
No 選挙区名 候補予定者⽒名 No 選挙区名 候補予定者⽒名
1  北海道1区 道下 ⼤樹 46  東京1区 海江⽥ 万⾥
2  北海道4区 本多 平直 47  東京2区 松尾 明弘
3  北海道5区 池⽥ 真紀 48  東京4区 井⼾ 正枝
4  北海道9区 ⼭岡 達丸 49  東京5区 ⼿塚 仁雄
5  北海道10区 神⾕ 裕 50  東京8区 吉⽥ 晴美
6  北海道12区 ⽔上 美華 51  東京10区 鈴⽊ 庸介
7  ⻘森3区 ⼯藤 武司 52  東京11区 前⽥ 順⼀郎
8  ⻘森4区 ⼭内 崇 53  東京13区 北條 智彦
9  岩⼿2区 畑 浩治 54  東京14区 清⽔ 啓史
10  宮城3区 ⼀條 芳弘 55  東京17区 伊藤 正樹
11  宮城4区 坂東 毅彦 56  東京19区 末松 義規
12  秋⽥2区 緑川 貴⼠ 57  東京20区 ⽵⽥ 光明
13  ⼭形1区 荒井 寛 58  東京22区 ⼭花 郁夫
14  福島2区 岡部 光規 59  東京23区 櫛渕 万⾥
15  茨城2区 ⽯津 政雄 60  東京24区 ⾼橋 ⻫久
16  茨城3区 安部 ⼀真 61  東京25区 ⼭下 容⼦
17  茨城5区 浅野 哲 62  新潟6区 梅⾕ 守
18  茨城6区 ⻘⼭ ⼤⼈ 63  富⼭1区 今井 基之
19  栃⽊1区 柏倉 祐司 64  ⽯川1区 ⽥中 美絵⼦
20  栃⽊4区 藤岡 隆雄 65  ⽯川3区 近藤 和也
21  群⾺3区 ⻑⾕川 嘉⼀ 66  福井2区 齋⽊ 武志
22  群⾺4区 不破 弘樹 67  ⻑野2区 下条 みつ
23  埼⽟2区 菅 克⼰ 68  ⻑野3区 寺島 義幸
24  埼⽟3区 ⼭川 百合⼦ 69  ⻑野5区 中嶋 康介
25  埼⽟4区 吉⽥ 芳朝 70  岐⾩1区 吉⽥ ⾥江
26  埼⽟8区 ⼩野塚 勝俊 71  岐⾩5区 阿知波 吉信
27  埼⽟9区 杉村 慎治 72  静岡1区 福村 隆
28  埼⽟12区 森⽥ 俊和 73  静岡2区 松尾 勉
29  埼⽟13区 三⾓ 創太 74  静岡4区 ⽥中 健
30  埼⽟15区 ⾼⼭ 智司 75  静岡8区 源⾺ 謙太郎
31  千葉2区 樋⼝ 博康 76  愛知1区 吉⽥ 統彦
32  千葉5区 村越 祐⺠ 77  愛知6区 森本 和義
33  千葉6区 ⽣⽅ 幸夫 78  愛知10区 安井 美沙⼦
34  千葉7区 ⽯塚 貞通 79  愛知15区 関 健⼀郎
35  千葉10区 ⾕⽥川 元 80  三重4区 阪⼝ 直⼈
36  千葉11区 多ヶ⾕ 亮 81  三重5区 藤⽥ ⼤助
37  千葉13区 宮川 伸 82  滋賀3区 ⼩川 泰江
38  神奈川2区 岡本 英⼦ 83  滋賀4区 徳永 久志
39  神奈川3区 勝⼜ 恒⼀郎 84  ⼤阪1区 村上 賀厚
40  神奈川4区 早稲⽥ ⼣季 85  ⼤阪2区 尾辻 かな⼦
41  神奈川7区 中⾕ ⼀⾺ 86  ⼤阪4区 吉⽥ 治
42  神奈川10区 市川 佳⼦ 87  ⼤阪5区 ⻑尾 秀樹
43  神奈川13区 太 栄志 88  ⼤阪7区 乃⽊ 涼介
44  神奈川18区 三村 和也 89  ⼤阪8区 松井 博史
45  ⼭梨2区 ⼩林 弘幸 90  ⼤阪9区 森村 廣
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91  ⼤阪13区 姜 英紀
92  ⼤阪16区 森⼭ 浩⾏
93  ⼤阪18区 川⼾ 康嗣
94  ⼤阪19区 ⻑安 豊
95  兵庫2区 舩川 治郎
96  兵庫3区 横畑 和幸
97  兵庫4区 佐藤 泰樹
98  兵庫5区 梶原 康弘
99  兵庫6区 櫻井 周
100  兵庫7区 畠中 光成
101  兵庫12区 池畑 浩太朗
102  和歌⼭2区 坂⽥ 隆徳
103  ⿃取2区 湯原 俊⼆
104  島根1区 ⻲井 亜紀⼦
105  岡⼭5区 加藤 ⾼明
106  広島2区 松本 ⼤輔
107  広島3区 塩村 ⽂夏
108  広島4区 恵⾶須 圭⼆
109  広島7区 佐藤 広典
110  ⼭⼝1区 ⼤内 ⼀也
111  徳島1区 仁⽊ 博⽂
112  愛媛1区 富永 喜代
113  愛媛3区 ⽩⽯ 洋⼀
114  ⾼知1区 ⼤⽯ 宗
115  ⾼知2区 広⽥ ⼀
116  福岡1区 ⼭本 剛正
117  福岡2区 稲富 修⼆
118  福岡3区 ⼭内 康⼀
119  福岡5区 楠⽥ ⼤蔵
120  福岡6区 新井 富美⼦
121  福岡7区 原 圭助
122  福岡10区 城井 崇
123  ⻑崎4区 宮島 ⼤典
124  熊本3区 森本 康仁
125  熊本5区 ⽮上 雅義
126  宮崎2区 富井 寿⼀
127  ⿅児島1区 川内 博史
128  北関東 並⽊ 正芳
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