
2020年・2021年代議員選挙 被選挙権の無い方

姓 名 姓 (カナ) 名 (カナ) 支部 専門分野

1 久下 周佐 クゲ シユウスケ 東北 薬

2 本橋 ほづみ モトハシ ホヅミ 東北 医・歯

1 石井 直仁 イシイ ナオヒト 関東 医・歯

2 礒田 博子 イソダ ヒロコ 関東 農業・工

3 遠藤 仁司 エンドウ ヒトシ 関東 医・歯

4 岡田 尚巳 オカダ タカシ 関東 医・歯

5 小川 温子 オガワ ハルコ 関東 理

6 片桐 岳信 カタギリ タケノブ 関東 医・歯

7 金子 希代子 カネコ キヨコ 関東 薬

8 小嶋 聡一 コジマ ソウイチ 関東 理

9 齊藤 玉緒 サイトウ タマオ 関東 理

10 坂根 郁夫 サカネ フミオ 関東 理

11 嶋田 淳子 シマダ ジユンコ 関東 医・歯

12 清水 敏之 シミズ トシユキ 関東 薬

13 高橋 良哉 タカハシ リョウヤ 関東 薬

14 高柳 広 タカヤナギ ヒロシ 関東 医・歯

15 仁科 博史 ニシナ ヒロシ 関東 薬

16 八谷 如美 ハチヤ ナオミ 関東 理

17 久堀 徹 ヒサボリ トオル 関東 理

18 藤原 葉子 フジワラ ヨウコ 関東 農業・工

19 宮澤 恵二 ミヤザワ ケイジ 関東 薬

20 吉田 清嗣 ヨシダ キヨツグ 関東 医・歯

1 藤井 豊 フジイ ユタカ 北陸 薬

1 緒方 正人 オガタ マサト 中部 医・歯

2 奥村 克純 オクムラ カツズミ 中部 農業・工

3 沢村 達也 サワムラ タツヤ 中部 医・歯

4 長岡 仁 ナガオカ ヒトシ 中部 医・歯

5 橋本 博 ハシモト ヒロシ 中部 薬

6 服部 光治 ハツトリ ミツハル 中部 薬

7 藤澤 哲郎 フジサワ テツロウ 中部 理

8 山田 修平 ヤマダ シユウヘイ 中部 薬

1 磯部 直彦 イソベ ナオヒコ 近畿 農業・工

2 伊藤 俊樹 イトウ トシキ 近畿 理

3 伊東 広 イトウ ヒロシ 近畿 薬

4 岩橋 秀夫 イワハシ ヒデオ 近畿 医・歯

5 植田 和光 ウエダ カズミツ 近畿 農業・工

6 老川 典夫 オイカワ タダオ 近畿 農業・工

7 北川 裕之 キタガワ ヒロシ 近畿 薬

8 栗原 達夫 クリハラ タツオ 近畿 農業・工

9 小亀 浩市 コカメ コウイチ 近畿 理

10 後藤 祐児 ゴトウ ユウジ 近畿 理

11 小林 拓也 コバヤシ タクヤ 近畿 医・歯

12 匂坂 敏朗 サキサカ トシアキ 近畿 医・歯

13 茂里 康 シゲリ ヤスシ 近畿 理

14 嶌田 雅光 シマダ マサミツ 近畿 農業・工

15 白井 康仁 シライ ヤスヒト 近畿 理

16 高尾 敏文 タカオ トシフミ 近畿 理

17 高木 博史 タカギ ヒロシ 近畿 農業・工

18 高橋 悟 タカハシ サトル 近畿 薬

19 土井 健史 ドイ タケフミ 近畿 薬

20 西澤 幹雄 ニシザワ ミキオ 近畿 医・歯

21 萩原 正敏 ハギワラ マサトシ 近畿 医・歯

22 南野 直人 ミナミノ ナオト 近畿 理

23 三原 久明 ミハラ ヒサアキ 近畿 農業・工

24 三善 英知 ミヨシ エイジ 近畿 医・歯

25 森 泰生 モリ ヤスオ 近畿 医・歯

26 吉森 保 ヨシモリ タモツ 近畿 医・歯

27 渡辺 恭良 ワタナベ ヤスヨシ 近畿 医・歯

1 石堂 一巳 イシドウ カズミ 中・四国 医・歯

2 稲垣 賢二 イナガキ ケンジ 中・四国 農業・工

3 井上 幸江 イノウエ サチエ 中・四国 医・歯

4 澤崎 達也 サワサキ タツヤ 中・四国 理

5 本家 孝一 ホンケ コウイチ 中・四国 医・歯

6 松浦 達也 マツウラ タツヤ 中・四国 医・歯

7 水上 洋一 ミズカミ ヨウイチ 中・四国 医・歯

1 榊原 陽一 サカキバラ ヨウイチ 九州 農業・工
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