒田　義郎 浜松市中区中島４－７－７ ○

盛月ひろみ後援会 盛月　寿美 谷　卓宜 静岡市清水区淡島町９－１２ ○

森延彦後援会 田神　耕一 谷戸　栄 田方郡函南町桑原１０８２

諸田ひろゆき後援会（洋夢会） 諸田　洋之 諸田　久乃 焼津市西焼津２３－１３ ○

や 焼津からはじめよう 大川　鉄男 岡田　光正 焼津市栄町６－１３－２３

焼津市医師連盟 堀尾　惠三 石川　英也 焼津市西小川５－６－３

八木もとゆき後援会 伊奈　昌孝 小澤　幸治 伊豆の国市北江間３０９

八木よしひろ後援会 大場　利貞 八木　浩代 磐田市見付１９２５－１

安田あきら後援会 服部　克己 落合　政憲 掛川市長谷２－２６－１

やすたけ克好後援会 藁科　公介 安竹　洋子 焼津市保福島３６９－２

安竹信男後援会 田畑　清 神山　るみこ 静岡市葵区田代５２６

安竹信男を育てる会 安竹　信男 安竹　正一 静岡市葵区田代５２６ ○

安田三津子後援会 安田　三津子 安田　三津子 駿東郡長泉町下土狩１３３－８

矢田部邦夫後援会 矢田部　邦夫 土屋　秀明 下田市河内６４８－５

柳川樹一郎後援会 藤田　明男 持塚　幹晴 浜松市南区三島町６７２－３

栁澤重夫後援会 栁澤　重夫 増田　幹夫 御前崎市佐倉３３８１－２

やぶざき正幸後援会 薮﨑　正幸 ティムチャック　
淳子

藤枝市岡部町桂島１１３１

やぶた宏行後援会 藪田　宏行 柏原　秀紀 御前崎市御前崎１１９－４０ ○

山内ひとし後援会 柴田　彰 鈴木　末起子 榛原郡吉田町神戸１７７４－１

山川ともき後援会 増田　淳 山川　志のぶ 藤枝市岡出山１－６－２３
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山口たかこ後援会 山口　貴子 柴田　三智子 伊豆の国市古奈４１２－３

山口展徳後援会 山口　敏睦 山口　敏睦 沼津市戸田１５７８－７

山口よしあき後援会 山口　嘉昭 山口　真裕美 伊東市松川町５－３１ ○

山﨑しんのすけ後援会 山﨑　真之輔 田中　照彦 浜松市中区領家１－１１－２１ ○

山崎とし子後援会 山崎　とし子 山崎　利樹 浜松市東区有玉台２－４０－３８ ○

山崎ひでかず後援会 山崎　秀和 河口　俊 静岡市駿河区中島２８６２－３ ○

山下いづみ後援会 北島　千栄美 山下　欣枝 富士市今泉８－１３－１１

山下おさむ後援会 山下　修 曽根　秀夫 菊川市河東４８４８

山下こうき政策研究会 山下　洸棋 山下　怜美 静岡市駿河区稲川１－３－３ ○

山下千賀子後援会 山下　恭史 山下　庸善 磐田市敷地５０８

山下ふみこ後援会 山下　富美子 山下　誠次 沼津市大岡１５５６－２

山下まさゆき後援会 矢田　長春 山下　捷雄 伊豆の国市韮山土手和田２３

山田厚司後援会 古屋　明久 浅見　雅彦 賀茂郡西伊豆町宇久須４７１－１

山田貴子後援会 山本　利之 山田　敏明 袋井市下山梨２０６５－３

山田としお静岡県後援会 青山　吉和 松本　早巳 静岡市駿河区曲金３－８－１

山田はるお後援会 上原　通子 澤田　英之 熱海市清水町１５－１５

山田ひろし後援会 山田　浩司 宮石　慎治 掛川市下俣南１－４－８

山田宏静岡県後援会 大松　高 名取　愛一郎 静岡市駿河区曲金３－３－１０

山田まこと後援会 小澤　喜一 山田　文代 静岡市葵区安東３－８－３５

山と町交流会 岡野　豊一 青島　祥介 静岡市葵区安東３－１－１８

山梨わたる後援会 山梨　渉 山梨　美智子 静岡市清水区興津中町１３５６－２５ ○

山根たづ子後援会 寺門　邦治 實石　三紀 静岡市清水区蒲原中６１５－１

やまね一後援会 山根　一 山根　仁志 藤枝市平島６６５－３１

山本あきひこ後援会 山本　彰彦 西島　弘訓 静岡市葵区平和２－２４－１４ ○

山本あきひこ後援会 織田　義彦 藤田　秀子 伊豆の国市寺家１３１－６

山本たかお後援会 沖　泰幸 山本　美穂子 島田市金谷栄町３４７－９０

山本たかし後援会 山本　貴史 藤井　邦彦 袋井市田町２－６－６ ○

山本たかひさ後援会 山本　隆久 藤田　理恵 浜松市南区芳川町７９０

山本のぶゆき後援会 山本　信行 山梨　文男 藤枝市築地１－６－４ ○

山本信之後援会 中村　仁 森下　徳男 榛原郡川根本町元藤川６５２－１
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山本ひろし後援会 山下　一生 山本　涼子 菊川市堀之内１４２３

山本ひろやす後援会 石原　廣吉 眞田　謹吾 駿東郡清水町堂庭６１－１２

山本ふみひろ後援会 香泉　秀典 山本　文博 駿東郡清水町堂庭１６２

山本まさき後援会 山本　直人 山本　京子 静岡市清水区押切１７１１

山本ゆうぞう後援会 鈴木　克征 増田　豊 掛川市中央２－１６－６

山本ゆきお後援会 山本　行男 山本　康子 掛川市安養寺３－１ ○

ゆ ゆい和行後援会 杉山　静一 油井　真里奈 藤枝市駅前１－５－２４

有徳会 井上　勝次 望月　治寿 富士宮市宝町８－３

悠和会 和久田　哲男 和久田　ゆり子 浜松市西区大久保６１４０ ○

ゆうわの森２１ 繁田　和三 秋田　恭秀 静岡市葵区牛妻３３５－１ ○

弓場重明後援会 弓場　重明 杉山　貢 三島市光ケ丘２－１９－１４ ○

夢あるしずおか創造会議 川勝　平太 林　芳久仁 静岡市清水区堀込６３７ ○

夢ある裾野をつくる会 高村　勝己 高村　徹 裾野市久根３３２－１

よ 横田川まさと後援会 横田川　秀美 山田　和子 島田市神座２５６４－５２３

横山かおり後援会 河合　晃 清水　幹郎 島田市大柳１７－４

横山まさと後援会 佐藤　晴 杉本　政博 三島市梅名５４９－１

横山正文後援会 横山　正文 横山　正文 菊川市下平川１３６３－１

吉川たかゆき後援会 吉川　隆之 吉川　智子 富士市中島３５２

吉川たける後援会 吉川　赳 大塚　謙一 富士市横割本町１６－１

吉川たける裾野後援会 杉本　和男 吉岡　隆夫 裾野市佐野１０７２－１

吉筋けいじ後援会 朝田　秀之 吉筋　久美子 周智郡森町葛布４３６

吉田建二後援会 稲橋　正富 野末　信夫 湖西市吉美３０１３－１

吉田昇一後援会 吉田　昇一 吉田　祐司 焼津市利右衛門２４５５ ○

吉田女子会リボン 大塚　邦子 蒔田　昌代 榛原郡吉田町川尻８７７－２

四本やすひさ後援会 四本　康久 佐野　鈴夫 富士宮市北町１３－３ ○

米山さとし後援会 米山　智 米山　智 駿東郡長泉町上土狩４１１

米山たかのり後援会 諏訪部　富雄 米山　勝 富士市三ッ沢４５９－１

米山ちはる後援会 米山　正 柳澤　光芳 駿東郡小山町須走１７－３９

米山のりお後援会 三浦　泰二 米山　芳彦 伊豆の国市韮山山木６６８－２

米山秀夫後援会 米山　秀夫 船田　明史 熱海市紅葉ガ丘町１１－１１ ○
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よりしげ秀一後援会 長岡　重弘 大橋　裕之 沼津市西沢田８２７－１

ら らち淳行後援会 松村　友吉 良知　辰雄 焼津市一色４８８

良知駿一後援会 良知　駿一 良知　正規 浜松市北区細江町中川７１７２－７０５ ○

り 利桃会 鈴木　利幸 鈴木　規夫 浜松市北区初生町１６２ ○

良政会 竹内　良訓 大隅　広道 浜松市中区佐鳴台２－２３－２７ ○

林芳会 林　芳久仁 石原　宏晃 静岡市清水区北脇５００ ○

れ 霊峰政魂塾 芹澤　利達 宮澤　康浩 沼津市高島町２２－１５

連合静岡政治連盟 松浦　信司 坂本　義樹 静岡市駿河区南町１１－２２

ろ 朗翔会 宮下　知朗 内田　圭介 三島市沢地９１－７ ○

わ 若林とおる後援会 二宮　保幸 杉山　慶次 駿東郡長泉町竹原２－２

若林洋平後援会 鈴木　雄一郎 長田　好一 御殿場市二の岡１－４－８

和久田てつお後援会 和久田　哲男 和久田　ゆり子 浜松市西区大久保町６１４０

わしやまのりよ後援会 細野　忠義 鷲山　ひさよ 掛川市葛川２６

わし山喜久後援会 細野　忠義 鷲山　ヒサヨ 掛川市葛川２６

わらしなやすゆき後援会 藁科　寧之 山下　博 焼津市上泉１６７ ○

わたせ典幸後援会 鈴木　良伸 鈴木　豊 袋井市袋井３４６

和田とくお後援会 勝又　嶋夫 和田　かおる 御殿場市中畑１５０３－２３

渡辺えつろう後援会 渡辺　悦郎 渡辺　美佐江 駿東郡小山町須走９５－１４９

渡辺おさむ後援会 渡辺　修 渡辺　結香子 菊川市棚草１１２９－１

渡辺かずとよ後援会 渡辺　和豊 渡辺　憲治 駿東郡清水町徳倉１８４６－１

渡部かずふみ後援会 渡邊　稔 山田　三保 沼津市宮本１４０

渡部かずふみと愛鷹を考える会 大島　正義 鈴木　繁 沼津市東原４２２－５

渡辺周後援会 栗田　省吾 渡辺　弘子 沼津市末広町５４

渡辺てつ後援会 渡邉　哲 酒井　貴美子 賀茂郡南伊豆町上賀茂２６１－１

渡辺てるし後援会 江口　始 酒井　清壹 下田市大賀茂５９４－１

渡辺久次後援会 柴田　正美 鳥羽　朝子 掛川市小貫１３０－３

渡辺ひろお後援会 内田　祥三 渡邉　博夫 沼津市岡一色２５１－１

わたなべ弘後援会 飯田　正臣 飯田　博文 賀茂郡河津町谷津２１２

渡辺まさあき後援会 平川　清志 平川　信彦 賀茂郡河津町大鍋２９２－６

渡辺よしまさ後援会 渡辺　佳正 渡辺　佳代子 富士宮市内野５１－２
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藁科秀基後援会 山田　博喜 鈴木　広子 焼津市小川新町３－７－３１
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