
政治団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者氏名 会計責任者氏名
資金管理

団体指定有
国会議員

関係該当有

1 神奈川維新の会
神奈川県横浜市中区港町２－９　関内駅前第二ビル　
２階Ｅ号室

金村　龍那 上垣　敬祐 ―

2 公明党厚木総支部 神奈川県厚木市山際１０２０－４ 川口　仁 遠藤　浩一 ―

3 公明党小田原総支部 神奈川県小田原市東町１－９－１６ 奥山　孝二郎 伊藤　奈穂子 ―

4 公明党神奈川県本部
神奈川県横浜市中区山下町７４－１　（大和地所ビ
ル１１Ｆ）

三浦　信祐 谷口　和史 ―

5 公明党鎌倉総支部 神奈川県鎌倉市城廻２８３－５６ 大石　和久 納所　輝次 ―

6 公明党川崎総支部 神奈川県川崎市麻生区細山３―１４―６ 花輪　孝一 川島　雅裕 ―

7 公明党座海綾総支部 神奈川県座間市相模が丘４－７２－６ 上沢　本尚 戸澤　幸雄 ―

8 公明党相模原総支部 神奈川県相模原市中央区相模原４－５－１１ 佐々木　正行 後田　博美 ―

9 公明党参議院神奈川選挙区第３総支部
神奈川県横浜市中区長者町５―４８―２　トロー
ヂャンビル３０３号室

三浦　信祐 山本　大三郎 ― ○

10 公明党参議院神奈川選挙区第２総支部
神奈川県横浜市中区海岸通４－２２　関内カサハラ
ビル３０１号

山口　さやか 長岡　光明 ― ○

11 公明党茅ヶ崎総支部 神奈川県高座郡寒川町倉見１７４０－８ 関口　光男 山﨑　広子 ―

12 公明党西横浜総支部 神奈川県横浜市旭区今宿町２５６１－２０ 小野寺　慎一郎 斉藤　伸一 ―

13 公明党秦野伊勢原総支部 神奈川県秦野市曽屋５３８９－２ 横山　むらさき 山下　博己 ―

14 公明党東横浜総支部 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１４－２７ 鈴木　秀志 尾崎　太 ―

15 公明党平塚総支部
神奈川県平塚市田村８－１４－２１　ビックヴァン
湘南平塚４０５

鈴木　晴男 上野　仁志 ―

16 公明党藤沢総支部 神奈川県藤沢市辻堂新町３－８－４０ 松下　賢一郎 平川　和美 ―

17 公明党南横浜総支部 神奈川県横浜市磯子区栗木２－１３－３１ 加藤　広人 福島　直子 ―

18 公明党大和総支部
神奈川県大和市西鶴間２―２６　コーポ下鶴間２―
２３３

吉澤　弘 金原　忠博 ―

19 公明党横須賀総支部 神奈川県横須賀市浦賀１－１０－１－２０４ 亀井　貴嗣 関澤　敏行 ―

20 国民民主党神奈川県総支部連合会
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２００－４　ゆとりう
む日立２階

小粥　康弘 曽我部　久美子 ―

21 国民民主党神奈川県第１９区総支部
神奈川県川崎市宮前区宮崎２－８－７　池田ビル３
０１

深作　光輝ヘス
ス

深作　祐衣 ― ○

22 国民民主党神奈川県第１８区総支部
神奈川県川崎市中原区木月２－４－３　ＴＦＴビル
２階

鈴木　敦 内田　美奈子 ― ○

23 参政党神奈川北支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町３００－３ 高橋　順子 岡　良亮 ―

24 参政党神奈川支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町３００－３ 櫻井　ちづ子 川島　久美子 ―

25 参政党神奈川西支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町３００－３ 和田　武士 石井　匡 ―

26 社会民主党神奈川県川崎支部 神奈川県川崎市川崎区宮前町８―１４　竹原ビル 前田　孝幸 大貫　哲也 ―

27 社会民主党神奈川県第１４区支部連合
神奈川県相模原市中央区鹿沼台１－７－９　淵野辺
コーポ

金子　豊貴男 下村　宏 ―

28 社会民主党神奈川県横浜支部
神奈川県横浜市中区松影町２―７―２１　社会文化
会館３階

木村　憲正 酒井　孝一 ―

29 社会民主党神奈川県連合
神奈川県横浜市中区松影町２―７―２１　社会文化
会館４階

福島　瑞穂 大庭　悟彰 ―

30 自由民主党神奈川県足柄上郡大井町連合支部 神奈川県足柄上郡大井町山田４９１ 髙橋　和久 牧野　一仁 ―

　政治団体名簿（政党の支部）

令和４年12月31日現在 
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31 自由民主党神奈川県足柄上郡開成町連合支部 神奈川県足柄上郡開成町中之名３１５ 土井　徳二 沼田　信之 ―

32 自由民主党神奈川県足柄上郡第一支部 神奈川県足柄上郡山北町山北３３９５ 杉本　透 杉本　里美 ―

33 自由民主党神奈川県足柄上郡中井町連合支部 神奈川県足柄上郡中井町久所２５１－４ 橋本　真二 二宮　章悟 ―

34 自由民主党神奈川県足柄上郡松田町連合支部 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１１９４ 鍵和田　時義 渋谷　賢一 ―

35 自由民主党神奈川県足柄上郡山北町連合支部 神奈川県足柄上郡山北町向原１３１７ 佐藤　光男 籔田　寛裕 ―

36 自由民主党神奈川県足柄下郡第一支部
神奈川県足柄下郡湯河原町土肥１－７－２３　カー
サデエスペランサ１０２号

高橋　延幸 縄井　裕記 ―

37 自由民主党神奈川県足柄下郡箱根町連合支部 神奈川県足柄下郡箱根町大平台５３６ 津田　住雄 迹見　廣一 ―

38 自由民主党神奈川県足柄下郡真鶴町連合支部 神奈川県足柄下郡真鶴町岩１７１－１ 青木　太成 村田　悦則 ―

39 自由民主党神奈川県足柄下郡湯河原町連合支部 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５―１６―１ 高杉　尚男 渡辺　久恭 ―

40 自由民主党神奈川県厚木市第五支部 神奈川県厚木市中町４－６－１１ 山口　貴裕 落合　秀人 ―

41 自由民主党神奈川県厚木市第二支部 神奈川県厚木市水引２－１２－３６ 堀江　則之 安斎　克己 ―

42 自由民主党神奈川県厚木市連合支部 神奈川県厚木市水引２－１２－３６　堀江事務所 堀江　則之 榎本　忠夫 ―

43 自由民主党神奈川県綾瀬市第二支部 神奈川県綾瀬市小園９５９－１ 綱嶋　洋一 堀　誠 ―

44 自由民主党神奈川県綾瀬市連合支部 神奈川県綾瀬市小園９５９－１ 綱嶋　洋一 田中　明人 ―

45 自由民主党神奈川県伊勢原市第一支部 神奈川県伊勢原市桜台４－２７－１５ 渡辺　紀之 越水　崇史 ―

46 自由民主党神奈川県伊勢原市連合支部 神奈川県伊勢原市桜台４－２７－１５ 渡辺　紀之 舘　大樹 ―

47 自由民主党神奈川県遺族会支部
神奈川県横浜市港南区大久保１－８－１０（財）神
奈川県遺族会内

森本　浩吉 平山　一美 ―

48 自由民主党神奈川県医療会支部 神奈川県横浜市中区富士見町３－１ 菊岡　正和 渡邉　豊彦 ―

49 自由民主党神奈川県海老名市第一支部 神奈川県海老名市本郷３２２８－１１ 長田　進治 古郡　貢 ―

50 自由民主党神奈川県海老名市連合支部 神奈川県海老名市本郷３２２８－１１ 長田　進治 本多　圭一 ―

51 自由民主党神奈川県小田原市第五支部 神奈川県小田原市荻窪１６６ 小澤　良央 橋本　槇雄 ―

52 自由民主党神奈川県小田原市連合支部 神奈川県小田原市成田１７８－１ 小澤　良央 桝井　規雅 ―

53 自由民主党神奈川県鎌倉市第三支部 神奈川県鎌倉市大船６－１０－２５－１ 志田　一宏 石田　真澄 ―

54 自由民主党神奈川県鎌倉市第四支部 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東５－１－１２ 永田　磨梨奈 渡部　洋子 ―

55 自由民主党神奈川県鎌倉市連合支部 神奈川県鎌倉市山崎１４９５－３４ 斗鬼　辰郎 浅田　雅一 ―

56 自由民主党神奈川県川崎市麻生区第二支部 神奈川県川崎市麻生区高石５－１８－５ 山崎　直史 山崎　直史 ―

57 自由民主党神奈川県川崎市麻生区第四支部
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東６－１１－１６－２
０１

老沼　純 原　慶應 ―

58 自由民主党神奈川県川崎市麻生区連合支部
神奈川県川崎市麻生区高石５－１８－５　山﨑なお
ふみ事務所内

山﨑　直史 老沼　純 ―

59 自由民主党神奈川県川崎市川崎区第一支部 神奈川県川崎市川崎区大島上町２５－５ 杉山　信雄 内田　省治 ―

60 自由民主党神奈川県川崎市川崎区第五支部 神奈川県川崎市川崎区大島３－１４－１７ 本間　賢次郎 安岡　清助 ―
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61 自由民主党神奈川県川崎市川崎区第三支部 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－１７ー１Ｆ 嶋崎　嘉夫 長島　亨 ―

62 自由民主党神奈川県川崎市川崎区第六支部
神奈川県川崎市川崎区小田４－３５－９　小田ハウ
ス１０１

山田　瑛理 大城　宏美 ―

63 自由民主党神奈川県川崎市川崎区連合支部 神奈川県川崎市川崎区大島上町２５－５ 杉山　信雄 本間　賢次郎 ―

64 自由民主党神奈川県川崎市幸区第五支部 神奈川県川崎市幸区鹿島田１－９－１６ 野田　雅之 湯浅　真 ―

65 自由民主党神奈川県川崎市幸区第三支部 神奈川県川崎市幸区南幸町２－６ 田中　徳一郎 山口　正浩 ―

66 自由民主党神奈川県川崎市幸区第六支部 神奈川県川崎市幸区小倉２－１７－１１　１階 加藤　孝明 村石　勉 ―

67 自由民主党神奈川県川崎市幸区連合支部 神奈川県川崎市幸区小向西町２－４４ 田中　徳一郎 中川　潔 ―

68 自由民主党神奈川県川崎市支部連合会
神奈川県川崎市川崎区砂子１―１０―１　池上ビル
４Ｆ

山際　大志郎 猿橋　捷貴 ―

69 自由民主党神奈川県川崎市高津区第一支部 神奈川県川崎市高津区久本２－７－３４ 小川　久仁子 三富　竹雄 ―

70 自由民主党神奈川県川崎市高津区第三支部 神奈川県川崎市高津区下野毛３－３－９ 大島　明 大島　仁 ―

71 自由民主党神奈川県川崎市高津区第七支部 神奈川県川崎市高津区上作延２０１－１０１ 齋藤　伸志 上野　信 ―

72 自由民主党神奈川県川崎市高津区第四支部 神奈川県川崎市高津区溝口４－６－２０ 斉藤　正彦 上松　義典 ―

73 自由民主党神奈川県川崎市高津区第六支部 神奈川県川崎市高津区東野川２－３０－２１ 青木　功雄 栗原　敏直 ―

74 自由民主党神奈川県川崎市高津区連合支部 神奈川県川崎市高津区溝口２－１４－１２ 三田　隆一 庄司　和夫 ―

75 自由民主党神奈川県川崎市多摩区第一支部 神奈川県川崎市多摩区登戸２６６３　東洋ビル７Ｆ 土井　隆典 吉澤　徳重 ―

76 自由民主党神奈川県川崎市多摩区第五支部
神奈川県川崎市多摩区宿河原６－１６－１４　ロイ
ヤル向ヶ丘１０１

橋本　勝 鈴木　祐二 ―

77 自由民主党神奈川県川崎市多摩区第七支部
神奈川県川崎市多摩区南生田５－１４－１１－２０
２

各務　雅彦 米山　達也 ―

78 自由民主党神奈川県川崎市多摩区第六支部
神奈川県川崎市多摩区菅１－２－３１　プラザクリ
エイト３０２

上原　正裕 斉藤　卓生 ―

79 自由民主党神奈川県川崎市多摩区連合支部 神奈川県川崎市多摩区登戸２６６３　東洋ビル７Ｆ 土井　隆典 細埜　隆己 ―

80 自由民主党神奈川県川崎市中原区第一支部
神奈川県川崎市中原区田尻町１２　エトワール川崎
平間１階

川本　学 柳下　高夫 ―

81 自由民主党神奈川県川崎市中原区第五支部 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町４２－１０ 末永　直 伊藤　信秀 ―

82 自由民主党神奈川県川崎市中原区第二支部 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町２－７－３ 原　典之 中山　誠一 ―

83 自由民主党神奈川県川崎市中原区第八支部
神奈川県川崎市中原区下沼部１７６４　ＹＭハイツ
１０１

吉沢　直美 遠藤　美果 ―

84 自由民主党神奈川県川崎市中原区第四支部
神奈川県川崎市中原区下新城１－１－１　クレッセ
ント武蔵新城５０４

松原　成文 石塚　静 ―

85 自由民主党神奈川県川崎市中原区連合支部 神奈川県川崎市中原区新城５－２－３ 松原　成文 伊藤　奎助 ―

86 自由民主党神奈川県川崎市宮前区第一支部 神奈川県川崎市宮前区宮前平１－８－２ 持田　文男 佐々木　祥教 ―

87 自由民主党神奈川県川崎市宮前区第五支部 神奈川県川崎市宮前区馬絹６－２４－２６ 石田　康博 篠田　隆文 ―

88 自由民主党神奈川県川崎市宮前区第三支部 神奈川県川崎市宮前区初山１－２０－１２ 矢沢　孝雄 吉岡　昇 ―

89 自由民主党神奈川県川崎市宮前区第四支部 神奈川県川崎市宮前区有馬６－６－７ 浅野　文直 鈴木　達郎 ―

90 自由民主党神奈川県川崎市宮前区連合支部
神奈川県川崎市宮前区宮前平１－８－２　持田文男
事務所内

持田　文男 石川　浩之 ―
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91 自由民主党神奈川県環境保全支部 神奈川県秦野市曽屋１１７５　佐野商事（株）本社 佐野　勇太郎 長沢　順一 ―

92 自由民主党神奈川県看護連盟支部
神奈川県横浜市中区富士見町２－６　コルニッシュ
横浜２Ｆ

近藤　美知子 二見　和子 ―

93 自由民主党神奈川県軽自動車支部 神奈川県横浜市都筑区池辺町３７５７－３ 石塚　幸博 有馬　輝年 ―

94 自由民主党神奈川県建産支部
神奈川県横浜市中区太田町２―２２　神奈川県建設
会館内

小俣　務 金子　浩之 ―

95 自由民主党神奈川県港運支部
神奈川県横浜市中区山下町２７９番地　横浜港運会
館３階

藤木　幸夫 髙山　芳弘 ―

96 自由民主党神奈川県高座郡寒川町第一支部 神奈川県高座郡寒川町岡田１－５－１ 山本　哲 新山　郷子 ―

97 自由民主党神奈川県高座郡寒川町連合支部 神奈川県高座郡寒川町宮山７ 山本　哲 金子　一茂 ―

98 自由民主党神奈川県港湾支部
神奈川県横浜市中区山下町２３　日土地山下町ビル
４Ｆ五洋建設（株）横浜営業支店内

村田　浩隆 久田　吉男 ―

99 自由民主党神奈川県相模原市支部連合会 神奈川県相模原市中央区中央２－１１－１０ 赤間　二郎 河本　文雄 ―

100 自由民主党神奈川県相模原市中央区第一支部 神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－２１－１１ 河本　文雄 本多　早苗 ―

101 自由民主党神奈川県相模原市中央区第九支部 神奈川県相模原市中央区矢部１－２５－７ 布施　初子 鳥海　千秋 ―

102 自由民主党神奈川県相模原市中央区第五支部 神奈川県相模原市中央区田名４３２９ 中村　昌治 関根　儀秋 ―

103 自由民主党神奈川県相模原市中央区第十支部
神奈川県相模原市中央区南橋本１－２２－１５－１
０６

服部　裕明 平岡　陽子 ―

104 自由民主党神奈川県相模原市中央区第八支部 神奈川県相模原市中央区上溝３１０５－６ 渡部　俊明 町田　哲男 ―

105 自由民主党神奈川県相模原市中央区第六支部 神奈川県相模原市中央区共和４－１－３ 小野　弘 関戸　和浩 ―

106 自由民主党神奈川県相模原市中央区連合支部 神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－２１－１１ 河本　文雄 河本　博 ―

107 自由民主党神奈川県相模原市緑区第五支部 神奈川県相模原市緑区三ケ木１５２４ 山口　美津夫 鈴木　健司 ―

108 自由民主党神奈川県相模原市緑区第三支部 神奈川県相模原市緑区又野１８２ 小野沢　耕一 前田　和男 ―

109 自由民主党神奈川県相模原市緑区第八支部 神奈川県相模原市緑区小渕１９６７ 佐藤　尚史 佐藤　裕幸 ―

110 自由民主党神奈川県相模原市緑区第四支部 神奈川県相模原市緑区鳥屋１８３５ 秋本　仁 小坂　ひかり ―

111 自由民主党神奈川県相模原市緑区第六支部 神奈川県相模原市緑区相原５－１５－２０ 大八木　聡 中里　浩章 ―

112 自由民主党神奈川県相模原市緑区連合支部 神奈川県相模原市緑区又野１８２ 小野沢　耕一 興津　秀夫 ―

113 自由民主党神奈川県相模原市南区第一支部
神奈川県相模原市南区古淵２－１８－３　ヤママサ
第一ビル５Ｆ

細谷　政幸 霧生　卓 ―

114 自由民主党神奈川県相模原市南区第五支部 神奈川県相模原市南区若松１－１３－９ 須田　毅 太田　元一 ―

115 自由民主党神奈川県相模原市南区第十一支部 神奈川県相模原市南区相南１－１－１４ 折笠　正治 山田　道義 ―

116 自由民主党神奈川県相模原市南区第十支部 神奈川県相模原市南区御園５－５－２０ 大槻　和弘 三木　正治 ―

117 自由民主党神奈川県相模原市南区第七支部 神奈川県相模原市南区大野台７－２９－３７ 寺田　弘子 前田　功 ―

118 自由民主党神奈川県相模原市南区第八支部 神奈川県相模原市南区鵜野森２－２７－７－３０３ 古内　明 徳永　紀子 ―

119 自由民主党神奈川県相模原市南区第六支部 神奈川県相模原市南区上鶴間２－４－１５ 阿部　善博 松岡　直也 ―

120 自由民主党神奈川県相模原市南区連合支部
神奈川県相模原市南区古淵２－１８－３　山政第１
ビル５階

細谷　政幸 小沢　高尚 ―
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団体指定有
国会議員

関係該当有

　政治団体名簿（政党の支部）

令和４年12月31日現在 

121 自由民主党神奈川県座間市第一支部 神奈川県座間市緑ケ丘１－１－３５－２Ｆ 芥川　薫 高橋　富夫 ―

122 自由民主党神奈川県座間市連合支部 神奈川県座間市緑ケ丘１－１－３５－２Ｆ 芥川　薫 藤田　義信 ―

123 自由民主党神奈川県参議院選挙区第五支部 神奈川県鎌倉市大船１－２３－１１　松岡ビル５階 浅尾　慶一郎 三谷　智雄 ― ○

124 自由民主党神奈川県参議院選挙区第三支部 神奈川県横浜市中区相生町４－７６－１－３Ｆ 島村　大 橋本　信子 ― ○

125 自由民主党神奈川県参議院選挙区第四支部
神奈川県横浜市中区住吉町５－６４－１　Ｖｅｌｕ
ｔｉｎａ馬車道７０４

三原　順子 武原　美佐 ― ○

126 自由民主党神奈川県歯科医師支部
神奈川県横浜市中区住吉町６－６８　神奈川県歯科
保健総合センター内

鶴岡　裕亮 檀上　修 ―

127 自由民主党神奈川県歯科技工士支部
神奈川県横浜市西区平沼１－４０－１７　モンテベ
ルデ横浜２０１

河西　武嗣 田島　雅夫 ―

128 自由民主党神奈川県自動車ガラス施工業支部 神奈川県横浜市神奈川区子安台２－４－４８ 木下　竜夫 西田　義伸 ―

129 自由民主党神奈川県自動車販売支部 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６６３ 上野　健彦 高梨　雄司 ―

130 自由民主党神奈川県自動車流通支部 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６６０ 市川　英治 青木　一孝 ―

131 自由民主党神奈川県支部連合会 神奈川県横浜市中区日本大通１８　ＫＲＣビル４Ｆ 小泉　進次郎 磯本　桂太郎 ―

132 自由民主党神奈川県支部連合会学生部 神奈川県横浜市中区日本大通１８　ＫＲＣビル４Ｆ 乃坂　龍誠 曽川　隼人 ―

133 自由民主党神奈川県支部連合会女性局 神奈川県横浜市中区日本大通１８　ＫＲＣビル４Ｆ 笹野　寿美恵 神田　眞弓 ―

134 自由民主党神奈川県支部連合会青年総局 神奈川県横浜市中区日本大通１８　ＫＲＣビル４Ｆ 川崎　修平 田中　信次 ―

135 自由民主党神奈川県柔道整復師支部
神奈川県横浜市港北区新横浜３―２３―１１　神奈
川県柔道整復師会館内

齋藤　武久 田代　優樹 ―

136 自由民主党神奈川県逗葉連合支部 神奈川県逗子市久木１－５－３６ 眞下　政次 葉山　太一 ―

137 自由民主党神奈川県石油販売業支部 神奈川県横浜市中区万代町３―５―３ 戸原　秀之 植栗　正光 ―

138 自由民主党神奈川県倉庫支部
神奈川県横浜市中区南仲通２－２４　神奈川倉庫協
会内

田留　晏 枝光　正喜 ―

139 自由民主党神奈川県造船支部
神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２　横浜
ブルーアベニュー８階

安東　秀三 河野　純 ―

140 自由民主党神奈川県第一選挙区支部 神奈川県横浜市中区野毛町２－６５－１Ｆ 松本　純 井上　信行 ― ○

141 自由民主党神奈川県第九選挙区支部 神奈川県川崎市多摩区登戸２６６３　東洋ビル５Ｆ 中山　展宏 津田　信男 ― ○

142 自由民主党神奈川県第五選挙区支部 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１４２　鈴木ビル３Ｆ 坂井　学 勝間田　将 ― ○

143 自由民主党神奈川県第三選挙区支部
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川２－２－１　日光
堂ビル２階

中西　健治 阿部　裕子 ― ○

144 自由民主党神奈川県第十一選挙区支部 神奈川県横須賀市小川町１３　宇野ビル３Ｆ 小泉　進次郎 鍋倉　正樹 ― ○

145 自由民主党神奈川県第十五選挙区支部 神奈川県平塚市八重咲町２６－８ 河野　太郎 盛　純二 ― ○

146 自由民主党神奈川県第十三選挙区支部 神奈川県大和市桜森３－６－１４ 甘利　明 小林　孝司 ― ○

147 自由民主党神奈川県第十選挙区支部
神奈川県川崎市川崎区小田６－１１－２４　望星ビ
ル１０１

田中　和徳 細田　将史 ― ○

148 自由民主党神奈川県第十七選挙区支部 神奈川県小田原市成田１７８－１－２Ｆ 牧島　かれん 二本木　隆宏 ― ○

149 自由民主党神奈川県第十二選挙区支部
神奈川県藤沢市藤沢９７３　相模プラザ第３ビル１
Ｆ

星野　剛士 宇野澤　典子 ― ○

150 自由民主党神奈川県第十八選挙区支部 神奈川県川崎市高津区溝口２－１４－１２ 山際　大志郎 吉野　哲平 ― ○
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151 自由民主党神奈川県第十四選挙区支部 神奈川県相模原市中央区中央２－１１－１０ 赤間　二郎 鈴木　久恵 ― ○

152 自由民主党神奈川県第十六選挙区支部 神奈川県厚木市旭町１－１５－１７ 義家　弘介 佐々木　由 ― ○

153 自由民主党神奈川県第七選挙区支部
神奈川県横浜市港北区新横浜３－１８－９　新横浜
ＩＣビル１０２号室

鈴木　馨祐 早川　昭太郎 ― ○

154 自由民主党神奈川県第二選挙区支部
神奈川県横浜市南区宿町２－４９　メゾン・ド・ラ
メール１０１

菅　義偉 新田　章文 ― ○

155 自由民主党神奈川県第八選挙区支部
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘１０－２０　ラ
ポール若野２Ｆ

三谷　英弘 楠本　喜満 ― ○

156 自由民主党神奈川県第四選挙区支部 神奈川県鎌倉市大船１－６－６　大久保ビル３Ｆ 山本　朋広 瀬戸　芳明 ― ○

157 自由民主党神奈川県第六選挙区支部 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１９９－１ 古川　直季 平島　廣志 ― ○

158 自由民主党神奈川県タクシー支部 神奈川県横浜市中区日ノ出町２―１３０ 伊藤　宏 三上　弘良 ―

159 自由民主党神奈川県宅建支部
神奈川県横浜市中区住吉町６－７６－３　神奈川県
不動産会館内

相沢　一郎 横溝　徹 ―

160 自由民主党神奈川県たばこ販売支部
神奈川県横浜市中区三吉町４－１　神奈川県電気工
事会館２階

横田　圭二 吉川　勉 ―

161 自由民主党神奈川県茅ケ崎市第三支部 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２３０ 桝　晴太郎 藤間　正成 ―

162 自由民主党神奈川県茅ヶ崎市第二支部
神奈川県茅ヶ崎市菱沼１－１１－６７　グラビス１
０７

永田　輝樹 藤﨑　繁 ―

163 自由民主党神奈川県茅ケ崎市第四支部
神奈川県茅ヶ崎市高田４－５－１９　グランディー
ル茅ヶ崎１０１

水島　誠司 松下　静子 ―

164 自由民主党神奈川県茅ヶ崎市連合支部
神奈川県茅ケ崎市十間坂１－２－３　ツユキビル２
Ｆ

永田　輝樹 桝　晴太郎 ―

165 自由民主党神奈川県ちんたい支部
神奈川県藤沢市藤沢２２３－２　ユーミー藤沢セン
タービル６Ｆ

櫻井　貴裕 小菅　貴春 ―

166 自由民主党神奈川県電気通信支部 神奈川県横浜市戸塚区平戸町２０５－５ 鈴木　貞夫 田沢　一博 ―

167 自由民主党神奈川県ときわ会支部
神奈川県横浜市西区平沼１－４０－２７　横浜総合
事務所７階

今木　甚一郎 廣瀬　雅光 ―

168 自由民主党神奈川県トラック支部 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１１－１ 梅沢　利雄 石橋　廣 ―

169 自由民主党神奈川県中郡大磯町連合支部 神奈川県中郡大磯町高麗１－３－２０ 片野　哲生 矢野　裕一 ―

170 自由民主党神奈川県中郡二宮町連合支部 神奈川県中郡二宮町山西１９０ 古澤　時隆 古澤　時隆 ―

171 自由民主党神奈川県農政支部 神奈川県横浜市中区海岸通１－２－２ 大川　良一 青木　哲也 ―

172 自由民主党神奈川県秦野市第三支部 神奈川県秦野市新町２－１９ 加藤　剛 安居院　努 ―

173 自由民主党神奈川県秦野市第二支部 神奈川県秦野市寿町１－２５ 神倉　寛明 榎本　光延 ―

174 自由民主党神奈川県秦野市連合支部 神奈川県秦野市寿町１－２５ 神倉　寛明 相原　學 ―

175 自由民主党神奈川県平塚市第一支部 神奈川県平塚市八重咲町２６－８ 森　正明 森　万里子 ―

176 自由民主党神奈川県平塚市連合支部 神奈川県平塚市八重咲町２６－８ 森　正明 矢野　裕一 ―

177 自由民主党神奈川県藤沢市第九支部 神奈川県藤沢市辻堂元町５－１０－２５ 国松　誠 石井　克明 ―

178 自由民主党神奈川県藤沢市第十一支部 神奈川県藤沢市川名１８１－１８－Ｂ１００１ 市川　和広 石井　幸世 ―

179 自由民主党神奈川県藤沢市第十三支部 神奈川県藤沢市辻堂元町２－６－３９ 吉田　淳基 北川　智弘 ―

180 自由民主党神奈川県藤沢市第七支部 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡１－１５－１０ 佐賀　和樹 佐賀　真奈美 ―
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181 自由民主党神奈川県藤沢市第八支部 神奈川県藤沢市弥勒寺１－１９－７ 加藤　一 小河　静雄 ―

182 自由民主党神奈川県藤沢市連合支部 神奈川県藤沢市大鋸１－３－２７－２Ｆ 国松　誠 落合　高之 ―

183 自由民主党神奈川県保育推進協議会支部
神奈川県秦野市沼代新町３－４２　やまゆりこども
園内

萩原　敬三 山本　昇 ―

184 自由民主党神奈川県三浦市第二支部
神奈川県三浦市初声町下宮田６０１－１　ルナタウ
ン三浦１６０１

石川　巧 山本　達樹 ―

185 自由民主党神奈川県三浦市連合支部
神奈川県三浦市初声町下宮田４８９－１１　長嶋第
２ビル２階

石川　巧 物部　幸村 ―

186 自由民主党神奈川県南足柄市連合支部 神奈川県南足柄市怒田５６－１ 三橋　綱範 長崎　光吉 ―

187 自由民主党神奈川県薬剤師支部 神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１ 川田　哲 山形　光正 ―

188 自由民主党神奈川県大和市第二支部 神奈川県大和市福田１３７９－２７ 藤代　優也 石川　隆 ―

189 自由民主党神奈川県大和市連合支部 神奈川県大和市鶴間１－３－７　大浦ビル１Ａ 藤代　優也 福本　隆史 ―

190 自由民主党神奈川県遊技産業支部 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町１－６－１０　３階 伊坂　重憲 佐藤　信晶 ―

191 自由民主党神奈川県郵政政治連盟支部 神奈川県相模原市南区古淵１－１１－１２ 細谷　勝利 久保　博之 ―

192 自由民主党神奈川県横須賀市第一支部 神奈川県横須賀市安浦町２－３ 竹内　英明 小池　利男 ―

193 自由民主党神奈川県横須賀市第三支部 神奈川県横須賀市三春町３－１５ 牧島　功 上條　寿一 ―

194 自由民主党神奈川県横須賀市連合支部
神奈川県横須賀市小川町１３　宇野ビル３階　自由
民主党神奈川県第十一選挙区支部内

田辺　昭人 松岡　和行 ―

195 自由民主党神奈川県横浜市青葉区第九支部
神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－２－１４　たま
センター第２ビル５０１

滝本　美保子 泉　理恵子 ―

196 自由民主党神奈川県横浜市青葉区第五支部 神奈川県横浜市青葉区榎が丘１３－１０ 小島　健一 小島　礼子 ―

197 自由民主党神奈川県横浜市青葉区第三支部 神奈川県横浜市青葉区大場町３８２－４０ 横山　正人 横山　みゆき ―

198 自由民主党神奈川県横浜市青葉区第十支部 神奈川県横浜市青葉区荏田北１－１０－１－５０３ 小酒部　さやか 酒井　孝江 ―

199 自由民主党神奈川県横浜市青葉区第七支部 神奈川県横浜市青葉区荏子田１－１５－５５ 山下　正人 藤田　昇良 ―

200 自由民主党神奈川県横浜市青葉区連合支部 神奈川県横浜市青葉区大場町３８２－４０ 横山　正人 小島　健一 ―

201 自由民主党神奈川県横浜市旭区第五支部
神奈川県横浜市旭区本村町３１－４　フローレンス
１０２

磯本　桂太郎 森崎　民康 ―

202 自由民主党神奈川県横浜市旭区第二支部
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－１－６　第二吉
原ビル２Ｆ

佐藤　茂 松井　博子 ―

203 自由民主党神奈川県横浜市旭区連合支部
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－１－６　第２吉
原ビル２Ｆ

佐藤　茂 松井　博子 ―

204 自由民主党神奈川県横浜市泉区第五支部 神奈川県横浜市泉区中田東３－１９－５ 梶村　充 小松　康夫 ―

205 自由民主党神奈川県横浜市泉区第七支部 神奈川県横浜市泉区和泉町７１１３ 横山　勇太朗 鈴木　スエ子 ―

206 自由民主党神奈川県横浜市泉区第六支部 神奈川県横浜市泉区中田南５―４１―１９ 田中　信次 鈴木　奈美子 ―

207 自由民主党神奈川県横浜市泉区連合支部 神奈川県横浜市泉区中田東３－１９－５ 梶村　充 田中　信次 ―

208 自由民主党神奈川県横浜市磯子区第五支部 神奈川県横浜市磯子区西町６－１０－１０５ 山本　尚志 川上　恵子 ―

209 自由民主党神奈川県横浜市磯子区第二支部 神奈川県横浜市磯子区丸山２－２４－３ 新井　絹世 鈴木　郁之介 ―

210 自由民主党神奈川県横浜市磯子区第四支部 神奈川県横浜市磯子区中原２－１－２０　ビラ中原 関　勝則 鈴木　憲一 ―
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211 自由民主党神奈川県横浜市磯子区連合支部
神奈川県横浜市磯子区中原２－１－２０　ビラ中原
１０２号

関　勝則 岩倉　信之 ―

212 自由民主党神奈川県横浜市神奈川区第五支部 神奈川県横浜市神奈川区大口通２８ 藤代　哲夫 小島　操子 ―

213 自由民主党神奈川県横浜市神奈川区第四支部 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川２－５－１８ 梅沢　裕之 角谷　洋子 ―

214 自由民主党神奈川県横浜市神奈川区第六支部 神奈川県横浜市神奈川区六角橋２－５－２４ 小松　範昭 角田　伯雄 ―

215 自由民主党神奈川県横浜市神奈川区連合支部 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川２－５－１８ 梅沢　裕之 藤代　哲夫 ―

216 自由民主党神奈川県横浜市金沢区第五支部
神奈川県横浜市金沢区谷津町１８－５　リーデンス
スクエア金沢文庫３１６

黒川　勝 宍倉　澄人 ―

217 自由民主党神奈川県横浜市金沢区第七支部
神奈川県横浜市金沢区泥亀１－１６－１３　サハラ
ビル２階

大村　悠 佃　菜穂子 ―

218 自由民主党神奈川県横浜市金沢区第六支部
神奈川県横浜市金沢区柴町３９１　マリンシティ金
沢文庫Ｄ棟１０３

髙橋　徳美 成田　真由美 ―

219 自由民主党神奈川県横浜市金沢区連合支部
神奈川県横浜市金沢区谷津町３５　ＶＩＣＳビル３
Ｆ

黒川　勝 新　雄二 ―

220 自由民主党神奈川県横浜市港南区第一支部
神奈川県横浜市港南区港南中央通１－５　さくらビ
ル２０２

桐生　秀昭 内田　みゆき ―

221 自由民主党神奈川県横浜市港南区第三支部
神奈川県横浜市港南区丸山台１－２－１　Ｗ１４０
７

瀬之間　康浩 北見　幸子 ―

222 自由民主党神奈川県横浜市港南区第二支部 神奈川県横浜市港南区大久保１－９－２５ 田野井　一雄 田野井　靖雄 ―

223 自由民主党神奈川県横浜市港南区連合支部
神奈川県横浜市港南区大久保１－９－２５　田野井
一雄事務所内

田野井　一雄 荒井　正一 ―

224 自由民主党神奈川県横浜市港北区第五支部 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－２８ 嶋村　公 後藤　久世 ―

225 自由民主党神奈川県横浜市港北区第三支部
神奈川県横浜市港北区新羽町１６５９フラッシュビ
ル２０３

佐藤　祐文 相沢　一夫 ―

226 自由民主党神奈川県横浜市港北区第七支部 神奈川県横浜市港北区富士塚２－１８－１１ 武田　翔 城田　英昭 ―

227 自由民主党神奈川県横浜市港北区第八支部 神奈川県横浜市港北区菊名６－２３－２１ 福地　茂 助野　達也 ―

228 自由民主党神奈川県横浜市港北区第六支部 神奈川県横浜市港北区日吉本町４－１２－３ 酒井　誠 湯本　一夫 ―

229 自由民主党神奈川県横浜市港北区連合支部 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－２８ 嶋村　公 酒井　誠 ―

230 自由民主党神奈川県横浜市栄区第一支部 神奈川県横浜市栄区野七里２－２１－１２ 角田　宏子 成田　幸子 ―

231 自由民主党神奈川県横浜市栄区第三支部
神奈川県横浜市栄区桂町３２５－１　パセアル本郷
台１０３Ｂ

輿石　且子 網代　孝 ―

232 自由民主党神奈川県横浜市栄区第四支部 神奈川県横浜市栄区小山台２－３４－１１ 大桑　正貴 伊藤　丈延 ―

233 自由民主党神奈川県横浜市栄区連合支部 神奈川県横浜市栄区小山台２－３４－１１ 大桑　正貴 中野　大介 ―

234 自由民主党神奈川県横浜市支部連合会 神奈川県横浜市中区相生町２－３２－１ 島村　大 山本　尚志 ―

235 自由民主党神奈川県横浜市瀬谷区第一支部 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷５－１５－１ 川口　広 青木　康浩 ―

236 自由民主党神奈川県横浜市瀬谷区第三支部
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西１－７－３　グレイ
ス詩香６１０

田村　雄介 相澤　大輔 ―

237 自由民主党神奈川県横浜市瀬谷区連合支部
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷５－１５－１　石関ビル
１階

川口　広 青木　康浩 ―

238 自由民主党神奈川県横浜市都筑区第五支部
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２０－７－５０
３

草間　剛 秋山　怜史 ―

239 自由民主党神奈川県横浜市都筑区第三支部 神奈川県横浜市都筑区東方町６４２ 長谷川　琢磨 仲田　崇明 ―

240 自由民主党神奈川県横浜市都筑区第四支部
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－７－５　ラ・ポ
ニージュ２０１

敷田　博昭 難波　優司 ―
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241 自由民主党神奈川県横浜市都筑区連合支部
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－７－５　ラ・ポ
ニージュ２０１

敷田　博昭 長谷川　琢磨 ―

242 自由民主党神奈川県横浜市鶴見区第一支部
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－１３－９　セン
チュリー横濱鶴見１０１号

川崎　修平 髙木　邦一 ―

243 自由民主党神奈川県横浜市鶴見区第七支部 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町５－１９－２１４ 山田　一誠 山田　三夫 ―

244 自由民主党神奈川県横浜市鶴見区第四支部 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－８－７ 渡邊　忠則 岸田　真介 ―

245 自由民主党神奈川県横浜市鶴見区第六支部 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２２－２３ 上柳　美智代 青木　秀子 ―

246 自由民主党神奈川県横浜市鶴見区連合支部 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－８－７ 渡邊　忠則 山田　一誠 ―

247 自由民主党神奈川県横浜市戸塚区第一支部
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４７１１－１　オセア
ン矢沢ビル２０４

松田　良昭 星野　幸一 ―

248 自由民主党神奈川県横浜市戸塚区第五支部
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１５８　山一Ｎｏ．
２ビル２０３

鈴木　太郎 藤谷　昌宏 ―

249 自由民主党神奈川県横浜市戸塚区第六支部
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町３９０－１　表ビル
１－Ｂ

伏見　幸枝 佐々木　佳苗 ―

250 自由民主党神奈川県横浜市戸塚区連合支部
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４７１１－１　オセア
ン矢沢ビル２０４

松田　良昭 實方　英勝 ―

251 自由民主党神奈川県横浜市中区第五支部 神奈川県横浜市中区上野町２－６７ 伊波　俊之助 鈴木　将二朗 ―

252 自由民主党神奈川県横浜市中区第三支部 神奈川県横浜市中区宮川町２－４４ 松本　研 永田　二朗 ―

253 自由民主党神奈川県横浜市中区第四支部
神奈川県横浜市中区西竹之丸１０６－３　コスモ山
手グレイスフォルム４０８

原　聡祐 小林　孝至 ―

254 自由民主党神奈川県横浜市中区連合支部 神奈川県横浜市中区山元町２－６３ 原　聡祐 簑嶋　興 ―

255 自由民主党神奈川県横浜市西区第三支部
神奈川県横浜市西区中央２－１３－１　ドマーニＳ　
１階

加藤　元弥 吉田　恵美 ―

256 自由民主党神奈川県横浜市西区第二支部
神奈川県横浜市西区中央２－４６－２　万代ビル２
Ｆ

清水　富雄 酒井　良彦 ―

257 自由民主党神奈川県横浜市西区連合支部
神奈川県横浜市西区中央２－４６－２　万代ビル２
Ｆ

清水　富雄 中村　恵一 ―

258 自由民主党神奈川県横浜市保土ヶ谷区第七支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－４－３ 青木　亮祐 薗　隆雄 ―

259 自由民主党神奈川県横浜市保土ヶ谷区第八支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田１－１０－３２ 磯部　圭太 石井　一彦 ―

260 自由民主党神奈川県横浜市保土ヶ谷区第六支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉１－１４－２４ 高橋　栄一郎 久保田　重雄 ―

261 自由民主党神奈川県横浜市保土ヶ谷区連合支部
神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町６　星川プラザマ
ンション１Ｆ

高橋　栄一郎 久保田　重雄 ―

262 自由民主党神奈川県横浜市緑区第五支部 神奈川県横浜市緑区鴨居５－５－２２ 柳下　剛 小宮山　政行 ―

263 自由民主党神奈川県横浜市緑区第四支部 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台１－３０－１ 齋藤　達也 宮本　武昌 ―

264 自由民主党神奈川県横浜市緑区第六支部
神奈川県横浜市緑区十日市場町８３４－４　チュウ
バチビル２Ｆ

鴨志田　啓介 江尻　健人 ―

265 自由民主党神奈川県横浜市緑区連合支部 神奈川県横浜市緑区鴨居５－６－３－１０３ 柳下　剛 三好　吉典 ―

266 自由民主党神奈川県横浜市南区第一支部 神奈川県横浜市南区通町１－２－７ 新堀　史明 宮澤　裕 ―

267 自由民主党神奈川県横浜市南区第五支部 神奈川県横浜市南区吉野町４－１９ 遊佐　大輔 金子　将啓 ―

268 自由民主党神奈川県横浜市南区第四支部
神奈川県横浜市南区宮元町３－４４　ヨコハマＭ＆
Ｍビル２Ｆ

渋谷　健 井上　洋 ―

269 自由民主党神奈川県横浜市南区連合支部
神奈川県横浜市南区宮元町３－４４　ヨコハマＭ＆
Ｍビル２Ｆ

渋谷　健 伊藤　豊 ―

270 自由民主党神奈川県理容支部 神奈川県横浜市磯子区中原１―１―１４ 船津　博司 古谷　慶一 ―
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271 自由民主党川崎市支部連合会女性局
神奈川県川崎市川崎区砂子１－１０－１　池上ビル
４Ｆ

柏木　智寿子 柏木　智寿子 ―

272 自由民主党川崎市支部連合会青年局
神奈川県川崎市川崎区砂子１－１０－１　池上ビル
４Ｆ

小野　倫太郎 田中　徳一郎 ―

273 自由民主党２１世紀神奈川をつくる会支部 神奈川県横須賀市佐野町６－１０ 中村　勝美 髙瀬　久夫 ―

274 日本維新の会参議院神奈川県選挙区第１支部
神奈川県横浜市中区蓬莱町２－４－５　関内ＤＯＭ
ＯＮビル６階

松沢　成文 千葉　修平 ― ○

275 日本維新の会衆議院神奈川県第１選挙区支部
神奈川県横浜市金沢区泥亀１－１５－４　雨宮ビル
１階

浅川　義治 浅川　元治 ― ○

276 日本維新の会衆議院神奈川県第９選挙区支部
神奈川県川崎市麻生区百合丘１－１８－１５－４０
５

吉田　大成 三村　大 ― ○

277 日本維新の会衆議院神奈川県第１０選挙区支部
神奈川県川崎市川崎区大島上町１８－１　サニーク
レイン２０１

金村　龍那 市川　浩三 ― ○

278 日本維新の会衆議院神奈川県第１２選挙区支部 神奈川県藤沢市辻堂新町２－１２－２１－３０２ 水戸　将史 曽根田　享 ― ○

279 日本維新の会衆議院神奈川県第１８選挙区支部 神奈川県川崎市高津区諏訪１－２３－１８－１０１ 横田　光弘 横田　久美子 ― ○

280 日本維新の会衆議院神奈川県第４選挙区支部 神奈川県逗子市新宿４－１３－１３－１００１ 髙谷　清彦 永塚　考三郎 ― ○

281 日本共産党神奈川県委員会 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１―１８―１２ 田母神　悟 藤原　正明 ―

282 日本共産党神奈川県央地区委員会 神奈川県厚木市元町６―１８ 小林　久夫 五十嵐　理子 ―

283 日本共産党川崎中部地区委員会 神奈川県川崎市幸区下平間２６３ 佐川　潤 岡部　文明 ―

284 日本共産党川崎南部地区委員会 神奈川県川崎市川崎区大島１－１１－６ 中野　智裕 豊川　孝治 ―

285 日本共産党川崎北部地区委員会 神奈川県川崎市多摩区西生田１－１３－１ 岡田　政彦 尾崎　大 ―

286 日本共産党湘南地区委員会 神奈川県藤沢市藤沢２―３―２ 岡崎　裕 江成　兵衛 ―

287 日本共産党西相地区委員会 神奈川県小田原市堀之内３１８－１ 沼上　常生 伊藤　美智恵 ―

288 日本共産党北部地区委員会 神奈川県相模原市中央区中央１－１０－１０ 堀口　望 首藤　豊 ―

289 日本共産党三浦半島地区委員会 神奈川県横須賀市公郷町２－１－９ 林　伸明 瀬戸　和弘 ―

290 日本共産党横浜西南地区委員会 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３８７５ 横山　征吾 須崎　浩 ―

291 日本共産党横浜中央地区委員会
神奈川県横浜市中区若葉町２－３０－６　Ｙ．Ｔビ
ル１０１号室

明石　行夫 藤田　智明 ―

292 日本共産党横浜北東地区委員会 神奈川県横浜市鶴見区潮田町３－１４７－６ 釘丸　進 永倉　佳世 ―

293 立憲民主党神奈川県川崎市幸区支部
神奈川県川崎市幸区古市場２－１１２－１９　ＹＳ
ビル２Ｆ

市川　佳子 嶋　凌汰 ―

294 立憲民主党神奈川県川崎市多摩区支部 神奈川県川崎市多摩区栗谷３－１－６－２Ｆ 青山　圭一 井上　準一 ―

295 立憲民主党神奈川県川崎市中原区支部 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町３０３ 滝田　孝徳 石田　大志 ―

296 立憲民主党神奈川県相模原市中央区支部
神奈川県相模原市中央区相生３－３－１９　コスモ
パレス３０３

小池　義和 長野　彰 ―

297 立憲民主党神奈川県参議院選挙区第１総支部
神奈川県横浜市中区相生町１－７　和同ビル４０３
号室

牧山　弘惠 鈴木　千佳 ― ○

298 立憲民主党神奈川県参議院選挙区第４総支部
神奈川県横浜市中区常盤町３－２１　アライアンス
横浜関内ビル５０１

水野　素子 平野　裕明 ― ○

299 立憲民主党神奈川県総支部連合会
神奈川県横浜市中区相生町４－６９　関内和孝ビル
２Ｆ

青柳　陽一郎 赤野　孝之 ―

300 立憲民主党神奈川県第１区総支部 神奈川県横浜市磯子区磯子３－６－２３ 篠原　豪 篠原　寿美子 ― ○
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301 立憲民主党神奈川県第９区総支部
神奈川県川崎市多摩区登戸１６４４－１　新川ガー
デンビル１Ｆ

笠　浩史 今林　正 ― ○

302 立憲民主党神奈川県第５区総支部
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１２１　大川原ビル２
階

山﨑　誠 中山　浩志 ― ○

303 立憲民主党神奈川県第１３区総支部
神奈川県大和市大和東３－７－１１　大和東共同ビ
ル１０１号

森川　栄志 森川　まどか ― ○

304 立憲民主党神奈川県第１２区総支部
神奈川県藤沢市鵠沼石上１－１３－１３　藤沢共同
ビル１階

阿部　知子 齊藤　剛 ― ○

305 立憲民主党神奈川県第１８区総支部
神奈川県川崎市高津区下作延６－２１－１１　オー
クラビル２Ｆ

青柳　陽一郎 三村　和也 ― ○

306 立憲民主党神奈川県第１４区総支部
神奈川県相模原市緑区橋本３－１７－５　わかばビ
ル６０３

長友　克洋 芹澤　正和 ― ○

307 立憲民主党神奈川県第１６区総支部 神奈川県厚木市栄町２－４－２８－２１２ 後藤　祐一 桑島　律子 ― ○

308 立憲民主党神奈川県第１０区総支部 神奈川県横浜市中区相生町４－６９－２Ｆ 青柳　陽一郎 市川　佳子 ― ○

309 立憲民主党神奈川県第７区総支部 神奈川県横浜市港北区日吉２－６－３－２０１ 中谷　一馬 風間　良 ― ○

310 立憲民主党神奈川県第８区総支部 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－９－３０ 江田　憲司 安浦　稜夫 ― ○

311 立憲民主党神奈川県第４区総支部 神奈川県鎌倉市御成町５－４１－２Ｆ 早稲田　夕季 笹野　康俊 ― ○

312 立憲民主党神奈川県第６区総支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－９－５－１Ｆ 青柳　陽一郎 山田　奈生 ― ○

313 立憲民主党神奈川県横浜市泉区支部 神奈川県横浜市泉区中田南３－６－４　２Ｆ 松本　清 臼井　幸司 ―

314 立憲民主党神奈川県横浜市瀬谷区支部 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－４５－７ 花上　喜代志 藤井　勲 ―

315 立憲民主党神奈川県横浜市戸塚区支部 神奈川県横浜市戸塚区吉田町９７８－７ 山浦　英太 近藤　素美 ―

316 立憲民主党神奈川県横浜市保土ケ谷区支部 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町２－１５７－７ 森　泰隆 森　泰隆 ―


