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1 ＩＨＩ労働組合連合会横浜政治活動委員会 神奈川県横浜市磯子区新中原町１ 中島　康元 細田　聡明

2 愛川住民ネットワーク 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３１６－６－２０５ 山中　正樹 柳川　直子

3 愛甲を共に歩む会 神奈川県愛甲郡愛川町角田２３８７ 佐藤　圭介 佐藤　明美

4 愛清ネットワーク 神奈川県愛甲郡愛川町角田２３８７ 佐藤　圭介 佐藤　明美

5 相原しほ後援会 神奈川県海老名市中央１－１８－２７ 金子　志穂 金子　志穂 ○

6 相原高広後援会 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２３－７－２階 相原　高広 相原　高広 ○

7 相原まなぶ後援会 神奈川県秦野市菩提４２３－３ 相原　勝治 露木　勉

8 あいはら康行と健やか社会を創る会 神奈川県横浜市磯子区滝頭２－１９－７ 合原　康行 鈴木　良子

9 青木いわお後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴４５５－２ 青木　敏幸 青木　敏幸

10 青木しゅうすけ後援会 神奈川県横須賀市池田町１―１―８―８１０ 青木　秀介 青木　玲子

11 青木たけし後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町岩７１５ 青木　理 青木　信子

12 青木てつまさと歩む会 神奈川県横須賀市野比４－３－８ 池谷　隆 青木　ヒロ子

13 青木のりお後援会 神奈川県川崎市高津区東野川２－２９－２１ 青木　多良 栗原　敏直

14 青木博日本共産党後援会 神奈川県高座郡寒川町宮山９８１ 若菜　美代子 小笠原　弘昭

15 青木マキ応援団
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５１－１　ライ
オンズマンション第２の２０３

向田　映子 霜山　恵子

16 青木まさし後援会
神奈川県大和市中央１－１－１８　ＴＳＵＧＥＷＯ
ＲＫＳ２Ｆ（有）富士商事内

荻窪　光男 森田　房枝

17 青木良太後援会 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北２－１２－３５ 青木　良太 青木　聡美

18 青島まさはる後援会 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台３６－６ 茅根　潤一 髙橋　秀三

19 あおばクラブ 神奈川県横浜市青葉区大場町３８２－４０ 横山　孝司 横山　みゆき

20 青山圭一後援会 神奈川県川崎市多摩区南生田７－７－１－１８１ 青山　圭一 稲垣　雄一郎 ○

21 赤石ひろ子後援会
神奈川県川崎市多摩区登戸１７２８　𠮷澤電工ビル
２０１

赤石　博子 山野　豊

22 赤野たかし後援会
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－６３－８－Ｄ
３１１

赤野　孝之 大曾根　靖 ○

23 あかま二郎後援会 神奈川県相模原市中央区中央２－１１－１０ 広井　清智 駿河　博子 ○

24 あかま二郎政策研究会 神奈川県相模原市中央区中央２－１１－１０ 赤間　二郎 飯田　則恭 ○ ○

25 あかるい未来 神奈川県相模原市緑区千木良２８３－２ 榎本　五郎 榎本　典子

26 明るく楽しい厚木市　厚木市に若手市長をの会 神奈川県厚木市寿町１－２－３－１０１ 佐藤　知一 佐藤　隆広

27 明るく楽しい平塚市を考える会 神奈川県平塚市宮松町１０－２ 今井　章博 今井　章博

28 秋沢まさひさ後援会 神奈川県平塚市東真土２－２０－４０ 秋澤　雅久 秋澤　美波子 ○

29 秋本じん後援会 神奈川県相模原市緑区橋本１－９－８－１Ｆ 笹野　稔 秋本　雪江

30 アクション！かわさき 神奈川県川崎市多摩区中野島５－９－２６ 石川　秀明 笹久保　孝子
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31 芥川かおる後援会 神奈川県座間市緑ケ丘１－１－３５－２Ｆ 石川　正治 小林　一弘

32 ＡＧＡＩＮ再び市政へ
神奈川県相模原市南区相模大野６－１６－２３－１
０２

長谷川　昭一 奈良　握

33 麻生区薬剤師連盟
神奈川県川崎市麻生区五力田２－２－１　メイヒル
ズ１０１

小松　豊数 中村　正樹

34 あさお慶一郎君を応援する会 神奈川県鎌倉市大船１－２３－１１　松岡ビル５階 三谷　智雄 長尾　有祐 ○

35
浅尾慶一郎と２１世紀の歯科医療を研究する会
（慶歯会）

神奈川県鎌倉市大船１－２３－１１　松岡ビル５階 三谷　智雄 長尾　有祐 ○

36 浅尾慶一郎に期待する会（あさき会） 神奈川県鎌倉市大船１－２３－１１　松岡ビル５階 三谷　智雄 長尾　有祐 ○

37 浅尾慶一郎を囲む会 神奈川県鎌倉市大船１－２３－１１　松岡ビル５階 岡野　傳 三谷　智雄 ○

38 浅川義治後援会
神奈川県横浜市金沢区柴町３６７－１　金沢シーサ
イドタウン柴３－２０７

浅川　義治 野中　英紀 ○

39 朝倉えみこと逗子市政を本気で考える会 神奈川県逗子市新宿２－１３－２３ 朝倉　恵美子 朝倉　恵美子

40 浅田ゆうご後援会
神奈川県横浜市西区宮崎町５６－１　プレシス横浜
紅葉坂５０３

浅田　侑吾 浅田　侑吾

41 あさの文直後援会 神奈川県川崎市宮前区有馬６－６－８－１ 浅野　耕一 浅野　栄利子

42 あさの文直と宮前区を考える会 神奈川県川崎市宮前区有馬６－６－８－１ 浅野　耕一 浅野　栄利子

43 足柄上医師連盟 神奈川県足柄上郡山北町向原１５０ 飛彈　康則 大内　英樹

44 足柄歯科医師連盟 神奈川県足柄上郡大井町金手９５５－３ 楢󠄀山　義彦 鍵和田　宏

45 足柄下郡の未来を考える会 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１－１０－１２ 村瀬　公大 高橋　敦

46 あしがらを考える会 神奈川県南足柄市千津島６５ 瀬戸　良雄 瀬戸　崇代 ○

47 明日の伊勢原を考える会 神奈川県伊勢原市小稲葉１００－１２　萩原方 中辻　和夫 佐々木　基

48 明日のいせはらを創る虹色の会 神奈川県伊勢原市下糟屋３００９－１２　舘大樹方 小沼　富夫 八島　満雄

49 明日の神奈川フォーラム 神奈川県小田原市荻窪１６６ 小澤　良央 橋本　太市

50 明日の郷土藤沢を創る会 神奈川県藤沢市大鋸１０５６ 鈴木　恒夫 山本　真弘 ○

51 明日の相模原を築く会 神奈川県相模原市中央区横山１－１－１３（２Ｆ） 山口　恒 髙橋　雄大

52 明日の真鶴を育む会 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴３１２ 奥津　秀隆 青木　和美

53 明日の横浜を考える会
神奈川県横浜市西区中央２－４６－２　万代ビル２
階

清水　富雄 清水　富雄 ○

54 東みちよ後援会 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２２－２３ 上柳　美智代 青木　秀子 ○

55 Ａｓｍｉｌｅ 神奈川県厚木市厚木町１－３－１ 髙田　昌慶 榎本　美香

56 あそ佳一後援会 神奈川県秦野市鶴巻南４－８　Ｋ－１０５ 阿蘇　佳一 阿蘇　珠子 ○

57 足立ひでき後援会 神奈川県横浜市西区西戸部町２－２１１ 足立　秀樹 足立　奈美

58 安達裕一後援会 神奈川県伊勢原市伊勢原２－１０－２８ 菊地　輝行 菊地　輝行

59 新しい海老名をつくる会 神奈川県海老名市上郷１－７－６ 染谷　征治 工藤　敬治 ○

60 新しいまち・かわさき推進会議 神奈川県川崎市多摩区栗谷２－１８－８ 高橋　照比古 広嶋　稔之
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61 あたらしいまちの会 神奈川県逗子市小坪１－１４－２９ 毛呂　武史 毛呂　武史

62 厚木医師連盟 神奈川県厚木市栄町１－１３－２０ 三宅　正敬 田中　信孝

63 あつぎ元気ＨＡＳＳＩＮの会 神奈川県厚木市上依知５３ 古性　嘉久 熊坂　恵理子

64 あつぎ子供にツケをまわさない！会 神奈川県厚木市緑ケ丘３－３－３－２０３ 小野寺　粛 小野寺　粛

65 厚木市民自治をめざす会 神奈川県厚木市寿町１－７－１　１号 山本　智子 三栖　葉子

66 厚木新世代の会 神奈川県厚木市寿町１－２－３－１０１ 佐藤　知一 佐藤　隆広

67 厚木薬剤師連盟
神奈川県厚木市中町２－１３－１４　サンシャイン
ビル１０１

井上　哲男 大塚　昌弘

68 あつぎ若武者の会 神奈川県厚木市幸町２－９ 望月　伸晃 佐藤　清孝

69 あづまひであき後援会 神奈川県南足柄市福泉２４２－１２ 我妻　秀明 我妻　幸子 ○

70 穴田たつひろ後援会 神奈川県横浜市緑区東本郷１－５－１５ 穴田　龍洋 舟山　和希 ○

71 あなたとつくる茅ヶ崎・未来の会 神奈川県茅ケ崎市東海岸北２－９－１９ 柾木　太郎 柾木　文子 ○

72 あべ隆之と、これからの愛川町を創る会 神奈川県愛甲郡愛川町田代５０－６ 坂元　昭文 阿部　隆之

73 あべともこと共に歩む会
神奈川県藤沢市鵠沼石上１－１３－１３　藤沢共同
ビル１階

浮田　久子 斉藤　剛 ○

74 阿部とも子の会
神奈川県藤沢市鵠沼石上１－１３－１３　藤沢共同
ビル１階

松本　文六 栗原　優子 ○

75 あべの会 神奈川県相模原市南区上鶴間２－２－１７ー２０４ 阿部　将太郎 谷内　峻平

76 阿部ひでみつ後援会 神奈川県茅ヶ崎市富士見町１－２７ 阿部　英光 阿部　陽子 ○

77 あべゆりあと夢育ての会 神奈川県大和市林間１－２０－２６ 阿部　ゆり亜 小野　浩之 ○

78 阿部善博の会 神奈川県相模原市南区上鶴間２－４－１５ 阿部　善博 阿部　美加子

79 天笠さとし後援会 神奈川県綾瀬市綾西４－３－７ 天笠　哲史 柘植　雅洋 ○

80 あまがさ裕治裕旬会 神奈川県川崎市麻生区高石３－２７－４ 雨笠　裕治 雨笠　圭子 ○

81 天野まさき後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴９６５ 中島　敏 天野　由紀

82 天利かおる後援会 神奈川県高座郡寒川町宮山４１３２ 山口　昭義 天利　陽子

83 あやせたいようの会 神奈川県綾瀬市小園９５９－１ 笠間　博幸 笠間　治一郎

84 新井絹世後援会 神奈川県横浜市磯子区丸山２－２４－３ 新井　絹世 鈴木　郁之介

85 あらい啓司後援会 神奈川県厚木市毛利台３－３０－６ 新井　啓司 山本　薫

86 荒井直彦後援会 神奈川県三浦郡葉山町長柄５８７ 荒井　直彦 荒井　真澄

87 荒井のぶかず後援会 神奈川県小田原市扇町３－１７－５ 荒井　信一 荒井　幸江 ○

88 荒木慶市後援会 神奈川県小田原市鴨宮８８７－１ 荒木　慶市 荒木　尚子

89 ありがとうの町つくり隊 神奈川県足柄上郡大井町金子５５０－１ 小田　眞一 小田　幸子

90 有賀まさよし応援団 神奈川県藤沢市辻堂東海岸３－９　ＦＷ１０９ 有賀　彩 原田　沙織
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91 有村としひこ後援会 神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂１６－２４ 有村　俊彦 有村　俊彦 ○

92 安海のぞみ後援会 神奈川県座間市相模が丘５－４３－５ 安海　のぞみ 安海　一良

93 安西ひでとし後援会 神奈川県横浜市港南区笹下２－９－１６ 安西　英俊 相澤　正明 ○

94 安藤玄一後援会 神奈川県伊勢原市石田６３３－１０ 安藤　玄一 安藤　美智子 ○

95 安藤ひろお後援会 神奈川県大和市南林間２－４－１ 安藤　有子 安藤　有子

96 安藤よしゆき後援会
神奈川県藤沢市土棚８番地　いすゞ自動車労働組合
藤沢支部内

安藤　好幸 佐竹　憲 ○

97 飯田一後援会 神奈川県足柄上郡松田町寄２３２５ 飯田　一 飯田　一

98 飯田正就と平塚市の未来をつくる会 神奈川県平塚市大島７８５－６ 飯田　正就 飯田　正就

99 飯田満応援団獅子の会 神奈川県川崎市宮前区菅生１－１２－６２ 山口　雅士 小森　良吾

100 いいね！大和市！もっと大和市！ 神奈川県大和市上草柳７－１０－２９ 古谷田　ヒロ 古谷田　力

101 飯野まさたけ後援会 神奈川県鎌倉市梶原１－１７－２１－１０ 飯野　眞毅 飯野　眞毅 ○

102 いいやま直樹後援会 神奈川県三浦郡葉山町堀内９３４－３ 飯山　直樹 飯山　直樹

103 いがらしちよサポーターズ 神奈川県相模原市中央区中央４－７－２０ 五十嵐　千代 五十嵐　義朗

104 いがらし豊後援会 神奈川県平塚市岡崎３１２３－４ 五十嵐　豊 五十嵐　豊 ○

105 いき愛子後援会 神奈川県川崎市麻生区万福寺４－２２－６ 志波　光晴 壹岐　愛子

106 活き活き小田原２１″暁″ 神奈川県小田原市中村原４００ 加藤　仁司 加藤　史子 ○

107 いきいき川崎の未来を創る会 神奈川県川崎市川崎区水江町６－１５ 有村　健一郎 京野　充

108 いきいき横浜の未来を創る会 神奈川県川崎市川崎区水江町６－１５ 加藤　将 辺見　吉譜

109 井口一彦後援会 神奈川県横須賀市小矢部２－６－２ 林　常雄 伊東　陽

110 井口まみ後援会 神奈川県川崎市多摩区菅馬場１－２３－２５ 中村　孝 西須　吉雄

111 池澤輝子後援会
神奈川県横浜市泉区弥生台２２－３　グリーンハイ
ム弥生台５－３０１

池澤　輝子 池澤　輝子

112 池田あやの後援会 神奈川県小田原市成田５０７－７　河野店舗１０２ 池田　彩乃 池田　清

113 池田しんいち後援会 神奈川県南足柄市飯沢３５６ 池田　真一 森田　重夫

114 池田とくしげ後援会 神奈川県横須賀市久里浜６－１２－１０ 池田　徳重 池田　徳重

115 池田みのる後援会 神奈川県鎌倉市上町屋６７０ 池田　実 内海　征二 ○

116 池東会 神奈川県中郡大磯町東小磯３９４－１７ 池田　東一郎 小沢　俊明 ○

117 井坂しんや後援会 神奈川県横須賀市公郷町２－１－９ 高橋　登美雄 今野　雄三

118 いさじ雄介後援会 神奈川県海老名市国分北２－１０－３１ 伊左次　雄介 伊左次　美江 ○

119 いざ、理想郷 神奈川県鎌倉市山ノ内３７７―１ 栗原　絵里子 栗原　絵里子

120 伊澤ケンシロウとまほろば大和を創造する会 神奈川県大和市林間１－１８－３０ 伊澤　健志朗 伊澤　健志朗
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121 石井あつむ後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥４－１－２２ 石井　温 石井　牧子

122 石井しんや後援会 神奈川県伊勢原市大山３６６ 石井　信也 大津　勇 ○

123 石井まり後援会 神奈川県綾瀬市上土棚中５－６－１４ 石井　麻理 石井　弘光 ○

124 石井よしたか後援会 神奈川県厚木市金田４７８ 倉田　隆義 藤野　治男

125 石岡実成後援会
神奈川県三浦郡葉山町長柄３５０－２　メゾン葉山
２０２

石岡　実成 石岡　民恵

126 石岡隆治後援会
神奈川県横須賀市野比２－１５－２９　スカイハイ
ツ２０２

石岡　隆治 石岡　隆治 ○

127 石川建二後援会 神奈川県川崎市宮前区南平台１８－１５ 福田　悠紀男 進藤　テル

128 石川たくみ後援会
神奈川県三浦市初声町下宮田４８９－１１　長嶋第
２ビル２階

佐藤　周一 石川　優子

129 石川則男後援会 神奈川県中郡大磯町東町３－１１－２９ 石川　則男 石川　則男

130 石川裕憲後援会
神奈川県川崎市麻生区百合丘１－５－４　米山ビル
２０２

石川　裕憲 土谷　美穂 ○

131 石川まさのぶ後援会
神奈川県相模原市南区古淵３－２０－１２　石川第
一ビル

石川　誠剛 石川　真以子

132 石田和子後援会 神奈川県川崎市高津区溝口５－１１－２０ 山本　武彦 中村　忠廣

133 石田史行後援会
神奈川県足柄上郡開成町みなみ１－３－１　ルシェ
リア１０１

石田　史行 石田　和恵

134 石田てるこ後援会 神奈川県足柄上郡山北町岸１７７－２０ 石田　進二 山本　訓生

135 石田ともつぐ後援会 神奈川県鎌倉市腰越１－１２－２ 石田　智嗣 石田　智嗣 ○

136 石田久良後援会 神奈川県南足柄市駒形新宿１０－１１ 石田　久良 石川　勝

137 石田みゆき後援会 神奈川県平塚市めぐみが丘１－２３－４０－６ 石田　美雪 石田　良美 ○

138 石田康博後援会 神奈川県川崎市宮前区馬絹６－２４－２６ 石田　康博 篠田　隆文 ○

139 石田ユタカを応援する会 神奈川県大和市上和田１８３６－１０ 石田　裕 沖永　明久

140 石山みつる後援会 神奈川県横須賀市追浜本町２丁目１番地１１０ 石山　満 後藤　憲之 ○

141 石渡しょうじ後援会 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２４３４－１０ 二宮　章悟 佐藤　和男

142 石渡ゆきお後援会 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷２－７－１７－３０５ 石渡　由紀夫 荒　由美 ○

143 維新政党・新風神奈川県本部
神奈川県横浜市港北区大豆戸町７６６－３　グリー
ンコーポ大倉山５－２０３

川久保　勲 児玉　一成 ○

144 泉区薬政連 神奈川県横浜市泉区和泉中央北５－１－５ 佐藤　喜江 土屋　裕子

145 泉谷翔後援会 神奈川県横須賀市鴨居３－１５－２ 泉谷　翔 泉谷　奈緒子

146 伊関こうじ後援会 神奈川県横須賀市神明町５８－４ 伊関　功滋 西岡　祥行 ○

147 伊勢原市薬剤師連盟 神奈川県伊勢原市板戸８９１－１ 高橋　良二 柏木　秀則

148 「磯の会」
神奈川県横浜市旭区本村町３１－４　フローレンス
１０２

山口　晋一 関水　裕一

149 いそべ圭太後援会 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田１－１０－３２ 伊藤　洋一 石井　一彦

150 いそべ圭太を応援する会 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田１－１０－３２ 磯部　圭太 磯部　みゆき
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151 磯本桂太郎後援会 神奈川県横浜市旭区若葉台３－１０－７０１ 横田　滝久 森崎　民康

152 板橋まもる後援会 神奈川県横須賀市汐見台２－２７－４ 板橋　衛 太田　定見 ○

153 一石ひろ子と未来をつなぐ仲間たち 神奈川県中郡二宮町二宮１３３ 白井　理恵子 九島　節子

154 市川かずひろの会 神奈川県藤沢市川名１８１－１８　Ｂ－１００１ 市川　和広 市川　久男

155 市川和広を支える企業・団体の会 神奈川県藤沢市川名１８１－１８　Ｂ１００１ 市川　和広 石井　幸世 ○

156 市川さとし後援会 神奈川県横浜市磯子区磯子３－２－２６ 市川　智志 伊藤　純一 ○

157 市川洋一を支援する会 神奈川県海老名市大谷北２－１０－６９ 市川　洋一 市川　憲二

158 市川よし子後援会
神奈川県川崎市幸区古市場２－１１２－１９　ＹＳ
ビル２０１

市川　佳子 市川　洋治 ○

159 市来えみこを励ます会 神奈川県横浜市都筑区東山田２－２０－２６ 市来　栄美子 山田　保雄 ○

160 市古次郎後援会
神奈川県川崎市中原区上平間１９５５　小島ビル１
階

野末　悦子 関口　重幸

161 いっしょに生きよう明るいみらい 神奈川県大和市西鶴間６－１３－１２ 町田　せつ子 町田　零二

162 一進会
神奈川県横須賀市船越町１－４８　（株）船越葬儀
社大野屋内

小菅　健史 大山　陽史 ○

163 一直会 神奈川県藤沢市長後７３３ 桜井　直人 桜井　正利 ○

164 井出かずみ後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津２０８７－７ 井出　一己 安藤　光夫 ○

165 出田正道後援会 神奈川県鎌倉市山ノ内７７２－３ 関本　勇二 鈴木　朝人

166 伊藤くみこ後援会
神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－１３－１０－１
０７

伊藤　久美子 伊藤　弘子

167 伊東圭介後援会 神奈川県三浦郡葉山町木古庭５１２ 高舘　俊夫 伊東　尚美

168 いとう浩次郎を応援する会
神奈川県川崎市川崎区大島上町１８－１　サニーク
レイン２０１

井藤　浩次郎 井藤　さや香 ○

169 いとう純一後援会
神奈川県横浜市南区花之木町２－３８　レ・ジェイ
ド横濱花之木６０７

伊藤　純一 伊藤　純一

170 伊藤たか励ます会 神奈川県座間市入谷東２－１４－３ 伊藤　多華 松島　好明 ○

171 伊藤なほこ後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子２４９－２ 伊藤　奈穂子 伊藤　一良 ○

172 伊藤ひろゆきを育てる会 神奈川県相模原市中央区小山３－５－１ 伊藤　寛之 伊藤　寛之 ○

173 いど清貴後援会 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 井土　清貴 三富　祥史 ○

174 いど清貴と川崎の未来を考える会 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 井土　清貴 三富　祥史

175 稲葉親太郎後援会 神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３２０－６７１ 嶋　陽一 稲葉　加代

176 伊波俊之助後援会 神奈川県横浜市中区上野町２－６７ 川本　守彦 鈴木　将二朗

177 伊波俊之助市政懇談会 神奈川県横浜市中区上野町２－６７ 岸　昭 辻　直子

178 井上明子とサポーターズ 神奈川県横浜市磯子区森２－１－１０ 金谷　はな子 秋山　律子

179 井上栄一後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領７３８ 井上　栄一 井上　和美

180 井上けんじ後援会 神奈川県綾瀬市寺尾釜田３－７－１９ 井上　賢二 井上　賢二 ○
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181 井上こうすけ後援会 神奈川県横浜市港北区新吉田東１－４６－１０ 井上　晃佑 井上　久美子 ○

182 井上武後援会 神奈川県厚木市幸町２－９ 井上　武 佐藤　清孝

183 井上としお後援会（さわやか厚木市民の会） 神奈川県厚木市金田７２７ 井上　敏夫 井上　晴夫

184 井上みかこ後援会
神奈川県鎌倉市大船３－３－１５－１０４号　神奈
川ネットワーク運動・鎌倉内

高橋　円 三宅　真里

185 井上貢後援会 神奈川県大和市中央林間９－１７－１０ 井上　孝恵 井上　純人

186 井上みつし後援会 神奈川県足柄上郡開成町吉田島６９３ 井上　三史 宮園　茂樹 ○

187 井上やすひろ後援会 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１５５４ 岩本　四郎 尾上　喜代司

188 井上裕介を育てる会 神奈川県藤沢市川名２―１－２ 井上　裕介 井上　美帆 ○

189 井上よしゆき後援会
神奈川県小田原市栄町１－１４－４８　ジャンボー
ナックビル７Ｆ７０６

劔持　壽重 岩﨑　達哉 ○

190 井野大輔後援会 神奈川県川崎市多摩区布田４－５ 井野　大輔 井野　大輔

191 いのち輝くマグネット神奈川をつくる会
神奈川県横浜市中区弁天通１－１５－１　アコルデ
横浜関内７０２

竹村　光史 上田　博和

192 今井あきひろ後援会 神奈川県平塚市宮松町１０－２ 今井　章博 今井　章博 ○

193 今井みきこ後援会 神奈川県藤沢市片瀬１－１－１－３１１ 今井　みきこ 武藤　正人 ○

194 今井みのる後援会 神奈川県秦野市鶴巻南４－５－２０ 芦川　靖朗 小早川　規好

195 今の政治に満足できない会 神奈川県鎌倉市台３－３－１９－１００１ 中村　聡一郎 後藤　吾郎

196 いわくま千尋後援会 神奈川県川崎市高津区下作延２－３－５ 岩隈　千尋 岩隈　晃代

197 岩沢よしみ後援会 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷２４９８ 落合　秀夫 岩澤　豊

198 岩田耕平後援会 神奈川県平塚市四之宮５－７－４１ 岩田　耕平 長嶋　晃雄

199 岩田はるみを応援する会 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷８３６－５ 石田　カツ子 豊田　禎子

200 岩田ひでたか後援会 神奈川県川崎市高津区溝口４－７－５ 岩田　英高 岩田　英高 ○

201 いわむろ年治（日本共産党逗子東部）後援会 神奈川県逗子市沼間２－１５－４ 三浦　国彦 四海　良通

202 岩本かつみ後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴１９４６－６５ 三木　邦身 岩本　佳子

203 岩本きよし後援会 神奈川県藤沢市藤が岡２－１６－３－２１７ 岩本　清 岩本　清

204 Ｗｅ♡茅ヶ崎プロジェクト 神奈川県茅ヶ崎市芹沢５８９－１２ 坂上　好一 坂上　好一

205 Ｗｅ♡茅ヶ崎プロジェクト２ 神奈川県茅ヶ崎市芹沢５８９－１２ 坂上　好一 坂上　好一

206 上垣けいすけ後援会 神奈川県逗子市山の根３－１５－４０ 上垣　敬祐 上垣　聖子

207 上田ひろゆき日本共産党後援会 神奈川県綾瀬市小園１５０７ 佐藤　清純 野村　スミ子

208 上野ひとし後援会 神奈川県平塚市高浜台３０－３－９０６ 上野　仁志 上野　正美 ○

209 上原まさひろ後援会 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤１－１７－８ 上原　正裕 斎藤　卓生 ○

210 宇賀一章後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町岩３５６－１４ 薮田　徹也 青木　昭雄
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211 動かせ平塚・絆と前進の会 神奈川県平塚市田村８－５－２９ 野島　武 落合　良延

212
うしおだ智信後援会（うしおだ智信を励ます
会）

神奈川県川崎市中原区木月４－４３－５ 潮田　智信 潮田　文子 ○

213 後田博美を励ます会 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町１－３－５４ 後田　博美 後田　幸一 ○

214 うすい貴彦後援会 神奈川県相模原市中央区清新３－１３－１ 臼井　貴彦 臼井　暘二 ○

215 うすいただよし後援会 神奈川県南足柄市塚原２０１３ 臼井　忠欣 臼井　浩子 ○

216 宇田川えいこＤＡＮの会
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎１－２－４７　サーパス
茅ヶ崎駅前５０４号室

宇田川　栄子 宇田川　寧々

217 宇田川のぞむ市政研究会 神奈川県海老名市東柏ケ谷２－２０－３１ 宇田川　希 宇田川　真梨 ○

218 宇田川のぞむを支援する会
神奈川県海老名市東柏ケ谷２－２０－３１　（宇田
川のぞむ方）

目黒　栄二 今泉　直人

219 内田晃後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領６０８－１ 内田　晃 倉科　茂

220 内田みほこを育てる会
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 滝本　美保子

221 内野まさる海老名市政研究会 神奈川県海老名市上郷３－７－８０ 内野　まさる 田辺　康博 ○

222 内野まさるを支援する会 神奈川県海老名市上郷３－７－８０ 井上　髙保 田辺　康博

223 内山けい子後援会 神奈川県綾瀬市大上６－１９－３ 内山　恵子 内山　恵子 ○

224 海野弘幸後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町岩５０－６０ 天野　二三夫 海野　泉

225 梅沢ありさ後援会 神奈川県横浜市瀬谷区中央２－２８　クレール１Ｆ 梅澤　愛里 マノ　栞 ○

226 梅沢政経調査会 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 ○

227 梅沢裕之後援会 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川２－５－１８ 長谷川　秀樹 角谷　洋子

228 梅沢裕之政経懇話会 神奈川県横浜市中区北仲通２－１４　藤木ビル内 藤木　幸夫 梅沢　裕之

229 梅野りんこと虹をかける会
神奈川県横浜市旭区白根６－２６－１６　梅野りん
こ方

山﨑　美子 倉田　百合子

230 浦田だいすけ後援会 神奈川県川崎市川崎区小田４－３０－３－３ 浦田　大輔 進邦　秀夫 ○

231 浦道健一後援会 神奈川県横浜市港南区日野南３－１１－９ 浦道　健一 浦道　健一 ○

232 笑顔いっぱいの相模原を創る会 神奈川県相模原市中央区並木４－１２－１８ 高岡　次郎 小林　由美子

233 枝川まい後援会 神奈川県川崎市幸区新小倉２－３－５１３ 枝川　舞 沼沢　和明 ○

234 江田けんじフォーラム２１ 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－９－３０ 飯田　敬 矢継　晃 ○

235 ＮＨＫから国民を守る党 神奈川県海老名市国分寺台１－１１－１２ 三宅　紀昭 三宅　紀昭

236 エバーグリーン　チャレンジ葉山 神奈川県三浦郡葉山町長柄８８７－１－４０１ 上杉　隆史 上杉　隆史

237 海老名市医師連盟 神奈川県海老名市扇町１５－１ 髙橋　裕一郎 野村　雅寛

238 海老名市歯科医師連盟
神奈川県海老名市東柏ケ谷１－６－１２　チェリー
歯科医院内

山川　晃司 山川　晃司

239 えびな大好き同好会 神奈川県海老名市杉久保北４－５－２３ 髙橋　進 渡部　俊之

240 海老名の未来を描く会 神奈川県海老名市中新田３－６－４ 田中　裕子 田中　裕子
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241 江渕真紀子後援会 神奈川県逗子市久木２－４－３５ 江渕　真紀子 根上　卓 ○

242 遠藤秀則後援会 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野９１８－１３ 湯本　忠 遠藤　松枝

243 えんどう浩一後援会 神奈川県厚木市中町４－１０－４－４０６ 遠藤　浩一 中田　美紀 ○

244 延友会
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

高橋　延幸 縄井　裕記 ○

245 おいぬま純後援会
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東６－１１－１６－２
０１

安藤　良二 梅澤　進

246 桜優会
神奈川県横浜市青葉区桜台３０－１８　第２桜台
ガーデン２Ｆ

田中　優希 田中　町子 ○

247 大石和久後援会 神奈川県鎌倉市城廻２８３－５６ 大石　和久 水上　浩志 ○

248 大岩まさかず後援会
神奈川県横浜市旭区中希望が丘１０４－２１　カラ
サワビル２０３

大岩　真善和 大岩　博美 ○

249 大垣真一後援会 神奈川県伊勢原市高森１３２１－７ 高梨　光博 小泉　幸彦

250 大川晋作後援会 神奈川県小田原市成田７１７－２ 大川　晋作 大川　晋作 ○

251 大川ゆたか後援会 神奈川県小田原市扇町２－１３－２ 大木　清 星﨑　信幸

252 大桑正貴としがらみのない政治を実現する会 神奈川県横浜市栄区小山台１－２０－１６ 大桑　正貴 大桑　麗子 ○

253 大崎ひではる後援会 神奈川県相模原市南区相模台３－８－２ 大崎　秀治 大﨑　ケイ子 ○

254 大沢ようこ後援会 神奈川県相模原市中央区横山３－２－１０ 大澤　洋子 矢田　康子 ○

255 大島あきら後援会 神奈川県川崎市高津区下野毛３－３－９ 大島　明 大島　仁 ○

256 太田まなみ後援会 神奈川県高座郡寒川町岡田４－８－８ 太田　眞奈美 太田　利彦 ○

257 大塚たけし後援会 神奈川県秦野市並木町７－４ 大塚　毅 大塚　毅

258 おおつき和弘後援会 神奈川県相模原市南区御園５－５－２０ 大槻　和弘 大槻　和弘 ○

259 大波修二後援会 神奈川県大和市西鶴間５―２２―６ 大波　修二 瀬野　寿伸 ○

260 大西いづみと未来へ
神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１２－３　Ｂ棟１
２４

伊与　美和子 山田　陽子

261 おおぬき次郎後援会 神奈川県横須賀市山科台５０－１２ 大貫　次郎 大貫　由香

262 大沼ひでき後援会 神奈川県中郡二宮町二宮１３１５－１９ 大沼　英樹 山口　一男

263 大野忠之後援会 神奈川県横須賀市大矢部３－１－３ 大野　忠之 茂木　康弘 ○

264 大野トモイ後援会 神奈川県横浜市港北区大倉山３－１－３－３Ｅ 大野　知意 大野　拓夫 ○

265 大野トモイで横浜を変える会 神奈川県横浜市港北区大倉山３－１－３－３Ｅ 大野　知意 大野　拓夫

266 大野ひとみと藤沢の未来を創る会 神奈川県藤沢市高倉２２７９－１－１０２ 大野　一美 大野　一美 ○

267 大野祐司後援会 神奈川県平塚市中堂１０―１８ 長野　松雄 中村　利勇

268 おおば裕子後援会 神奈川県川崎市中原区今井南町５３６ 浦城　君子 長原　慶子

269 大村学後援会 神奈川県小田原市飯田岡３４６－１０ 大村　学 大村　千恵子 ○

270 大村ゆう後援会
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東３－４４－１３　
ローレルイシザキ２－１０３号室

大村　悠 佃　菜穂子 ○
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271 大八木さとし後援会
神奈川県相模原市緑区相原２－３４－１１　榎本荘
１０１

大八木　聡 大八木　陽子 ○

272 おおや徹後援会
神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷４－１７－５　アーク鵠
沼３０２号

大矢　徹 三觜　玲子 ○

273 大山しょうじを応援する会 神奈川県横浜市港北区篠原東１－１２－１９ 大山　正治 北橋　恵美子 ○

274 大山まなぶ後援会 神奈川県伊勢原市板戸４２１ 立川　公洋 大山　芳江

275 岡崎進後援会 神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸７－１７ 安藤　昇 岡崎　新司

276 岡崎みちこ後援会
神奈川県平塚市田村２－７－３５－６１０　サン
シャイン平塚

岡崎　通子 岡崎　通子 ○

277 岡田かずのりと市民自治の会
神奈川県鎌倉市植木４３６－１　鎌倉グリーンマン
ション１１５

岡田　和則 岡田　和則 ○

278 岡田こうじ後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子１４９－１０ 岡田　幸二 岡田　幸二

279 岡田こうじろうを支援する会 神奈川県中郡二宮町一色７９０番地の１１ 岡田　幸次郎 岡田　幸次郎 ○

280 おかべ直樹後援会 神奈川県小田原市栢山１１５８－６ 岡邉　直樹 田原　隆

281 岡本こうぞう後援会 神奈川県相模原市中央区横山３－２６－１７ 岡本　浩三 岡本　美香 ○

282 岡本としゆき後援会 神奈川県南足柄市千津島１８４５ 岡本　俊之 岡本　由紀 ○

283 小川久仁子後援会
神奈川県川崎市高津区久本２－７－３４　小川栄一
方

小川　栄一 三富　竹雄

284 小川裕暉後援会 神奈川県茅ヶ崎市円蔵２２２１ 小川　祐樹 小川　智子 ○

285 沖津弘幸後援会 神奈川県足柄下郡箱根町湯本６９８ 望月　紀子 沖津　里枝子

286 おきなが明久を応援する会 神奈川県座間市緑ヶ丘４－２０－５－１０２ 沖永　明久 沖永　明久

287 おぎはら健司後援会 神奈川県座間市相模が丘４－１９－３４ 髙橋　茂夫 石川　正治

288 沖本こうじ後援会 神奈川県座間市広野台２－１０－６ 沖本　浩二 風間　剛 ○

289 おくだ記子後援会 神奈川県横浜市緑区鴨居５－２８－６ 越久田　記子 越久田　活子 ○

290 おくつ勝子後援会 神奈川県中郡大磯町大磯１９３９ 奥津　勝子 奥津　勝子 ○

291 奥山孝二郎後援会 神奈川県小田原市東町１－９－１６ 奥山　孝二郎 奥山　誠子 ○

292 小倉たかお後援会 神奈川県大和市下鶴間２９０７－１ 小倉　隆夫 瀬沼　輝雄

293 おさかべさやか後援会 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 ○

294 尾崎太後援会 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－１９－４７ 尾崎　太 新倉　伸一 ○

295 長田進治・政治経済研究会 神奈川県海老名市本郷３２２８－１１ 長田　進治 長田　美紀 ○

296 おざわ良央県西フォーラム 神奈川県小田原市荻窪１６６ 秋山　勝 二見　安彦

297 おざわ良央後援会 神奈川県小田原市荻窪１６６ 柳澤　益有 橋本　太市

298 おざわ良央城下町フォーラム 神奈川県小田原市荻窪１６６ 椎野　喜一朗 橋本　太市

299 おざわ良央政経フォーラム 神奈川県小田原市荻窪１６６ 飯沼　寛雄 橋本　太市

300 おしもとよしじ後援会 神奈川県川崎市中原区苅宿３１－２７ 押本　吉司 押本　真弓 ○
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301 尾白佳隆後援会 神奈川県中郡大磯町石神台３－３－７ 髙橋　英俊 伊藤　ツヨ子

302 織田勝久個人後援会 神奈川県川崎市宮前区有馬７－４－１７ 植竹　智恵子 内田　昌子

303 おだ幸子後援会 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１－１１－３ 織田　幸子 石森　儀保 ○

304 小田真一後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子５５０－１ 髙橋　和久 小田　幸子

305 小田貴久後援会 神奈川県相模原市緑区西橋本１－１９－３７ 小田　貴久 小田　さち ○

306 小田博士後援会 神奈川県大和市福田５６９０－１－６０１ 小田　博士 小田　敏博 ○

307 小田原医師連盟 神奈川県小田原市栄町１－１８－１０ 渡邊　清治 武井　和夫

308 小田原歯科医師連盟 神奈川県小田原市成田２８８ 椎野　喜一朗 椎野　喜一朗

309 小田原の時代力量 神奈川県小田原市中村原３０３ 加藤　哲男 加藤　哲男

310 小田原薬剤師連盟 神奈川県小田原市栄町２－１３－１ 山崎　真弘 熊井　佳子

311 小田原を「元気」にします 神奈川県小田原市穴部１３３ 奥津　隆宏 安達　優子

312 落合かつひろと平塚をつくる会 神奈川県平塚市田村８－５－２９ 落合　克宏 落合　良延 ○

313 落合美和後援会 神奈川県愛甲郡清川村宮ケ瀬９７１－５０ 井上　一輝 田中　一夫

314 おぬま富夫後援会 神奈川県伊勢原市桜台１－１２－１４ 鈴木　澄雄 熊沢　隆治

315 小野沢耕一後援会 神奈川県相模原市緑区又野１８２ 小野沢　耕一 近藤　隆

316 小野沢ゆたか後援会 神奈川県愛甲郡愛川町半原１８３６－３ 小野澤　豊 小林　弘

317 小野田康成を応援する会 神奈川県鎌倉市台４－３－１３ 小野田　康成 小野田　真奈美 ○

318 おのでら慎一郎はげます会 神奈川県横浜市旭区今宿町２５６１－２０ 小野寺　慎一郎 小森　澄八 ○

319 小野弘後援会 神奈川県相模原市中央区共和４－１－３ 杉岡　芳樹 小野　真弓

320 小幡沙央里とよこすかの未来をつくる会
神奈川県横須賀市池上２－１４－１０　田中ビル１
号室

小幡　沙央里 小幡　三樹夫

321 小幡正雄後援会 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東７－１４－４５ 川合　好雄 佐藤　益男

322 小又英雄と共に逗子の里・山海を守る会 神奈川県逗子市久木６―５―９ 小又　英雄 小又　英雄

323 オリエンタルバード 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－２０－７－３０６ 黒田　直子 安藤　芳子

324 折笠正治後援会 神奈川県相模原市南区相南１－１－１４ 折笠　正治 折笠　亜美

325 折橋尚道後援会 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下２８９　折橋方 金子　義明 元波　英敏

326 オンリー逗子の会 神奈川県逗子市山の根１－２－３５ 桐ヶ谷　覚 梶川　雄司 ○

327 かいせい未来ラボ（井上しんじ後援会） 神奈川県足柄上郡開成町吉田島２８０４ 井上　慎司 井上　大輔 ○

328 かがみまさひこサポーターズクラブ
神奈川県川崎市多摩区南生田５－１４－１１－２０
２

大津　慎一郎 津田　信男

329 輝く寒川をつくる会 神奈川県高座郡寒川町岡田４－６－３１ 佐藤　一夫 吉田　路夫 ○

330 輝け！日本 神奈川県横浜市神奈川区反町３－２２－２－２０２ 田中　紳一 緑川　勝利 ○
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331 笠原俊一後援会 神奈川県三浦郡葉山町長柄４４９－３　田中誠司方 伊藤　栄三 田中　誠司

332 風間あさみ後援会 神奈川県横浜市港北区箕輪町２－２－１２－２０６ 風間　麻美 鈴木　真一

333 笠間こうじ後援会 神奈川県綾瀬市早川３２１１ 藤井　信一 斉藤　隆訓

334 笠間しげじ事務所 神奈川県綾瀬市早川３２１１ 笠間　茂治 笠間　輝雄 ○

335 笠間のぼるの会 神奈川県綾瀬市早川１８２６ 小宮　量基 笠間　徹

336 風間正子と共に歩む会 神奈川県秦野市渋沢３－１３－８ 風間　厚 野村　剛之

337 かじお会
神奈川県横浜市港南区上大岡東１－６－２１　富士
見荘１号室

梶尾　明 梶尾　明 ○

338 カジノＮＯ！横浜力をつくる会
神奈川県横浜市中区蓬莱町２－４－５　関内ＤＯＭ
ＯＮビル６階

千葉　修平 神田　友輔 ○

339 梶村充後援会 神奈川県横浜市泉区中田東３－１９－５ 内田　庄次 木村　亜希子

340 数田としき後援会 神奈川県平塚市御殿１－２７－３０ 佐藤　正臣 佐藤　美保

341 片倉章博後援会 神奈川県平塚市諏訪町１－３０ 安藤　哲史 片倉　千鶴

342 かちかち会 神奈川県鎌倉市岡本１－１９－３－５０２ 大津　理津子 今泉　直也

343 勝俣ごういち後援会 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野５０７ 青野　豊 勝俣　美枝

344 勝俣浩行後援会 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野６１４－２ 勝俣　浩行 勝俣　康子 ○

345 勝又みつえ後援会
神奈川県川崎市麻生区百合丘２－９－７　百合ケ丘
ハイデンス２Ａ

二瓶　脩 助川　誠子

346 勝俣やすひこ後援会 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１１１１ 勝俣　清治 勝俣　亘

347 勝俣ようじ後援会 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１０６９ 勝俣　陽二 勝俣　さと子

348 桂秀光の会 神奈川県茅ヶ崎市松林１－１４－３９ 桂　秀光 桂　秀光 ○

349 活力と魅力に満ちた綾瀬の会 神奈川県綾瀬市吉岡５１２－９ 加藤　功 宇留志　光蔵

350 活力みなぎる市政を実現する会 神奈川県綾瀬市早川３２１１ 伊澤　健志朗 伊藤　正貴

351 加藤明徳後援会 神奈川県相模原市南区上鶴間１－１２－２７ 加藤　明徳 宮﨑　泰輔 ○

352 かとうあやの日本共産党後援会 神奈川県藤沢市藤沢２－３－２ 堀江　邦 渡邊　慈子

353 加藤久美応援会 神奈川県足柄上郡中井町松本１０３０－１ 加藤　国重 加藤　貴志

354 加藤ごう後援会 神奈川県秦野市新町２－１９ 関野　道弘 加藤　次枝

355 かとう修平後援会 神奈川県南足柄市狩野３４０ 田代　儀行 諸星　信隆

356 加藤だいし後援会
神奈川県茅ケ崎市東海岸北３－１５－３８　加藤　
勇　方

比留川　清春 加藤　尚嗣

357 加藤たかひさ後援会 神奈川県横浜市都筑区荏田東１－１７－１２ 男全　冨雄 渡辺　幸雄

358 加藤直己後援会 神奈川県南足柄市千津島２１９２ 加藤　直己 加藤　雅子 ○

359 加藤なを子日本共産党後援会 神奈川県藤沢市藤沢２－３－２ 堀江　邦 鈴木　建志

360 加藤一後援会 神奈川県藤沢市弥勒寺１－１９－７ 石井　博 矢澤　辰夫
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361 加藤ひでこ「市民と共にあゆむ会」 神奈川県逗子市小坪１－２６－３９ 加藤　秀子 加藤　秀子

362 加藤仁司後援会 神奈川県小田原市中村原４００　加藤方 町田　達哉 加藤　史子

363 加藤ひろと後援会 神奈川県横浜市磯子区栗木２－１３－３１ 加藤　広人 堤　脩 ○

364 加藤文康後援会 神奈川県横浜市神奈川区大野町１－２５－８０５ 金原　輝明 金原　輝明

365 加藤正人後援会 神奈川県足柄上郡中井町岩倉５８８ 加藤　正人 加藤　正義 ○

366 かとうまさひこ後援会 神奈川県南足柄市狩野４６５　かどや酒店内 加藤　雅彦 瀬戸　淳一

367 加藤眞道後援会 神奈川県横須賀市湘南鷹取４－８－４ 長澤　弘 白井　幸夫

368 かとう学後援会 神奈川県座間市栗原１２９０－１ 加藤　学 佐々木　敏雄 ○

369 かとう元弥後援会
神奈川県横浜市西区中央２－１３－１　ドマーニ・
Ｓ　１階

吉田　恵美 武井　士郎

370 加藤裕介後援会
神奈川県横須賀市久比里１－２６　ライフステージ
久里浜Ｃ－５０７

加藤　裕介 加藤　優

371 加藤りょう後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町岩２４２－１－３０１ 加藤　龍 加藤　美咲 ○

372 金井しんやを応援する会
神奈川県横浜市港北区小机町４４５　ヴェルドミー
ルヨコハマ４０１号

金井　真也 金井　光希 ○

373 金江大志後援会 神奈川県綾瀬市吉岡東１－６－４ 金江　大志 金江　南久美 ○

374 神奈川改革協議会
神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２０－７　白井ビ
ル３Ｆ

雨笠　裕治 雨笠　裕治

375 神奈川改革の会 神奈川県横浜市神奈川区松本町２－１３－６ 中山　大輔 伊藤　善美 ○

376 神奈川行政書士政治連盟
神奈川県横浜市中区山下町２　産業貿易センタービ
ル７階

加藤　幹夫 池亀　隆雄

377 神奈川行政手続研究会
神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町９３番地－２０
８

石田　知行 石田　知行

378 神奈川区薬剤師連盟 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－２０－５ 前田　成隆 池田　泰子

379 神奈川県医師連盟 神奈川県横浜市中区富士見町３－１ 菊岡　正和 渡邉　豊彦

380 神奈川県神谷まさゆき後援会 神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１ 川田　哲 山形　光正

381 神奈川県看護連盟
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

382 神奈川県警備業政治連盟 神奈川県横浜市中区南仲通４－５５　８Ｆ 田邊　中 高木　宏

383 神奈川県公衆浴場業政治連盟 神奈川県横浜市南区高根町２－１０ 山﨑　潤一 平野　浩美

384 神奈川県歯科医師連盟
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

385 神奈川県歯科衛生士連盟
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４０２号室

田邉　あんな 髙橋　小枝

386 神奈川県歯科技工士連盟
神奈川県横浜市西区平沼１－４０－１７　モンテベ
ルテ横浜２０１

廣﨑　晃久 田島　雅夫

387 神奈川県自動車整備政治連盟 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６６０ 市川　英治 青木　一孝

388 神奈川県司法書士政治連盟 神奈川県横浜市中区吉浜町１ 三好　千江子 岡　史代

389 神奈川県社会福祉政治連盟 神奈川県綾瀬市吉岡２３３７ 佐竹　敬 鶴飼　一晴

390 神奈川県社会保険労務士政治連盟
神奈川県横浜市中区真砂町４－４３　木下商事ビル
４階

石川　公一 寺井　健
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391 神奈川県獣医師政治連盟
神奈川県藤沢市鵠沼橘１―１６―１４　ヤマキビル
３－Ａ

北沢　浩一 下山　哲生

392 神奈川県柔道整復師政治連盟 神奈川県横浜市港北区新横浜３―２３―１１ 齋藤　武久 田代　優樹

393 神奈川県珠算普及政治連盟
神奈川県横浜市南区永田東３―６―３　神奈川県珠
算会館内

久貝　治雄 杉本　千代子

394 神奈川県商工政治連盟 神奈川県相模原市緑区中野５４５ 関戸　昌邦 中村　美好

395 神奈川県私立幼稚園教育振興連盟 神奈川県横浜市南区永田山王台３２－３５ 田野岡　由紀子 仁藤　一成

396 神奈川県鍼灸師連盟 神奈川県横浜市中区海岸通４－２１ 清水　慎司 古思　成人

397 神奈川県精神科病院協会政治連盟 神奈川県横浜市神奈川区台町８－１４－３０７ 竹内　知夫 武田　龍太郎

398 神奈川県税理士政治連盟
神奈川県横浜市西区花咲町４－１０６　税理士会館
２Ｆ

鈴木　崇晴 田中　秀拓

399 神奈川県税理士政治連盟厚木支部
神奈川県厚木市栄町１－１６－１５　厚木商工会議
所４Ｆ

佐藤　喜美男 新川　勉

400 神奈川県税理士政治連盟小田原支部
神奈川県小田原市本町４－２－３９　小田原箱根商
工会議所会館６階

藤尾　威文 久保谷　秀太郎

401 神奈川県税理士政治連盟神奈川支部 神奈川県横浜市港北区大豆戸町５４７－１ 辻　泰二郎 阿部　幸宣

402 神奈川県税理士政治連盟鎌倉支部
神奈川県鎌倉市扇ガ谷１－８－９　鎌工会ビル３０
５

岡田　高子 林　由紀子

403 神奈川県税理士政治連盟川崎北支部
神奈川県川崎市高津区久本２－２－１　久本こすも
すビル３階

斉藤　雄樹 大村　慶信

404 神奈川県税理士政治連盟川崎西支部 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－２４ 小出　富美子 松永　しのぶ

405 神奈川県税理士政治連盟川崎南支部
神奈川県川崎市川崎区宮前町８－１８　井口ビル４
０１

所　太郎 橋本　光志

406 神奈川県税理士政治連盟相模原支部
神奈川県相模原市中央区中央３－１２－３　相模原
商工会館３階

鈴木　峰陽 山之内　洋

407 神奈川県税理士政治連盟鶴見支部
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３５－２１　
ニックハイム鶴見中央通ビル２０１号室

山本　美登 小堀　若菜

408 神奈川県税理士政治連盟戸塚支部
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４４９－２　戸塚法
人会館２０２

石川　昇 篠崎　利昭

409 神奈川県税理士政治連盟平塚支部 神奈川県平塚市松風町２－１０　平塚商工会議所内 赤澤　秀之 三浦　潔彦

410 神奈川県税理士政治連盟藤沢支部 神奈川県藤沢市藤沢５７６　林ビル３－Ａ 山本　裕子 吉田　政明

411 神奈川県税理士政治連盟保土ヶ谷支部
神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－６７ストーク
マンション保土ヶ谷・石田３０５

大滝　知秀 山田　展士人

412 神奈川県税理士政治連盟緑支部
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１０４５－５　市ヶ
尾田園ビル２Ｆ

平山　紀美子 宮本　拓馬

413 神奈川県税理士政治連盟大和支部 神奈川県大和市中央４－６－２７　伴ビル２階 鈴木　正和 遠藤　伸彰

414 神奈川県税理士政治連盟横須賀支部 神奈川県横須賀市平成町２－１４－４ 渡辺　正樹 越後　浩二

415 神奈川県税理士政治連盟横浜中央支部 神奈川県横浜市西区花咲町４－１０６ 甲田　勝久 安彦　修

416 神奈川県税理士政治連盟横浜南支部
神奈川県横浜市南区花之木町２－２８　ハイツ花之
木１０４号

山野井　千恵 浦崎　久子

417 神奈川県石油政治連盟 神奈川県横浜市中区万代町３―５―３ 大庭　大 植栗　正光

418 神奈川県隊友政治連盟
神奈川県綾瀬市吉岡東１－５－１５－４０４　松岡
貞義宅内

松岡　貞義 角舘　満弘

419 神奈川県宅建政治連盟
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

草間　時彦 横溝　徹

420 神奈川県中小企業政治協会 神奈川県横須賀市夏島町６ 森　洋 大竹　准一
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421 神奈川県土地改良政治連盟
神奈川県相模原市中央区陽光台４－１０－１３　
（米多方）

間宮　恒行 米多　正之

422 神奈川県土地家屋調査士政治連盟 神奈川県横浜市西区楠町１８ 上田　尚彦 石川　公太郎

423 神奈川県トラック政治連盟 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１１－１ 吉田　修一 石橋　廣

424 神奈川県農政推進連盟 神奈川県横浜市中区海岸通１－２－２ 大川　良一 青木　哲也

425 神奈川県病院協会政治連盟
神奈川県川崎市麻生区上麻生６－２５－１（麻生総
合病院内）

菅　泰博 松島　誠

426 神奈川県美容政治連盟
神奈川県横浜市中区弥生町２－１５－１　ストーク
タワー大通り公園Ⅲ２０２号

澤飯　廣英 渡邉　美栄子

427 神奈川県ビルメンテナンス政治連盟
神奈川県横浜市中区寿町２－５－１　川本工業ビル
７階

矢口　寛志 鴻　義典

428 神奈川県本田あきこ後援会 神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１ 川田　哲 山形　光正

429 かながわ県民ファーストの会 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３８７０－１ 北井　宏昭 金子　健一郎

430 神奈川県薬剤師連盟 神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１ 川田　哲 山形　光正

431 神奈川県理学療法士連盟
神奈川県横浜市西区楠町４－１２　アーリア２０　
１０１号

炭　孝昭 古川　広明

432 神奈川県理容政治連盟
神奈川県横浜市磯子区中原１－１－１４　神奈川県
理容会館

船津　博司 古谷　慶一

433 神奈川県林業政治連盟 神奈川県秦野市菖蒲３１７ 小泉　清隆 工藤　達也

434 神奈川県臨床工学技士連盟
神奈川県横浜市西区高島２－１０－１３　横浜東口
ビル６０６（公社）神奈川県臨床工学技士会

小林　剛志 佐藤　武志

435 神奈川新政経懇話会
神奈川県横浜市金沢区柴町３６７－１　金沢シーサ
イドタウン柴３－２０７

浅川　義治 野中　英紀 ○ ○

436 かながわ政経研究フォーラム 神奈川県逗子市久木８－２－１３ 近藤　宏美 加藤　秀子

437 神奈川ネットワーク運動 神奈川県横浜市中区南仲通４－４０　南山ビル２Ｆ 佐々木　由美子 前田　多賀子

438 神奈川ネットワーク運動・青葉
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５１－１　ライ
オンズマンション市が尾第２－２０３

霜山　恵子 霜山　恵子

439 神奈川ネットワーク運動・あさお
神奈川県川崎市麻生区万福寺１－９－３　トーシン
ハイツ２０３

門平　きょう子 岡田　睦美

440 神奈川ネットワーク運動・旭
神奈川県横浜市旭区白根６－２６－１６　梅野りん
こ方

梅野　りんこ 倉田　百合子

441 神奈川ネットワーク運動あやせ 神奈川県綾瀬市寺尾本町１－１７－４９ 渡部　市代 森藤　紀子

442 神奈川ネットワーク運動・伊勢原 神奈川県伊勢原市高森２－５－１ 土山　由美子 澤田　圭

443 神奈川ネットワ－ク運動磯子市民ネット 神奈川県横浜市磯子区森２－１－１０ 井上　明子 恵濃　郁子

444 神奈川ネットワーク運動海老名 神奈川県海老名市中新田１－１１－１１ 斉藤　いずみ 高林　眞智子

445 神奈川ネットワーク運動・鎌倉
神奈川県鎌倉市大船３－３－１５　サンライズ大船
１０４

三宅　真里 三輪　裕美子

446 神奈川ネットワーク運動川崎ブロック協議会
神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１２－３　富士通
ハイツＢ１２４

前田　絹子 三浦　由里子

447 神奈川ネットワーク運動・さがみはら 神奈川県相模原市南区旭町８－１４　１－Ｃ 岩本　香苗 佐藤　清子

448 神奈川ネットワーク運動・座間市民ネット
神奈川県座間市入谷東３－３０－２６　澤善ビル２
Ｆ

木野　久美 城戸　厚子

449 神奈川ネットワーク運動・高津
神奈川県川崎市高津区新作４－１２－１－５０２　
三浦方

三浦　由里子 加藤　伸子

450 神奈川ネットワーク運動・つづき 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２４－２１ 𠮷野　歌代子 渡辺　さよ子
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451 神奈川ネットワーク運動・とつか 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘９６－１６ 加治　礼子 橋本　静子

452 神奈川ネットワーク運動・二宮 神奈川県中郡二宮町二宮１３３ 一石　洋子 町田　久美子

453 神奈川ネットワーク運動・平塚 神奈川県平塚市老松町１６－３－１０３ 佐藤　秀子 中野　由美子

454 神奈川ネットワーク運動・藤沢 神奈川県藤沢市鵠沼橘１－３－１－２ 植木　裕子 菅原　二恵

455 神奈川ネットワ－ク運動緑ネット 神奈川県横浜市緑区上山２－４３－２２　熊谷暁宅 熊谷　暁 小林　志子

456 神奈川ネットワーク運動・宮前
神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１２－３　Ｂ棟１
２４

潮崎　芳子 渡辺　あつ子

457 神奈川ネットワーク運動・大和市民会議 神奈川県大和市深見西８－８－７ 国兼　久子 中村　暁子

458 神奈川ネットワーク運動・横須賀 神奈川県横須賀市米が浜通１－３ 瀧川　君枝 吉野　昌世

459 かながわの未来を考える会 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川３－７－２４ 高橋　栄一郎 岩崎　光寿 ○

460 かながわの未来をつくる会 神奈川県横浜市磯子区中原１－１－１７－２Ｆ 井上　信也 梶原　岳史

461 神奈川フロンティア
神奈川県横浜市都筑区勝田南１－１９－１５　粉間
謙造方

粉間　謙造 大野　雅也

462 神奈川みどりまちづくりサークル 神奈川県川崎市宮前区有馬７－４－１７ 織田　勝久 内田　昌子 ○

463 かながわ未来構想 神奈川県川崎市川崎区大島５－８－１３　２Ｆ 小野　需 田中　敦子

464 神奈川民社協会 神奈川県横浜市中区不老町１－５－５ 曽我部　久美子 伊関　功滋

465 神奈川民社協会湘南総支部 神奈川県平塚市中堂１０―１８ 山原　栄一 大野　祐司

466 神奈川民社協会第１３区総支部
神奈川県座間市東原５－１－７－４０２　さがみ野
さくら

沖本　浩二 木村　功

467 神奈川民社協会第１２区総支部 神奈川県高座郡寒川町岡田４－６－３１ 佐藤　一夫 浜元　輝喜

468 神奈川民社協会横須賀支部 神奈川県横須賀市湘南鷹取６－１－１－８ 伊関　功滋 高橋　英昭

469 かながわ民主教育政治連盟
神奈川県横浜市西区藤棚町２－１９７　神奈川県教
育会館内

岸部　都 岩澤　政和

470 神奈川力
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 ○

471 神奈川ルネッサンス
神奈川県川崎市中原区市ノ坪６６－５　ライオンズ
マンション武蔵小杉第２－３１３

徳安　久是 徳安　倭人子

472 金崎とおる後援会 神奈川県小田原市城山３－２５－５ 金崎　達 金崎　あゆみ ○

473 かなざきひさを応援する会 神奈川県三浦郡葉山町上山口１８７８－９ 宮川　政令 水谷　誠

474 金沢区の未来を拓く会
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１７－８　ロワ
イヤルパレスＦ

石渡　由紀夫 佐藤　誠

475 金田としのぶ日本共産党後援会 神奈川県茅ヶ崎市中海岸４－１－３９－１０１ 臼田　勇治 長久　正子

476 かなや隼人とあしたの川崎を考える会
神奈川県川崎市高津区溝口３－２２－６０　グリー
ンハイツ１０２号室

金屋　隼人 金屋　隼人

477 金山きよみ後援会 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡１－１７－３ 髙尾　信 金山　喜代美

478 金子豊貴男後援会 神奈川県相模原市南区東林間４－２１－１９ 金子　豊貴男 田中　和子 ○

479 金子はるか後援会 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５５９－１－１０１ 金子　遥 田村　耕太郎

480 かねはら忠博後援会 神奈川県大和市下鶴間２－１２－３３－２０４ 金原　忠博 岸田　清和 ○
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481 金村りゅうな後援会
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 ○ ○

482 鎌倉アップデートチャレンジ 神奈川県鎌倉市坂ノ下８－３－Ａ 小栁　麻子 小栁　麻子 ○

483 鎌倉市医師連盟 神奈川県鎌倉市材木座３－５－３５ 山口　泰 木村　耕三

484 鎌倉市歯科医師連盟
神奈川県鎌倉市台２－８－１　鎌倉市台在宅福祉
サービスセンター内

五十嵐　史征 喜多　一郎

485 鎌倉ねくすと～次の鎌倉を創る会 神奈川県鎌倉市極楽寺３－１４－２１ 寺田　浩彦 安藤　貢

486 鎌倉の明日を考える会 神奈川県鎌倉市台２－２－１８ 澤田　正夫 澤田　正夫

487 かまくらハート・プロジェクト 神奈川県鎌倉市腰越３－８－２２ 髙堀　富美子 髙堀　英樹

488 鎌倉夢プロジェクトの会 神奈川県鎌倉市浄明寺４－６－１５ 髙橋　浩司 小野田　康成

489 かみぐち明彦後援会 神奈川県茅ヶ崎市矢畑７４２－２ 上口　明彦 上口　完実 ○

490 神倉ひろあき後援会 神奈川県秦野市渋沢２－５－１３ 神倉　寛明 榎本　光延 ○

491 神子雅人後援会 神奈川県厚木市戸田１８６２－１ 大貫　明 善永　一郎

492 上沢本尚後援会 神奈川県座間市相模が丘４－７２－６ 上沢　本尚 勝田　祐治 ○

493 上地克明後援会 神奈川県横須賀市米が浜通１－３ 上地　克明 田村　裕康

494 神永四郎後援会 神奈川県小田原市南町１－８－２３ 佐野　朝幸 安藤　優介

495 上村ひろのぶ後援会 神奈川県横浜市戸塚区原宿１－１６－１６ 上村　裕伸 上村　裕伸 ○

496 かみお江里を応援する会 神奈川県藤沢市辻堂西海岸２－７－１－４０２ 神尾　江里 神尾　忠正

497 亀井たかつぐ後援会 神奈川県横須賀市浦賀１－１０－１－２０４ 亀井　貴嗣 武井　利徳 ○

498 かもしだ啓介後援会
神奈川県横浜市緑区十日市場町８３４－４　チュウ
バチビル２階

鴨志田　啓介 江尻　健人 ○

499 かやたかゆき後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津３５５２ 茅　孝之 茅　孝之

500 かやのま理沙後援会 神奈川県平塚市老松町１６－３－１０３ 厚見　利子 中野　由美子

501 かやひろむ後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津２２２４ 吉田　寿 茅　陽子

502 嘉山淳平後援会 神奈川県横須賀市長井２－１３－１８ 嘉山　淳平 嘉山　悠希

503 唐澤一代後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領５７６－９ 唐澤　一代 唐澤　亮 ○

504 カラフル教育クラブ 神奈川県横浜市戸塚区汲沢４－３３－１４ 広越　由美子 小林　章子

505 かるべ和夫後援会 神奈川県横浜市南区別所２―１１―１３ 軽部　和夫 軽部　郭

506 川口かおる後援会 神奈川県秦野市幸町３－２０ 栗原　八重治 川口　伸二

507 川口延明後援会 神奈川県足柄下郡箱根町箱根１７５ 川口　忠弘 石内　明美

508 川口ひとし後援会 神奈川県厚木市山際１０２０－４ 川口　仁 石川　文康 ○

509 川口ひろ後援会
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

510 川口ひろゆき後援会 神奈川県横須賀市坂本町６－５ 井上　善次 坂倉　真人
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511 川口富士子と市政フロンティアを目指す会 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根６２９－２ 川口　富士子 笹岡　典之

512 川久保昌彦と減災の街小田原をつくる会 神奈川県小田原市蓮正寺９５８－５ 川久保　昌彦 川久保　弘子

513 川崎から日本を変える会
神奈川県川崎市宮前区小台２－６－２　ラポール宮
前平２Ｆ

添田　勝 奥山　昌文

514 川崎区薬剤師連盟 神奈川県川崎市川崎区出来野８－１６ 田中　充裕 髙橋　義和

515 川崎市医師連盟 神奈川県川崎市中原区小杉町３―２６―７ 岡野　敏明 原田　俊隆

516 川崎市財政改善（カイゼン）さかまき会 神奈川県川崎市宮前区五所塚１－２１－３ 坂巻　良一 坂巻　良一

517 川崎市歯科医師連盟 神奈川県川崎市川崎区砂子２－１０－１０ 宮坂　和弘 梅田　和裕

518 川崎市獣医師連盟 神奈川県川崎市中原区今井上町１－３４ 大橋　將太郎 岩佐　保宏

519 かわさき自治政策研究会
神奈川県川崎市川崎区大島１－２３－４　サイトー
ハイツ１０２号

長谷川　智一 長谷川　幹子 ○

520 川崎市民間保育園政治連盟
神奈川県川崎市川崎区渡田新町３－２－８　かわさ
き保育会館　一般財団法人川崎市保育会内

奥村　尚三 三橋　秀行

521 川崎市民有権者の会
神奈川県川崎市中原区新丸子町９１１－７　武蔵小
杉マンション１０６

西田　昭典 新村　美恵子

522 川崎市薬剤師連盟 神奈川県川崎市川崎区富士見１－１－１ 福嶋　仁 森井　広樹

523 川崎修平後援会 神奈川県横浜市鶴見区市場下町９－２６ 横溝　徹 髙木　邦一

524 かわさき振興フォーラム
神奈川県川崎市川崎区港町４－１　コートフェリカ
５０３

平野　悦男 岩澤　克政

525 川崎の発展を考える会
神奈川県川崎市川崎区本町１－８－３　東急ドエル
アルス川崎３０３号

髙橋　章 永野　幸三

526 川崎の飛躍を目指す会
神奈川県川崎市麻生区白鳥２－３－２　Ｋコーポ白
鳥１０３

月本　琢也 月本　琢也

527 川崎の未来を考える会
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 ○

528 川崎の未来を創る会 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 杉山　徹 相原　房子

529 川崎民社協会 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２０－７ 雨笠　裕治 潮田　智信

530 川崎民主市政をつくる会 神奈川県川崎市中原区下沼部１８８０ 大貫　春男 大貫　春男

531 川島まさひろ励ます会 神奈川県川崎市中原区井田３－１７－２０－４０５ 川島　雅裕 丹羽　勝巳 ○

532 川瀬正行後援会 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬９４０－１６ 川瀬　真寿美 福田　裕治

533 川中寛之と共に大磯の山河を守る会 神奈川県中郡大磯町東小磯５５－２ 川中　政子 尾尻　美晴

534 かわの忠正励ます会 神奈川県川崎市幸区小向西町３－５１ 河野　忠正 内田　和雄 ○

535 かわばた恵美子後援会 神奈川県大和市福田１２３９－１７ 河端　恵美子 中島　広明 ○

536 川辺よし男後援会 神奈川県横浜市戸塚区小雀町４７６ 井上　泰 川辺　智子

537 川辺よし男を育てる会 神奈川県横浜市戸塚区小雀町４７６ 川辺　芳男 今井　三二三 ○

538 川本伸後援会 神奈川県横須賀市長井３－３０－２０ 川本　伸 嶋谷　三郎 ○

539 河本文雄後援会 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 ○

540 川本学連合後援会
神奈川県川崎市中原区田尻町１２　エトワール川崎
平間１Ｆ

伊藤　稔 田口　ひろ子
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541 観光振興研究会
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町１－１－６　第二吉
原ビル２階

佐藤　茂 佐藤　孝太

542 神﨑豊太後援会 神奈川県横浜市戸塚区吉田町１８４６－９－１０６ 神﨑　豊太 神﨑　豊太

543 環太平洋の自由と平和を守る会神奈川 神奈川県大和市下鶴間２―１２―３３―３０７ 宮澤　砂夫 村上　陽子

544 神戸ひでのり後援会 神奈川県小田原市国府津４－２－４ 和田　博行 舩山　修

545 神戸ひでのりサポーターズ 神奈川県小田原市国府津４－２－４ 田代　守孝 舩山　修

546 木内ひでかず励ます会 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町２－３－１１ 木内　秀一 梅原　靖弘 ○

547 木川和雄後援会 神奈川県中郡二宮町二宮４０５－２ 木川　和雄 木川　和雄

548 菊水政厚社 神奈川県横須賀市根岸町５－１３－５ 佐伯　大輔 佐伯　大輔

549 菊池俊一後援会 神奈川県逗子市逗子７－１－４４ 菊池　俊一 菊池　俊一

550 きくち雅介後援会 神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸１－４９ 菊池　雅介 菊池　久美子 ○

551 菊明会 神奈川県逗子市逗子７－１－４４ 菊池　俊一 菊池　俊一 ○

552 岸上あつこ後援会 神奈川県愛甲郡愛川町半原２８１５－１ 岸上　敦子 村上　博 ○

553 義志の会 神奈川県厚木市旭町１－１５－１７　３Ｆ 山本　善一 佐々木　由 ○

554 きしべ都後援会 神奈川県横浜市南区通町２－２５－３ 岸部　都 松野　洋子 ○

555 岸正明後援会 神奈川県茅ケ崎市十間坂３－５－３－１０２ 岸　正明 太田　武美 ○

556 岸光男後援会 神奈川県足柄上郡中井町北田４３３－１ 田中　満 岸　明美

557 岸本あつこサポーターズ（岸本あつこ後援会） 神奈川県南足柄市壗下１００８－５ 岸本　敦子 湯山　優 ○

558 岸本優後援会 神奈川県高座郡寒川町倉見９７０－１ 岸本　優 岸本　麻衣

559 北井宏昭後援会 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３８７０－１ 北井　宏昭 金子　健一郎

560 北橋せつお後援会 神奈川県藤沢市亀井野１－１０－１３ 北橋　節男 北橋　敬子

561 きつかわ佳彦と綾瀬を育む会 神奈川県綾瀬市寺尾台１－１３－５　橘川佳彦宅 橘川　佳彦 橘川　佳彦 ○

562 木下義裕後援会
神奈川県横須賀市船越町６－５０　ＦＴＫハイツ２
０２

木下　義裕 木下　武 ○

563 君嶋ちか子後援会
神奈川県川崎市中原区下沼部１７６３　エステービ
ル１０１

小寺　良一 小神　純子

564 木村いさむ後援会
神奈川県足柄下郡真鶴町岩８６６－１　山本貸家５
号

木村　勇 柏木　一彦

565 木村けんいち後援会 神奈川県大和市上和田２５１１ 遠藤　博司 木村　百佳

566 木村謙蔵後援会 神奈川県三浦市三崎３－２－１１ 木村　謙蔵 加藤　幸雄 ○

567 木村としお後援会 神奈川県高座郡寒川町岡田３－７－３７ 木村　勇 鈴木　昭彦

568 きむら正彦（キムマサ・オレンジの会） 神奈川県小田原市矢作３７４ 小早川　のぞみ 木村　久子

569 木村ますみ後援会 神奈川県秦野市下大槻１９２－２８ 鈴木　克美 原　康夫

570
キャタピラー日本労働組合相模地区政治活動委
員会

神奈川県横浜市西区高島２－５－４　フレンドシッ
プビル４階

武井　英樹 小澤　良明
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571 木山こうじと茅ヶ崎の未来を作る会
神奈川県茅ヶ崎市堤７７－１　マリヴァノン１－２
０３

木山　耕治 木山　耕治 ○

572 ９条ネット神奈川 神奈川県横浜市中区不老町２－１１－５栄ビル３Ｆ 手塚　賢一 塚本　鉄男

573 京島けいこ後援会 神奈川県相模原市南区相模大野６－７－２ 京島　圭子 永田　レイ

574 行田朝仁後援会 神奈川県横浜市青葉区田奈町２０－１８ 行田　朝仁 川野辺　徹 ○

575 郷土を考える会 神奈川県座間市立野台３－１５－１ 京免　康彦 須藤　盛二

576 京免やすひこ後援会 神奈川県座間市立野台３－１５－１ 大野　一昭 須藤　盛二

577 きりがや一孝後援会 神奈川県逗子市沼間３－１３－７ 桐ヶ谷　一孝 桐ヶ谷　安子

578 桐ヶ谷さとる後援会 神奈川県逗子市山の根１－２－３５ 村松　邦彦 梶川　雄司

579 桐生秀昭後援会
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 桐生　秀昭

580 久坂くにえサポーターズクラブ 神奈川県鎌倉市大船６－１－３３ 久坂　くにえ 川浪　布貴子 ○

581 くさか景子と未来をつくる会 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北２－１－５７　１階 加藤　寛 池田　節子

582 久坂せいじ君を応援する会 神奈川県鎌倉市大船６－１－３３ 久坂　誠治 中西　秀行 ○

583 久坂せいじ後援会 神奈川県鎌倉市大船６－１－３３ 木村　寛之 伊藤　修次郎

584 くさま剛後援会 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２３－９ 草間　剛 秋山　怜史 ○

585 草間みちはる後援会 神奈川県三浦市南下浦町松輪１３０３ 米田　一清 草間　恵子

586
楠梨恵子と明日を考える会（略称梨恵子と考え
る会）

神奈川県横浜市栄区公田町５１４－３ 柄戸　梨恵子 井芹　茂 ○

587 工藤昭四郎後援会 神奈川県横須賀市久里浜７－５－１－７０３ 工藤　昭四郎 工藤　弘子

588 工藤れいこ後援会 神奈川県川崎市宮前区野川台２－１４－１４ 工藤　礼子 今西　強 ○

589 くにかね久子と仲間たち 神奈川県大和市深見西８－８－７ 飯塚　栄子 武志　富美枝

590 久保かずひろを励ます会 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢１－６７－２０ 久保　和弘 竹内　規本 ○

591 久保薗悠後援会 神奈川県川崎市宮前区小台２－６－２ 久保薗　悠 久保薗　悠 ○

592 久保田さとし後援会 神奈川県平塚市河内１８５－７ 久保田　聡 久保田　育雄 ○

593 久保田ひでよしを支援する会 神奈川県海老名市上今泉２－３－１９ 水村　好男 小林　真樹子

594 久保田ひろたか後援会 神奈川県相模原市南区大野台５－２－１３ 久保田　浩孝 泉　義春 ○

595 熊谷正和後援会 神奈川県中郡二宮町緑が丘３－１２－１９ 熊谷　正和 熊谷　正和

596 くまきり和人後援会 神奈川県座間市入谷東４－５３－１９ 田中　賢一 熊切　松吾

597 熊坂たかのり後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津３４０８－２ 熊坂　建夫 熊坂　弥生

598 熊沢友子を励ます会 神奈川県足柄上郡山北町山北６１６ 熊沢　友子 熊沢　功夫 ○

599 倉橋正美後援会 神奈川県海老名市国分南２－３８－３１ 市川　雅史 市川　雅史

600 クラブ二五三 神奈川県茅ヶ崎市松林１－１４－３９ 桂　秀光 桂　秀光
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601 グリスタン・エズズと神奈川の未来をつくる会
神奈川県平塚市田村２－９　サニーメゾン平塚５号
棟２０６号

山田　和宏 鈴木　幸人 ○

602 くり林こうこう後援会
神奈川県鎌倉市大船１－１２－１０　湘南第５ビル
４Ｆ　ＮＥＫＴＯＮ大船＃０５

栗林　幸広 栗林　幸広 ○

603 くりはらえりこ応援会 神奈川県鎌倉市山ノ内３７７―１ 栗原　絵里子 栗原　絵里子

604 くりはら貴司後援会 神奈川県藤沢市鵠沼橘２－４－３ 堀田　祐二 栗原　英信

605 栗原大後援会 神奈川県相模原市緑区鳥屋５１ 尾崎　邦夫 中村　正義

606 くるま座ニューレポートの会 神奈川県藤沢市川名２－１－２ 井上　里紗 井上　裕介

607 黒石茂樹と平塚の明日を語る会 神奈川県平塚市平塚５－６－２９ 黒石　茂樹 熊坂　文雄

608 黒岩祐治後援会
神奈川県横浜市中区弁天通１－１５－１　アコルデ
横浜関内７０２

小谷　昌 竹村　光史

609 黒川勝後援会
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

新　雄二 宍倉　澄人

610 黒沢よしゆき後援会 神奈川県高座郡寒川町宮山１３７－３ 黒沢　善行 黒澤　明子 ○

611 黒田ナオコ後援会 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－２０－７－３０６ 黒田　直子 黒田　雄一 ○

612 黒田ひでお後援会
神奈川県横浜市戸塚区吉田町１８４６－９　スカイ
コート戸塚１０６

黒田　秀雄 黒田　秀雄

613 桑原やすえ虹色未来プロジェクト 神奈川県逗子市久木４－１７－１２ 中村　充隆 桑原　潔

614 慶興会 神奈川県鎌倉市大船１－２３－１１　松岡ビル５階 三谷　智雄 長尾　有祐 ○

615 経世研究会
神奈川県川崎市多摩区中野島３－１５－３８－４０
３

三宅　隆介 浅谷　佳代 ○

616 経泉会
神奈川県横須賀市夏島町６番地　（株）富士オイル
内

森　洋 近藤　雅之 ○

617 継続するちからの会 神奈川県南足柄市狩野３４０ 遠藤　重和 諸星　信隆

618 京浜急行バス交通政策研究会 神奈川県川崎市川崎区中瀬３－２０－１９－３１８ 小林　実 安藤　博

619 経明会 神奈川県横須賀市米が浜通１－３ 平松　廣司 近藤　雅之

620 月光会さおとめ智子ジェンダー政策研究会
神奈川県横浜市磯子区洋光台６－２０－１　大久保
ビル２Ｂ

早乙女　智子 早乙女　智子 ○

621 傑成会 神奈川県横浜市鶴見区寺谷２－４－１－３ 柏原　傑 柏原　千夏 ○

622 県央新都市研究会 神奈川県座間市入谷西４－１６－３ 内藤　登明 内藤　浩司 ○

623 県央政経研究会 神奈川県綾瀬市小園９５９－１ 綱嶋　洋一 堀　誠 ○

624 県央四市を考える会 神奈川県海老名市中央１－１８－２７ 相原　繁 金子　志穂

625 元気印の箱根２１ 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下２８９　折橋方 折橋　尚道 元波　英敏 ○

626 健幸都市やまと 神奈川県大和市上草柳７－１０－２９ 古谷田　ヒロ 古谷田　力

627 健康都市やまとを支持する会 神奈川県大和市下鶴間２－２－３１－１４１３ 大木　哲 佐伯　良一

628 賢翔会 神奈川県相模原市南区西大沼２－５２－１３ 本村　賢太郎 秋森　三男 ○

629 Ｋｅｎ’ｓ　ＣＬＵＢ（ケンズクラブ）
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

吉村　義哉 阿部　裕子

630 県政会
神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２３－７－２階　
相原高広事務所内

相原　高広 相原　高広
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631 憲政研究会 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－９－３０ 江田　憲司 小嶋　優 ○ ○

632 県政と港南をつなぐ会 神奈川県横浜市港南区下永谷４－２－５ 田中　米一 田中　冨美子

633 げんなみ正保後援会 神奈川県横浜市泉区中田南３－２６－６ 源波　正保 樋口　まゆみ ○

634 憲法を市政にいかし、すみよい厚木をつくる会 神奈川県厚木市水引２－７－８ 豊　雅紹 釘丸　久子

635 小泉しゅうすけとあたたかな寒川を作る会
神奈川県高座郡寒川町宮山１２６８―４　クレイン
Ｄ号室

小泉　秀輔 小泉　章夫

636 小泉進次郎同志会 神奈川県横須賀市小川町１３　宇野ビル３Ｆ 鍋倉　正樹 鍋倉　正樹 ○

637 小泉春雄後援会 神奈川県平塚市下島５１２ 秋山　節治 小泉　はるみ

638 紅志会 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 ○ ○

639 公正で民主的なみんなの市長をつくる会 神奈川県小田原市鴨宮１６２湘南大竹ビル１Ｆ 金子　あそみ 斉藤　修

640 港都研究会 神奈川県横浜市磯子区原町１３－１０－６０５ 渕　龍一 工藤　久典 ○

641 港南政経桐秀会
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 桐生　秀昭 ○

642 河野太郎事務所
神奈川県茅ヶ崎市十間坂１－２－３　ツユキビル２
Ｆ

河野　太郎 盛　純二 ○ ○

643 河野ゆかり後援会 神奈川県川崎市多摩区菅北浦４－１４－５７ 河野　ゆかり 武田　ひろ子 ○

644 幸福実現党厚木後援会 神奈川県厚木市旭町５－２７－３ 石川　英夫 小原　真理

645 幸福実現党小田原後援会 神奈川県小田原市南板橋２－２３８－１ 小林　富士夫 齋藤　玲子

646 幸福実現党神奈川県本部 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２８　Ｅ６０７号 小又　英雄 山口　公樹

647 幸福実現党神奈川西部後援会 神奈川県足柄上郡山北町岸２３６－４６ 保坂　達男 田畑　昌恵

648 幸福実現党神奈川中央後援会
神奈川県海老名市中央３－４－９　レクセル海老名
９０５

石榑　享司 中野　淳子

649 幸福実現党鎌倉後援会 神奈川県鎌倉市手広５―３―４―１０８　金崎攝方 松田　宇弘 松田　宇弘

650 幸福実現党川崎後援会 神奈川県川崎市幸区新塚越１－２－１－１７１１ 牧　浩美 北村　直登

651 幸福実現党川崎西後援会
神奈川県川崎市麻生区岡上５－２１－１２－３０２
号　アシェール鶴川

高見　知恵 東　修一

652 幸福実現党相模原後援会 神奈川県相模原市中央区千代田３－８－１６ 佐藤　順一 井上　裕二

653 幸福実現党相模原緑後援会 神奈川県相模原市緑区橋本５－２０－１５ 後藤　弘幸 小林　純

654 幸福実現党湘南後援会 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡５－１１－２１ 大山　佳代子 松田　宇弘

655 幸福実現党新横浜後援会
神奈川県横浜市港北区大倉山１－２６－２３－３０
２

山田　義明 山田　義明

656 幸福実現党平塚後援会 神奈川県平塚市明石町２２－３－３０１ 小柳津　基司 三宮　芳好

657 幸福実現党横須賀後援会
神奈川県横須賀市大津町４－２４－４６　新大津グ
リーンコーポ３５

小野　義浩 井野　由佳

658 幸福実現党横浜青葉後援会
神奈川県横浜市緑区十日市場町８１７－３　スカイ
ハイム２０５

橋本　真弓 橋本　真弓

659 幸福実現党横浜旭後援会 神奈川県横浜市旭区中沢１－６１－５ 須藤　千秋 中原　こずえ

660 幸福実現党横浜港南台後援会
神奈川県横浜市港南区野庭町４０－１　上永谷ガー
デンハウス６０１号

岩浪　康明 渡辺　佳代子
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661 幸福実現党横浜鶴見後援会 神奈川県横浜市鶴見区下末吉５－３２－２１ 仲田　ロバート 金子　信義

662 幸福実現党横浜戸塚後援会 神奈川県横浜市戸塚区吉田町１２６５－２６ 徳見　敏夫 白取　美和

663 幸福実現党横浜みなとみらい後援会 神奈川県横浜市西区西戸部町２―１９７－２７ 鷲頭　妙子 鷲頭　妙子

664 幸福実現党横浜南後援会
神奈川県横浜市緑区十日市場町８５４－１９　ビッ
クヴァン十日市場１０３号

鵜池　則子 鵜池　則子

665 孝朋会 神奈川県相模原市中央区田名２９２８ 岸浪　孝志 田中　康介 ○

666 港北薬剤師連盟
神奈川県横浜市港北区綱島西１－４－１３　パーク
サイドレジデンス２Ｂ

髙木　健司 鵜飼　典男

667 公明党をサポートする神奈川の会
神奈川県横浜市中区山下町７４－１　大和地所ビル
１１階

河上　覃雄 大滝　正雄

668 こうや憲後援会 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷３－４－８ 高谷　憲 高谷　しげの

669 宏友会
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－１４　新弘
ビル７階

中田　宏 奈良　俊幸 ○

670 晃友会 神奈川県相模原市南区南台５－１－５ 鈴木　晃地 熊坂　崇徳

671 厚良会 神奈川県厚木市上依知１５３２ 小林　常良 小島　正實 ○

672 古賀てるき後援会 神奈川県横浜市緑区森の台５―８―３０４ 古賀　照基 古賀　典子 ○

673 こがゆ会
神奈川県横浜市旭区二俣川２－５０－１４　１６１
３号室

小粥　康弘 奥野　道弘 ○

674 こがゆ康弘後援会 神奈川県横浜市旭区二俣川１－５ 新林　久金 奥野　道弘

675 国際勝共連合神奈川県本部
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘２－８９　第二軽
井沢コーポ１０３

武者　宗悦 武者　宗悦

676 国際生活文化研究会 神奈川県横浜市都筑区荏田東１－１７－１２ 加藤　堯久 相沢　登 ○

677 國心党
神奈川県横浜市旭区桐が作１６０７－１　第二コー
ポみき１０３

三部　保 三部　保

678 こさわ隆宏後援会 神奈川県相模原市中央区富士見５－１３－１１ 小澤　隆宏 小澤　亜由美

679 こしいしかつ子後援会
神奈川県横浜市栄区桂町３２５－１　パセアル本郷
台１０３Ｂ

長瀬　修 網代　孝

680 古塩まさよし後援会 神奈川県綾瀬市吉岡３３４４ 近藤　亘 多賀　俊一

681 小島淳後援会 神奈川県愛甲郡愛川町半原４５９７ 小島　淳 小島　光栄

682 小島かつみ後援会
神奈川県茅ヶ崎市萩園２７２２－３－２０５　早川
正方

大森　久巳男 早川　正

683 小島健一後援会 神奈川県横浜市青葉区榎が丘１３－１０ 小島　健一 小島　礼子

684 こじま総一郎後援会 神奈川県愛甲郡愛川町半原２３８７－２ 小島　総一郎 小島　義郎

685 こしみず清後援会 神奈川県伊勢原市東大竹１１６７ 田中　武男 越水　トミ

686 越水たかふみ後援会 神奈川県伊勢原市桜台３－１－１９－２Ｆ 越水　幸男 越水　真理

687 小菅もとし後援会 神奈川県秦野市春日町５－１７ 高橋　敏明 柏木　和子

688 こだま文彦後援会 神奈川県鎌倉市二階堂２６７－２５３ 児玉　文彦 小野　利晴 ○

689 児玉みずな後援会
神奈川県川崎市宮前区宮崎３－１１－５８　ヴェ
ル・ドミール宮崎１０１

児玉　瑞南 小林　大介 ○

690 こだま洋一を囲む会 神奈川県足柄上郡山北町中川２４０－ロ 児玉　洋一 児玉　英子



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

　政治団体名簿（政党以外の政治団体）

令和４年12月31日現在 

691 後藤吾郎を応援する会 神奈川県鎌倉市大船２－１９－３６　２０１号室 後藤　吾郎 小松　氷佳 ○

692 後藤田やよいサポーターズ
神奈川県横浜市戸塚区前田町５０１－９　東戸塚高
橋ビル１０２

後藤田　弥生 川邊　芳男 ○

693 ごとう祐一後援会 神奈川県厚木市栄町２－４－２８－２１２ 後藤　祐一 桑島　律子 ○

694 後藤由紀子後援会 神奈川県厚木市妻田北３－３－２１ 後藤　由紀子 後藤　素子

695 子どもたちの健やかな環境フォーラム
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－５－３－３０２
号

中西　英一 青木　修一

696 子供の明日を創る会
神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７（富士通ゼ
ネラル労組内）

佐藤　正人 飯塚　裕之

697 子ども見守り隊 神奈川県中郡大磯町国府本郷１１２０－１ 伊勢田　優 伊勢田　佳代子

698 こながい哲也後援会 神奈川県川崎市宮前区鷺沼４－１－２６－１０１ 小長井　哲也 小長井　哲也 ○

699 小林幸子後援会 神奈川県中郡二宮町松根１５－９ 小林　幸子 二宮　節子 ○

700 小林大介後援会 神奈川県相模原市南区当麻１１０２－１５ 小林　大介 佐藤　淳一郎 ○

701 小林大介後援会 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷２２６５－６ 小林　朱見 小林　朱見

702 小林たかみち後援会 神奈川県相模原市緑区向原１－１０－３０ 小林　孝康 中島　幸雄 ○

703 小林武史と共に日本の明日を語る会 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－１７－５－７０４ 小林　武史 並木　良樹 ○

704 小林たけと後援会
神奈川県横浜市神奈川区平川町３－１　山崎ビル２
０２

小林　丈人 後藤　真弓 ○ ○

705 小林つねよし後援会 神奈川県厚木市上依知１５３２　小林常良方 大久保　盛造 太刀掛　強

706 小林のぶゆきサポーターズ 神奈川県横須賀市野比２－１３－１８ 小林　伸行 小林　伸行

707 小林のりとし後援会 神奈川県相模原市中央区並木４－８－２２ 高岡　次郎 小林　由美子

708 小林みちあき政治学研究所 神奈川県相模原市南区新磯野４－４－４－２０１ 小林　倫明 小林　文子 ○

709 こばりか子後援会
神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２３－２　百合丘
ステーションテラス２０３号

木庭　理香子 四方　克彦 ○

710 小堀しょうこ後援会 神奈川県川崎市高津区溝口５－１１－２０ 山本　武彦 斉藤　正男

711 小松のりあき後援会 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 ○

712 小宮信良後援会 神奈川県横浜市中区本牧原２５－６ 小宮　信良 小宮　一孝 ○

713 古宮祐二後援会 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口４０５５ 古宮　祐二 岩本　茂雄

714 小室たかえ後援会
神奈川県横須賀市鷹取２－１７－５　湘南鷹取ミセ
スカーム２０３

小室　卓重 根本　祥子

715 小室のりひろ後援会 神奈川県茅ヶ崎市十間坂３－７－１２ 小室　典洋 小室　亜紀 ○

716 古谷田力応援団 神奈川県大和市上草柳７－１０－２９ 古谷田　力 古谷田　ヒロ

717 近藤昇一後援会 神奈川県三浦郡葉山町堀内２２５３－４ 天野　清司 近藤　隆一

718 近藤大輔後援会 神奈川県逗子市沼間５－２１－１５ 近藤　大輔 名取　美穂 ○

719 こんの典人後援会 神奈川県横浜市緑区鴨居３－１－１４－１０５ 海藤　光雄 杉崎　由直

720 今野やすとし後援会 神奈川県伊勢原市上粕屋２２６－２０ 今野　康敏 倉田　吉和 ○
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721 “「最幸のまち」かわさき”をつくる会
神奈川県川崎市中原区上新城２－１１－２５　セ
シーズイシイ５－５０２

高木　一 宮川　隆行

722 西郷宗範後援会 神奈川県横須賀市三春町３―３８ 西郷　宗範 西郷　三保子

723 斉藤けいご後援会 神奈川県綾瀬市寺尾西２－６－８ 齊藤　慶吾 齊藤　慶吾

724 さいとう伸一後援会 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町１１８－１１ 斉藤　伸一 小林　満義 ○

725 斉藤しんじ後援会 神奈川県横浜市都筑区早渕１－２－７－１０６ 斎藤　真二 井上　敏博 ○

726 斉藤たかみ後援会 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１４－１５－３０４ 斉藤　尊巳 板橋　義彦 ○

727 斉藤たつや後援会 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 ○

728 斉藤たつや政経研究会 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台１－３０－１ 齋藤　達也 石田　知行

729 斉藤のどか後援会
神奈川県川崎市麻生区百合丘２－９－７　百合ヶ丘
ハイデンス２Ａ

原田　暁 芳賀　昭好

730 斉藤ひさし後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１２０３ 瀬戸　勝司 渋谷　吉晴

731 斉藤正彦後援会 神奈川県川崎市高津区溝口４－６－２０ 斉藤　正彦 斉藤　千恵美 ○

732 幸区薬剤師連盟 神奈川県川崎市幸区戸手１－６－２ 森井　広樹 金子　節子

733 幸市民ネット 神奈川県川崎市幸区南幸町１－４５　石井様方 田中　真樹子 清水　真理子

734 さえぐさ修を応援する会 神奈川県大和市大和東１－９－６－３０２ 三枝　修 三枝　修 ○

735 酒井信孝と藤沢市政の問題に取り組む会 神奈川県藤沢市下土棚２４０－６ 福井　雄一 近藤　昌夫

736 坂井太の会 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台５１－１　Ｄ１０１ 坂井　太 坂井　紘子 ○

737 さかい学県政研究会 神奈川県川崎市川崎区渡田新町１－１１－１ 栄居　学 栄居　義則 ○

738 さかえ横浜フォーラム
神奈川県横浜市栄区桂町３２５－１　パセアル本郷
台１０３Ｂ

輿石　稔 今井　榮一

739 坂間まさあき後援会 神奈川県平塚市上吉沢９６１ 坂間　正昭 坂間　里美 ○

740 さがみゴミ３会 神奈川県相模原市中央区小山３－５－１ 伊藤　寛之 伊藤　寛之

741 相模原から日本を変える！会 神奈川県相模原市緑区東橋本４－２－３５－１４ 水野　典之 堀内　伸一

742 相模原市医師連盟 神奈川県相模原市南区鵜野森１－２９－８ 細田　稔 那須野　秀二

743 相模原市歯科医師連盟 神奈川県相模原市南区相武台１－２０－４ 嶋田　潤一 菱山　豪

744 相模原市政策研究会 神奈川県相模原市中央区田名４３２７ 須田　毅 大槻　和弘

745 相模原市病院協会政治連盟 神奈川県相模原市中央区淵野辺３－２－８ 土屋　敦 中野　太郎

746 相模原市薬剤師連盟 神奈川県相模原市南区相模大野３－２－１－１０３ 大岡　元 小星　顕裕

747 相模原新党 神奈川県相模原市南区新磯野４－４－４－２０１ 小林　倫明 小林　文子

748 相模原政策研究会
神奈川県相模原市緑区橋本３－１７－５わかばビル
６０３号

柴田　輝隆 伊藤　征洋 ○

749 相模原の力 神奈川県相模原市中央区上溝７－３－２０－７０１ 小林　琢典 中山　真吾

750 相模原保育政治団体 神奈川県相模原市南区新戸２０３３ 川崎　滋 小磯　英次
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751 坂本勝司を支援する会 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２００－４ 坂本　勝司 仲　賢 ○

752 さかもと孝也後援会 神奈川県中郡二宮町二宮８１４ 坂本　祥子 渋澤　紘之

753 佐賀和樹後援会 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡１－１５－１０ 佐賀　和樹 佐賀　真奈美

754 さぎさかゆうじ後援会 神奈川県逗子市沼間１－８－２ 二瓶　武 匂坂　ふじ子

755 佐久間吾一後援会 神奈川県川崎市幸区南加瀬２－５－２８ 佐久間　吾一 有門　大輔 ○

756 佐久間まもる後援会 神奈川県横浜市中区吉田町４－７ 佐久間　衛 佐久間　衛 ○

757 作山友祐創生プロジェクト 神奈川県横浜市中区山田町５－１－２－１４１０ 作山　友祐 作山　和子 ○

758 桜井直人後援会 神奈川県藤沢市長後７３３ 渡辺　嘉伸 保川　大助

759 桜井はるな後援会 神奈川県相模原市南区鵜野森３－４４－１９ 桜井　はるな 桜井　雅夫 ○

760 さくら会 神奈川県逗子市新宿４－３－７ 長谷川　忠弘 佐藤　義男

761 桜ヶ丘のまちづくり市民の会 神奈川県大和市福田１－４－２０ 菊池　鎮夫 菊池　鎮夫

762 さくらと夢を咲かす会 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２２－１９ 井上　桜 井上　桜

763 佐々木いくこ後援会 神奈川県小田原市小台１８－５ 佐々木　郁子 佐々木　郁子 ○

764 佐々木さやか後援会
神奈川県横浜市中区海岸通４－２２　関内カサハラ
ビル３０１号

山下　光 長岡　光明

765 佐々木さやか政経懇話会
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 ○ ○

766 佐々木ナオミ後援会「チーム・ナオミ」 神奈川県小田原市鴨宮８３１－７ 佐々木　奈保美 松本　雅子 ○

767 ささきのぼる後援会 神奈川県足柄上郡開成町延沢５７３ 遠藤　章 関田　充男

768 佐々木正行後援会 神奈川県相模原市中央区相模原４－５－１１ 佐々木　正行 佐藤　文好 ○

769 佐々木ゆみことほっぷ・すきっぷ・ジャンプ！
神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１２－３　Ｂ棟１
２４

上田　祐子 井内　ますみ

770 佐々木よしもとを支援する会 神奈川県横須賀市湘南鷹取６－４－１ 佐々木　良基 佐々木　由美子

771 佐竹ゆり後援会 神奈川県綾瀬市深谷中７－２０－１８ 佐竹　ゆり 佐竹　ゆり ○

772 颯爽の会 神奈川県相模原市中央区中央４－７－２０ 五十嵐　千代 鈴木　猛

773 さとう章子と希望の会 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２４６ 佐藤　章子 佐藤　章子 ○

774 佐藤一夫後援会 神奈川県高座郡寒川町岡田６－６－１ 滝沢　三千男 吉田　路夫

775 さとう恵子と改革逗子の会 神奈川県逗子市新宿４－３－７ 佐藤　惠子 佐藤　義男 ○

776 佐藤けいじを応援する会 神奈川県横浜市港北区綱島西２－３－２－３０４ 佐藤　啓治 千代田　知也 ○

777 佐藤けいすけ後援会 神奈川県愛甲郡愛川町角田２３８７ 佐藤　圭介 佐藤　明美

778 佐藤茂後援会
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

779 佐藤しげる後援会 神奈川県愛甲郡愛川町角田２３８７ 沼田　彰 加藤　久夫

780 佐藤そうわ後援会 神奈川県相模原市中央区陽光台５－５－８ 佐藤　創和 佐藤　友紀恵 ○
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781 佐藤たかこ後援会 神奈川県平塚市西八幡１－２－９ 杉山　元彦 鈴木　一正

782 佐藤光後援会
神奈川県茅ヶ崎市十間坂１－２－３　ツユキビル２
Ｆ

中丸　誠 佐藤　愛子

783 佐藤ひさし後援会 神奈川県相模原市緑区小渕１９６７ 山﨑　睦文 佐藤　裕幸

784 佐藤祐文後援会
神奈川県横浜市港北区新羽町１６５９　フラッシュ
ビル２０３

吉田　厚雄 長島　孝

785 佐藤祐文政経調査会
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 原　大蔵 ○

786 佐藤まさのりサポータークラブ 神奈川県高座郡寒川町小谷２－４－７ 佐藤　正憲 佐藤　正二 ○

787 佐藤正紀事務所 神奈川県大和市下鶴間１５９３－４ 佐藤　正紀 佐藤　正紀 ○

788 佐藤みと後援会 神奈川県座間市小松原２－２１－１３ 佐藤　弥斗 川合　真美 ○

789 佐藤由美子後援会 神奈川県平塚市撫子原９－２－３ 佐藤　由美子 守屋　真由美

790 佐藤りえ後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津３５０２－８ 佐藤　りえ 永田　守孝 ○

791 佐野あきひろ日本共産党後援会 神奈川県大和市草柳２－１４－１ 中根　進吾 今井　節夫

792 佐野ひろし後援会 神奈川県藤沢市獺郷２１２ 佐野　洋 佐野　秀美

793 座間綾瀬医師連盟 神奈川県座間市相武台１―２６―２４ 五十棲　優 茂木　好則

794 座間市歯科医師連盟 神奈川県座間市緑ケ丘１－１－３ 武藤　昇 須藤　真行

795 ざま市民の党 神奈川県座間市緑ヶ丘４－２０－５－１０２ 沖永　明久 沖永　明久

796 寒川カエルの会 神奈川県高座郡寒川町小谷２－４－７ 佐藤　正憲 佐藤　正二

797 寒川クレッシェンド
神奈川県高座郡寒川町一之宮７－２－６　脇ビル１
階

茂内　久代 茂内　勝 ○

798 さめじま康紀後援会 神奈川県大和市中央３－１－７ 鮫島　康紀 鮫島　康紀

799 Ｔｈｅ　Ｙｏｋｏｈａｍａ　倶楽部
神奈川県横浜市緑区台村町３１４番地　第１秋元ビ
ル２階

齋藤　達也 岩佐　俊一

800 三進会
神奈川県三浦市三崎町六合２７１－１　（有）三浦
衛生社内

加藤　隆史 二塚　雅則 ○

801 椎名つよし応援団
神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４６－１９　第２
横山ビル１階

椎名　毅 椎名　益美

802 椎名つよし経済人後援会（毅友経済会）
神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４６－１９　第二
横山ビル１階

椎名　毅 椎名　益美

803 椎名つよし後援会（毅友会）
神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４６－１９　第二
横山ビル１階

椎名　毅 椎名　益美

804 ＪＸ金属労組倉見支部政策実現推進の会 神奈川県高座郡寒川町倉見３ 沖本　雅樹 市村　直人

805 自衛官の真心を護る会 神奈川県川崎市高津区下作延７－１４－２ 林　大祐 林　大祐

806
Ｊマリン横浜労組政策実現推進委員会（略称：
政推委員会）

神奈川県横浜市磯子区新杉田町１２ 志水　憲治 木村　茂夫

807 塩坂源一郎後援会 神奈川県藤沢市片瀬海岸１－７－１－１０１号室 塩坂　源一郎 塩坂　公秀 ○

808 塩沢りり後援会 神奈川県平塚市明石町２２－３－３０１ 小柳津　基司 塩澤　理里

809 しきだ博昭後援会
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 ○

810 しきだ博昭政経研究会
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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811 しげたゆき後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子１７３５－１ 重田　有紀 重田　和宏 ○

812 重冨たつやと川崎市政を考える会 神奈川県川崎市中原区下小田中２－４０－１６－４ 重冨　達也 重冨　達也

813 しげの真と「あしたの川崎」を考える会 神奈川県川崎市宮前区小台１－７－１－３０５ 茂野　真 茂野　真

814 市政会 神奈川県横浜市鶴見区矢向３－２４－２５ 加藤　正法 加藤　正法

815 持続可能な地域を考える会 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４８４－１４ 𠮷沢　龍人 𠮷沢　勝

816 志田一宏後援会
神奈川県鎌倉市大船１―２７―２８　ＳＴＫビル３
０３

原田　貴行 志田　忠

817 実現男の会 神奈川県厚木市栄町２－４－２８－２１２ 後藤　祐一 桑島　律子 ○ ○

818 私鉄江ノ島交通政策研究会 神奈川県茅ヶ崎市萩園１５０５－１ 八島　敏夫 土橋　宏一

819 私鉄箱根登山交通政策研究会 神奈川県小田原市板橋１０２－３ 安池　厚二 馬場　由昌

820 しのざき健太後援会 神奈川県平塚市黒部丘９－２１－３０２ 篠﨑　健太 篠﨑　健太

821 篠原豪後援会 神奈川県横浜市金沢区富岡西２－７－２０ 篠原　豪 篠原　寿美子 ○ ○

822 篠原弘後援会 神奈川県小田原市小台３２２－５ 篠原　弘 篠原　祐子 ○

823 渋谷たけし後援会
神奈川県横浜市南区宮元町３－４４　ヨコハマＭ＆
Ｍビル２Ｆ

中島　正義 井上　洋

824 嶋崎嘉夫後援会 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－１７－２Ｆ 嶋崎　嘉夫 関　進

825 嶋崎よしおを支援する会 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－１７－２Ｆ 嶋崎　嘉夫 長島　亨 ○

826 しまだ和明の会 神奈川県川崎市多摩区生田７－４－７－２０４ 嶋田　和明 嶋田　和明 ○

827 島田さわこ小田原未来塾 神奈川県小田原市本町２－１３－６ 島田　佐和子 島田　幸一

828 島村大神奈川県歯科医師後援会
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

829 嶋村ただし後援会 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－２８ 伊藤　武夫 後藤　久世

830 嶋りょうたサポータークラブ
神奈川県川崎市幸区戸手本町２－３９１－９　リブ
リ・土岐ヒルズ１０１

嶋　凌汰 石川　光輝 ○

831 清水あき支援の会 神奈川県足柄上郡大井町金子１５８２ 清水　亜樹 杉本　恵美子

832 清水たかお後援会 神奈川県小田原市蓮正寺５４０－５４ 清水　隆男 齋藤　雄次 ○

833 清水つよし後援会 神奈川県座間市新田宿１７６－２ 清水　剛 清水　剛

834 清水富雄後援会
神奈川県横浜市西区宮ヶ谷６１－５　ヴェラハイツ
三ツ沢公園３０８号

酒井　良彦 清水　富雄

835 清水とよし後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子２０７ 清水　潔 清水　武

836 清水竜太郎後援会 神奈川県藤沢市藤沢９９１－１９－９０１ 清水　竜太郎 清水　竜太郎

837 自見はなこ横浜後援会
神奈川県横浜市中区花咲町１丁目４６番　ＧＳプラ
ザ桜木町４０８号室

水野　恭一 川越　理香

838 市民が政治を変える会 神奈川県厚木市栄町２－１０－２２ 奈良　握 奈良　握

839 市民がつくるはだの未来 神奈川県秦野市鶴巻南１－９－１６ 佐藤　伸一 佐藤　秀樹

840 市民活動を応援する会（かどの圭子後援会） 神奈川県南足柄市塚原１３２９－４ 角野　圭子 角野　圭子 ○
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841 市民自治をめざす神奈川の会 神奈川県横浜市神奈川区六角橋２－１７－１７ 神田　光枝 吉田　京子

842 市民と共にまちづくりに挑む会 神奈川県秦野市菖蒲６８６ 谷　和雄 荒木　久美子

843 市民の風さがみはら 神奈川県相模原市緑区澤井１２１５ 野元　弘幸 小張　学

844 市民の市長をつくる会 神奈川県横浜市中区桜木町３－９　横浜地区労内 後藤　仁敏 佐藤　真琴

845 市民の市長をつくる会（略称市民の会）
神奈川県秦野市寿町６－６　みどりやビル３Ｆ　秦
野民商内

若井　吉太郎 有馬　静則

846 市民のための横浜市政を進める会
神奈川県横浜市中区桜木町３－９　平和と労働会館
３Ｆ

岡田　尚 政村　修

847 市民ファーストの会 神奈川県川崎市川崎区境町１－１２－５０２ 菊池　宏 渡辺　一郎

848 市民ファーストの会さがみはら
神奈川県相模原市南区南台６－１７－１９　リベラ
ル南台１０１号

松田　峰由紀 南雲　靖一郎

849 市民をつなぐ会みやまえ 神奈川県川崎市宮前区白幡台２－２－３－５０４ 松井　桂子 佐々木　啓 ○

850 志村まさやす後援会 神奈川県横浜市青葉区黒須田２３－１１ 西山　英一 井上　広吉

851 社会保険労務士によるさかい学後援会 神奈川県横浜市泉区緑園６－３３－２ 生駒　純一 品田　雅人

852 社会保険労務士による鈴木けいすけ議員後援会
神奈川県横浜市港北区新横浜３－７－７　マリーナ
通りビル３Ｆ

伊藤　孝仁 秋山　大樹

853 社会保険労務士による古川なおきを応援する会 神奈川県横浜市旭区本村町３２－７－３０５ 上志　暁子 宇元　美樹

854 社会保険労務士の菅義偉議員後援会
神奈川県横浜市西区浅間町１－４－３　ウィザード
３０１　小林社会保険労務士事務所内

山中　不二雄 秋山　岳史

855 ＪＡＭ神奈川政治連盟
神奈川県横浜市磯子区中原１－１－１７ＪＡＭ神奈
川内

小田　泰司 滝上　佳延

856 社労士による浅尾慶一郎を囲む会 神奈川県鎌倉市台４－１－３０－Ｂ 杉浦　正 八杉　彩

857 社労士による牧山ひろえ後援会
神奈川県横浜市港北区樽町３―７―１５―５１９　
岡部方

岡部　富士夫 長谷川　勝保

858 社労士による松本純さんを囲む会
神奈川県横浜市西区桜木町４－２０－１　ワイズビ
ル６０１

高久　靖人 山田　道代

859 社労士による早稲田ゆき後援会 神奈川県鎌倉市御成町５－４１－２Ｆ 小金丸　良 吉本　員正

860 自由経済政策懇話会
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

舩嵜　博和 黒川　勝

861 就山会 神奈川県平塚市大島７８５―６ 飯田　正就 飯田　正就 ○

862 自由政治経済研究会
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 伊原　宗男 ○

863 修平会 神奈川県南足柄市狩野３４０ 加藤　修平 諸星　信隆 ○

864 じゅんろう応援団 神奈川県座間市相武台４－１５－５３ 松橋　淳郎 西山　昌秀

865 正政会 神奈川県横浜市緑区竹山２４０７－７４２ 横山　孝司 横山　みゆき

866 湘南鎌倉交通労働政策研究会 神奈川県藤沢市渡内３－１－１６ 須藤　浩之 森岡　浩

867 湘南近未来塾 神奈川県茅ヶ崎市堤７６－７ 藤本　恵祐 藤本　きよみ

868 湘南杉政会 神奈川県高座郡寒川町小谷４－６－２２－Ｅ 大久保　泰明 杉崎　龍二

869 湘南新都市政策研究会 神奈川県茅ヶ崎市松尾７－３７ 藤間　明男 神戸　幸男 ○

870 湘南力をつくる会
神奈川県藤沢市亀井野１－２４－２　（株）湘南営
繕協会内

熊沢　昇 加藤　政徳
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871 尚葉会
神奈川県横浜市青葉区元石川町３５４２－２－２０
１

磯部　尚哉 磯部　尚哉 ○

872 湘風会 神奈川県平塚市千石河岸５２－１７ 府川　正明 冨田　弘 ○

873 城朋会 神奈川県相模原市中央区田名２９２８ 三須　城太郎 田中　康介 ○

874 湘友会 神奈川県藤沢市大鋸９２８－１２ 北村　大輔 甘粕　保子

875 翔隆会 神奈川県川崎市多摩区登戸２６６３　東洋ビル７Ｆ 土井　隆典 遠藤　亨 ○

876 食育と教育と環境を考える会 神奈川県厚木市戸室１－２４－２０－６０６ 名切　史子 名切　史子 ○

877 女性市長と座間の未来を創る会 神奈川県座間市入谷東２－８－１－３０７ 岩本　清文 川合　真美

878 信栄政経調査会 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３　松村ビル 松村　資信 渡辺　みつ子

879 新神奈川フォーラム 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原３７６ 勝俣　壮一郎 勝俣　よう子

880 人口流出ストップよこすか 神奈川県横須賀市上町２－４３－３１ 盛田　武 盛田　武

881 新市長と選択の会 神奈川県逗子市新宿１－４－３０ 長島　一由 長島　由里

882 新社会党神奈川県本部
神奈川県横浜市中区不老町２－１１－５　栄ビル３
Ｆ

手塚　賢一 塚本　鉄男

883 新宿都民の会 神奈川県川崎市宮前区小台２－６－２ 久保薗　悠 久保薗　悠

884 秦昌会 神奈川県秦野市西大竹１３４ 高橋　昌和 山口　和裕 ○

885 新政会 神奈川県厚木市中町４－６－１１　山口事務所内 山口　巖雄 山口　恭宣 ○

886 新政策研究会 神奈川県小田原市荻窪１６６ 小澤　良央 橋本　槇雄 ○

887 進泉会 神奈川県横須賀市日の出町１－９ 斉藤　慎太郎 渋谷　一弘 ○

888 陣たろうと歩む会 神奈川県足柄上郡大井町金子２０４４－６ 黒岩　陣太郎 山口　亮

889 神電工組政治連盟
神奈川県横浜市中区三吉町４―１　神奈川県電気工
事工業組合内

鈴木　和彦 真鍋　誓夫

890 新党鎌倉 神奈川県鎌倉市扇ガ谷１－８－２　堀口ＡＰ１Ｆ 岩田　薫 岩田　茂雄

891 新党みんなの大磯 神奈川県中郡大磯町西小磯６９１－１０ 磯山　秀夫 磯山　秀夫

892 新都市構想懇話会
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 ○

893 秦風会 神奈川県平塚市中堂１０―１８ 大野　祐司 中村　利勇 ○

894 新堀ふみあき後援会 神奈川県横浜市南区通町１－２－７ 肥田　修一 宮澤　裕

895 神友会 神奈川県厚木市戸田１８６２－１ 神子　雅人 善永　一郎 ○

896 新百合ルネサンスの会 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘４－２２－１０２ 髙田　敏行 髙田　省子

897 末永直後援会 神奈川県川崎市中原区井田２－１３－５－１０１ 田邉　立身 青山　保弘

898 菅原あきひと後援会
神奈川県横浜市港北区下田町１－８－７　ＴＨＥＳ
ＥＥＤ日吉１０１

菅原　暉人 菅原　清孝 ○

899 菅原えみ子を励ます会 神奈川県横須賀市汐見台３－１４－１１ 菅原　恵美子 木村　淳 ○

900 杉崎たかゆき後援会 神奈川県高座郡寒川町小谷４－６－２２－Ｅ 大久保　泰明 杉崎　龍二
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901 杉崎俊雄後援会 神奈川県中郡二宮町山西６５ 杉崎　総一 細田　憲一郎

902 杉田さとる後援会 神奈川県横須賀市久比里１－８－６ 関矢　和吉 横山　豊久

903 杉原栄子後援会 神奈川県藤沢市辻堂西海岸１－５－６－１２ 杉原　栄子 杉原　晴夫

904 杉本けいこ後援会 神奈川県茅ヶ崎市常盤町２－２１ 杉本　啓子 中村　司

905 杉本とおる後援会 神奈川県足柄上郡山北町山北３３９５ 杉本　透 杉本　里美 ○

906 杉山三郎後援会 神奈川県小田原市蓮正寺７８３－４６ 関　隆視 杉山　静江

907 杉山のぶお後援会 神奈川県川崎市川崎区大島上町２５－５ 杉山　信雄 内田　省治

908 杉山ゆういち後援会 神奈川県足柄上郡中井町久所２０８ 杉山　祐一 杉山　三奈美 ○

909 須崎ともやす後援会 神奈川県座間市入谷東３－８－３２ 須崎　友康 須崎　友康

910 逗子行政改革の会 神奈川県逗子市新宿４－１３－１３－１００１ 永塚　孝三郎 永塚　孝三郎

911 逗子市政研究会 神奈川県逗子市山の根３－１５－４０ 上垣　聖子 上垣　聖子

912 逗子ねくすと 神奈川県鎌倉市極楽寺３－１４－２１ 寺田　浩彦 安藤　貢

913 逗子の未来を拓いていく会 神奈川県逗子市新宿３－４－１１　平井方 平井　治 平井　清子

914 鈴木あきのり後援会
神奈川県川崎市高津区諏訪１－２３－１８　ハニー
クリエイティブ１０２号室

鈴木　昭徳 中村　憲司 ○

915 鈴木あつこ後援会 神奈川県小田原市南鴨宮３－２７－２２ 岩越　豊雄 熊谷　芳子

916 鈴木あつしを育てる会
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 ○ ○

917 鈴木磯美後援会 神奈川県足柄上郡大井町柳７１ 鈴木　磯美 上田　渉

918 鈴木かずひろ後援会 神奈川県小田原市早川９２ 鈴木　和宏 鈴木　なぎさ ○

919 鈴木秀成後援会 神奈川県相模原市南区東林間２－６－１８ 鈴木　秀成 鈴木　恵子 ○

920 鈴木たけお後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子１５１０ 清水　克次 鈴木　治二

921 鈴木毅後援会 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷２－３－２８ 鈴木　毅 小川　健一 ○

922 鈴木たまよ後援会
神奈川県中郡大磯町高麗２－１７－２３　サンビ
レッジ大磯Ｆ－２０１

鈴木　玲代 鈴木　陸 ○

923 鈴木太郎後援会
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５２５－１　東の街３
－２０２

生川　弌之 鈴木　太郎

924 鈴木恒夫後援会 神奈川県藤沢市大鋸１０５６ 田中　正明 山本　真弘

925 鈴木としふみ後援会 神奈川県三浦市城山町３－２ 鈴木　敏功 奥山　哲也

926 鈴木朋子とみんなの会 神奈川県川崎市麻生区金程４－２１－１６ 鈴木　朋子 鈴木　朋子 ○

927 鈴木のりお後援会 神奈川県小田原市浜町４－２４－５ 白須　怜爾 鈴木　冬茂子

928 鈴木はるお後援会 神奈川県平塚市田村８－１４－２１－４０５ 鈴木　晴男 鈴木　晴男 ○

929 鈴木ひでし後援会 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１４－２７ 鈴木　秀志 鈴木　由美子 ○

930 鈴木みちこ後援会 神奈川県三浦郡葉山町一色１０２１ 鈴木　道子 鈴木　良久 ○
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931 鈴木みゆきの会 神奈川県相模原市南区上鶴間４－２９－２－３１１ 鈴木　美幸 大野　俊輔

932 鈴木よしのぶ後援会 神奈川県小田原市早川３－７－９　鈴木方 鈴木　たか 鈴木　秀子

933 すだ一行後援会 神奈川県藤沢市渡内４－１６－１３ 須田　一行 須田　一行

934 須田こうへい後援会
神奈川県横浜市旭区南本宿町５７－６　ガーデンテ
ラスＤ－１

須田　幸平 須田　幸平 ○

935 須田たけし後援会 神奈川県相模原市南区若松１－１３－９ 須田　毅 太田　元一 ○

936 すてきな仲間の陶子くらぶ 神奈川県中郡二宮町百合が丘２－１０－１０ 添田　稔子 松井　えり

937
すとうたかのぶと「あるきながら考える人」の
会

神奈川県横浜市都筑区仲町台２－１４－５ 首藤　天信 奈良　甲介 ○

938 すどうゆみ子とイキイキ旭をつくる会 神奈川県横浜市旭区中沢１－６１－５ 須藤　由美子 須藤　由美子

939 住重労連政治活動委員会　横須賀支部
神奈川県横須賀市夏島町１９　住友重機械労働組合
連合会　横須賀地方本部内

仲　政幸 永瀬　達雄

940 住みたい海老名をつくる会 神奈川県海老名市上郷３－７－８０ 深沢　伸治 田辺　康博

941 逗葉医師連盟 神奈川県逗子市小坪３－２－１ 田嶋　博雄 澤田　正則

942 逗葉歯科医師政治連盟
神奈川県逗子市池子字桟敷戸１８９２－６　逗葉地
域医療センター内

松岡　晃 塩田　大輔

943 青雲会 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 ○ ○

944 誠吉会 神奈川県川崎市宮前区土橋２－８－２－２０２ 柳瀬　吉助 柳瀬　吉助

945 政経２２研究会
神奈川県横浜市青葉区新石川２－１３－１８　グレ
イスビーノ３０５

福田　峰之 遠藤　幸彦 ○

946 政経フォーラム新日本会
神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１　水信ビル７
Ｆ

佐藤　昌文 佐藤　昌文 ○

947 政経与友会
神奈川県相模原市中央区横山１－１－１３　須藤ビ
ル２Ｆ

榎本　与助 小川　光子

948 青宏会
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－１４　新弘
ビル７階中田宏事務所内

朝倉　信 洪　美樹

949 政治結社大日本勝魂社 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢４－２６－２３ 原田　慎一 原田　慎一

950 政治結社徳力同志会 神奈川県相模原市南区下溝２４９８－５ 井上　清次 井上　清次

951 政治工学研究フォーラム・神山会 神奈川県横須賀市三春町３－１５　牧島功方 牧島　功 上條　寿一 ○

952 政治団体オープンサイエンス 神奈川県伊勢原市伊勢原４－７－１ 遠藤　有人 遠藤　有人

953 清進会 神奈川県足柄上郡山北町湯触３８９ 山崎　清 山崎　進一

954 せいた文雄後援会 神奈川県中郡大磯町国府新宿６７６－２ 簑島　肇 清田　文雄

955 青年市長と笑顔あふれる鎌倉をつくる会 神奈川県鎌倉市台２－１５－３ 松尾　千佳子 松尾　英洋

956 税理士によるあかま二郎後援会
神奈川県相模原市中央区清新５―５―８　ＣＯＹＡ
ＭＡコート３階

小山　智祐 小形　剛央

957 税理士によるあさお慶一郎後援会
神奈川県鎌倉市大船４－１６－３４　Ｋビル２０２
号　今林千昭税理士事務所内

今林　千昭 飯田　幹嘉

958 「税理士による」阿部とも子後援会
神奈川県藤沢市本町１－１０－１０　税理士法人吉
澤会計事務所内

吉澤　陽子 岡本　由美子

959 税理士による甘利明後援会
神奈川県大和市大和東２－２－３　ライオンズビル
大和４０２小林貢税理士事務所内

小林　貢 大石　美津子

960 税理士による上田いさむ後援会
神奈川県横浜市鶴見区上末吉１－１７－２６　税理
士法人あすか秋山会計事務所内

芋川　広教 松永　しのぶ
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961 税理士による金子洋一後援会
神奈川県横浜市南区白金町２－３０　日神パレス吉
野町４０１号

上原　英二 大内　浩一

962 税理士による黒岩祐治後援会
神奈川県川崎市中原区西加瀬１３－１４　朝倉文彦
税理士事務所内

朝倉　文彦 大森　行雄

963 税理士による小泉進次郎後援会
神奈川県三浦市初声町下宮田３３５－４　税理士長
治事務所内

長治　克行 谷中　英司

964 税理士による河野太郎後援会 神奈川県茅ヶ崎市富士見町８－１１－１－３１０号 榊原　雄児 山本　裕子

965 税理士によるごとう祐一後援会
神奈川県厚木市水引１－１５－１７　第二ＳＵＮビ
ル３０１

新川　勉 遠藤　哲也

966 税理士による佐々木さやか後援会
神奈川県横浜市神奈川区金港町６－３　横浜金港町
ビルＳＵパートナーズ税理士法人内

阿部　幸宣 大﨑　ケイ子

967 税理士による島村大後援会 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－２３－２２ 中村　泰宏 戸島　喜久郎

968 税理士による菅義偉（すがよしひで）後援会
神奈川県横浜市港南区上大岡西２－８－１８　ＪＰ
ビル２階税理士髙橋稔事務所内

髙橋　稔 飯田　純子

969 税理士による鈴木けいすけ後援会
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央４５－１４　村田
ビル４０１税理士法人トータルオフィス横浜内

細谷　佳世 辻󠄀　泰二郎

970 税理士による田中和徳後援会 神奈川県川崎市川崎区大島１－１５－１３ 枝村　和道 池上　英嗣

971 税理士による福田紀彦後援会
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町１－８７３－６　
２階

西山　裕志 所　太郎

972 税理士による古川なおき後援会
神奈川県横浜市旭区白根５－８－１６　齋藤敏治税
理士事務所内

齋藤　敏治 星野　友紀

973 税理士による牧島かれん後援会
神奈川県小田原市成田４４６－６　秋山ビル２０３
号

北村　幸弘 田中　裕子

974 税理士による牧山ひろえ後援会
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３４－２６ニッ
クハイム鶴見千代田ビル８０２

草苅　章雄 高垣　希

975 税理士による松本純後援会 神奈川県横浜市磯子区東町１５－３２－３０１号 浅木　克眞 太田　安雄

976 税理士による三浦のぶひろ後援会
神奈川県相模原市南区相模大野３－１１－５　カジ
ヤ第２ビル７Ｆ

亀重　恵美子 西山　昌秀

977 税理士によるみたに英弘後援会 神奈川県横浜市緑区中山１－３－３ 岸　蔚 栁澤　具德

978 税理士による本村賢太郎後援会
神奈川県相模原市南区東林間５－２－１　𠮷野ビル
３Ｆ

𠮷野　賢一 中村　一郎

979 税理士による山際大志郎後援会
神奈川県川崎市高津区溝口２―１６―６　シマザキ
ビル４Ｆ　小笠原税務会計事務所内

大森　行雄 斉藤　雄樹

980 税理士による義家弘介後援会 神奈川県厚木市水引２－１１－１０ 須藤　紳次郎 山口　和秀

981 税理士による笠ひろふみ後援会
神奈川県川崎市多摩区菅２―１０―１８　角田国明
税理士事務所内

角田　国明 朏　博一

982 政論社
神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１　笹山ア
パート４８－１０４

水野　新也 福岡　勝己

983 世界が憧れるまち小田原をつくる会
神奈川県小田原市荻窪３１７－１　イセトヨビル２
階

藤井　香大 千田　立子

984 関勝則君を育てる会
神奈川県横浜市磯子区中原２－１－２０　ビラ中原
１０２号

鈴木　憲一 古賀　亮

985 せきぐち光男後援会 神奈川県高座郡寒川町倉見１７４０－８ 関口　光男 浜田　進 ○

986 関口ゆうすけ友の会
神奈川県大和市中央林間西１－１３－６－１００４
号

関口　祐輔 豊島　行男 ○

987 関沢としゆき後援会 神奈川県横須賀市ハイランド１－７－２ 関澤　敏行 田中　忠 ○

988 関たかふみ後援会 神奈川県横浜市中区山吹町１－２－１００１号室 関　嵩史 関　嵩史 ○

989 関根まさごろう後援会 神奈川県相模原市緑区上九沢２２９－６ 関根　雅吾郎 斉藤　雅子 ○

990 瀬戸あきひろ後援会 神奈川県足柄上郡山北町山北２１４３ 佐藤　寛 瀬戸　みどり
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991 瀬戸恵津子後援会 神奈川県足柄上郡山北町山北１０１３　瀬戸方 湯山　淑子 吉田　誠次

992 せと良雄後援会 神奈川県南足柄市千津島６５ 末永　修 瀬戸　孝則

993 せのま康浩後援会
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 ○

994 瀬山てるひこを応援する会
神奈川県川崎市川崎区大島上町１８－１　サニーク
レイン２０１

瀬山　輝彦 瀬山　早紀 ○

995 千英会 神奈川県川崎市高津区下作延２－３－５ 岩隈　千尋 岩隈　晃代 ○

996 千幸会 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３　松村ビル 松村　俊幸 松村　資信

997 全国ＬＰガス政治連盟神奈川県支部
神奈川県横浜市中区北仲通３－３３　共済ビル別館
公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会内

髙橋　宏昌 早川　剛弘

998 全国小売酒販政治連盟神奈川県支部 神奈川県横浜市中区港町３－１３ 佐藤　和慶 佐藤　和慶

999 全国高齢者障害者を支える後見人会 神奈川県横浜市南区別所２―１１―１３ 軽部　和夫 軽部　郭 ○

1000 全国たばこ販売政治連盟神奈川地区本部
神奈川県横浜市中区三吉町４－１　神奈川県電気工
事会館内

横田　圭二 吉川　勉

1001 全国旅館政治連盟神奈川支部 神奈川県足柄下郡箱根町湯本２１１－１ 鈴木　茂男 川口　將明

1002 千田まさし後援会 神奈川県三浦市初声町下宮田２７５８－３ 千田　征志 石橋　惠子

1003 全駐労神奈川地本「政治・政策を推進する会」 神奈川県相模原市南区相武台２－２０－１４ 飯島　智幸 山田　修士

1004 全日本医薬品登録販売者政治連盟神奈川支部
神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１　神奈川県総
合薬事保健センター４０８

北井　誠司 北井　誠司

1005 全日本不動産政治連盟神奈川県本部
神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴ
ビル６階

秋山　始 出口　賢道

1006 千一とバリアフリーを考える会 神奈川県鎌倉市扇ガ谷４－２７－７ 中村　博幸 中村　博幸 ○

1007 善波宣雄後援会 神奈川県中郡二宮町山西４５０ 善波　宣雄 長坂　正

1008 全富士通労連政策制度推進センター
神奈川県川崎市中原区小杉町３－２６４－３　ユニ
オンビル内

森川　靖之 井口　勝也

1009 相義会
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 小林　睦子 ○

1010 相恒会
神奈川県相模原市南区新磯野４８０－１　株式会社
山口工業内

山口　恒 長谷川　明 ○

1011 相新会 神奈川県相模原市中央区富士見５－１３－１１ 小澤　隆宏 小澤　亜由美 ○

1012 相鉄交通労働福祉政策研究会
神奈川県横浜市金沢区並木３－３　パークハイツ１
０棟４０２号

髙橋　廣康 菊本　和仁

1013 相馬よしゆき後援会 神奈川県伊勢原市高森５－４－２３ 相馬　欣行 山口　剛史 ○

1014 草莽政策研究会 神奈川県平塚市大島７８５－６ 飯田　正就 飯田　正就

1015 相揚会 神奈川県相模原市中央区横山１－１－１３（２Ｆ） 榎本　揚助 井上　翔太 ○

1016 添田たかし後援会 神奈川県中郡二宮町二宮５９２－４ 添田　孝司 添田　孝司

1017 そえだ勝後援会
神奈川県川崎市宮前区小台２－６－２　ラポール宮
前平２Ｆ

添田　勝 奥山　昌文 ○

1018 曽我部久美子後援会
神奈川県横浜市戸塚区前田町５０１－９　東戸塚高
橋ビル１０２

曽我部　久美子 佐野　好男 ○

1019 そねだ眞二後援会 神奈川県中郡大磯町高麗２－１７－４５ 曽根田　貴子 曽根田　恭子

1020 大志会 神奈川県南足柄市塚原４８２８－４６ 笠井　進 笠井　進
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1021 泰政会 神奈川県横浜市青葉区黒須田２３－１１ 志村　正泰 志田　健 ○

1022 大成会 神奈川県川崎市麻生区万福寺２－１０－５ 吉田　大成 三村　大 ○ ○

1023 大日本統一同和会
神奈川県横浜市中区山下町１６１－１０　マリー
ゴールド元町３０５

大平　努 中谷　勝廣

1024 大友会 神奈川県相模原市緑区中沢３７７ 岩井　大 岩井　麗奈 ○

1025 高井たまきを応援する会 神奈川県横須賀市上町１－４６－２ 髙井　環 髙井　環

1026 高木よしかつ後援会 神奈川県南足柄市狩野４７１ 高木　吉勝 高木　弥澄

1027 髙田明美後援会 神奈川県南足柄市和田河原７９２－２ 髙田　明美 最川　保 ○

1028 高田しゅうへい後援会 神奈川県横浜市南区宮元町１－２１－１－１０３ 髙田　修平 髙田　正子 ○

1029 高田ヒロシ後援会 神奈川県厚木市鳶尾５－２－１７ 鷺谷　雅敏 波間　正子

1030 高田マサノリ後援会 神奈川県厚木市幸町３－４ 木村　惇 高田　衣李紗

1031 高戸ともこ後援会
神奈川県川崎市宮前区小台２－６－２　ラポール宮
前平２階

高戸　友子 高戸　友子 ○

1032 たかなみ貴志後援会 神奈川県座間市栗原中央５－４－２３ 岸　稔 中村　隆博

1033 高野たけし後援会 神奈川県逗子市久木５－１１－１７－５０５ 高野　毅 高野　毅 ○

1034 高橋あつし後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴６６１－２ 高橋　和政 高橋　孝枝

1035 髙橋いずみ後援会 神奈川県横須賀市芦名１－３１－１ 新倉　繁 髙橋　まさみ

1036 高橋栄一郎後援会 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

1037 高橋浩司後援会 神奈川県鎌倉市浄明寺４－６－１５ 高橋　浩司 高橋　魁

1038 高橋じゅんこ後援会 神奈川県足柄上郡山北町山北１３５５ 髙橋　純子 髙橋　純子

1039 高橋徹夫後援会 神奈川県秦野市大秦町２－３０ 高橋　久雄 高橋　修平

1040 髙橋知己後援会 神奈川県厚木市毛利台３－２８－１２ 髙橋　知己 山口　剛史 ○

1041 高橋延幸後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上４５８ 高橋　延幸 高橋　知代

1042 高橋のりみ後援会
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 ○

1043 たかはし英昭後援会 神奈川県横須賀市夏島町１ 髙橋　英昭 福元　和義 ○

1044 高橋英俊後援会 神奈川県中郡大磯町高麗３－１－６３ 藤田　恭 高橋　みどり

1045 高橋文雄後援会 神奈川県秦野市大秦町２―３６ 水上　實 宮嶋　和明

1046 高橋まさかず後援会 神奈川県秦野市西大竹１３４ 三杉　克篤 山口　和裕

1047 高橋まさはる後援会
神奈川県横浜市緑区霧が丘６－２－７　ロイヤル霧
が丘１０２

高橋　正治 佐東　由章 ○

1048 高橋ゆたか後援会
神奈川県厚木市愛甲４－５－４　ハイブリッチⅡ１
０３号

服部　志朗 服部　勉

1049 田上しょう子後援会 神奈川県厚木市林２－２４－１０ 田上　祥子 大澤　晴一 ○

1050 髙村真和後援会 神奈川県厚木市森の里３－２－８ 髙村　真和 髙村　真和
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1051 高柳さかえ後援会 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西１－３９－５ 高柳　栄 園田　敏広 ○

1052 高山和義後援会 神奈川県平塚市天沼２－４３ 吉田　貞夫 吉田　貞夫

1053 高山松太郎後援会 神奈川県伊勢原市白根３７６ 高山　松太郎 根岸　利夫 ○

1054 たき川きみえ後援会 神奈川県横須賀市安浦町１―１６ 小清水　征雄 瀧川　君枝

1055 たきぐち慎太郎後援会 神奈川県厚木市長谷１５２６　瀧口方 天野　博信 須田　信彰

1056 滝口友美後援会 神奈川県茅ヶ崎市旭が丘９－２７ 滝口　友美 滝口　利孝

1057 滝田孝徳後援会 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町３６０ 滝田　孝徳 大和　直彦 ○

1058 滝本妙子後援会 神奈川県南足柄市塚原２６９２ 中村　年仙 須山　哲

1059 田口孝男後援会 神奈川県厚木市妻田北２－１６－１８ 田口　孝男 田口　真紀

1060 田倉俊輔後援会 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－３７－１７－２Ｆ 田倉　俊輔 田倉　祐輔

1061 武井正広後援会 神奈川県足柄上郡開成町牛島２７－１４ 武井　正広 武井　雅枝 ○

1062 竹内恵美子とまちづくりの会 神奈川県中郡大磯町石神台２－７－９ 笛木　敬子 竹内　清一

1063 竹内ひであき政治研究会 神奈川県横須賀市安浦町２－３ 竹内　英明 和田　陽子 ○

1064 竹内ひであき友の会 神奈川県横須賀市安浦町２－３ 谷本　聖志 和田　陽子

1065 竹内康洋後援会
神奈川県横浜市神奈川区松見町３－４９２－１－８
０５

竹内　康洋 竹内　由美子 ○

1066 竹岡力後援会 神奈川県横須賀市ハイランド１－４５－５ 竹岡　力 中村　雅弘

1067 たけだ勝久後援会 神奈川県横浜市磯子区栗木１－３０－１２－１０５ 武田　勝久 古澤　清 ○

1068 武田しょうを支える会 神奈川県横浜市港北区富士塚２－１８－１１ 武田　翔 城田　英昭

1069 竹田ゆかりとあゆむ会 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎５－３１－１１ 竹田　ゆかり 竹田　ゆかり ○

1070 竹田陽介を応援する会
神奈川県座間市相模が丘６－３４－１　エステスク
エア小田急相模原８０７

竹田　陽介 竹田　恵子

1071 たけのうち猛後援会
神奈川県横浜市金沢区富岡東２－４－６７　リス
テージベイサイドコート５０４

竹野内　猛 竹野内　猛 ○

1072 たけのひろこ後援会 神奈川県鎌倉市玉縄１―１６―６ 鈴木　信成 鈴木　信成

1073 武松政策研究会 神奈川県小田原市小八幡３－４－４０ 武松　忠 武松　晃子 ○

1074 たけむら雅夫とあゆむ会
神奈川県藤沢市藤沢５４５－１ライオンズマンショ
ン湘南藤沢第２ー２０２号

竹村　雅夫 松川　幸子 ○

1075 田代実後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領３２２２ 田代　実 二見　孝志

1076 多田勲を支援する会 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２６６６ 大原　峽蕗 多田　伸治

1077 夛田嚴後援会 神奈川県伊勢原市粟窪３７ 夛田　嚴 夛田　めぐみ

1078 たちあがれ湘南 神奈川県藤沢市藤が岡２―１２―６ 甘粕　和彦 甘粕　保子

1079 たち登志子後援会 神奈川県海老名市国分南３－４－１５－３ 増田　勝嗣 舘　登志子

1080 舘大樹後援会 神奈川県伊勢原市下糟屋３００９－１２ 舘　大樹 舘　雅子



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

　政治団体名簿（政党以外の政治団体）

令和４年12月31日現在 

1081 龍の子クラブ 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４８４－１４ 吉沢　龍人 吉沢　勝 ○

1082 田中しま子後援会 神奈川県伊勢原市白根３５９－７ 田中　志摩子 田中　勇 ○

1083 田中俊一後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町岩１６９－６ 田中　俊一 田中　須賀子 ○

1084 田中信次後援会 神奈川県横浜市泉区中田南５－４１－１９ 田中　信次 鈴木　奈美子

1085 田中徳一郎後援会 神奈川県川崎市幸区南幸町２－６ 田中　徳一郎 山口　正浩

1086 田中まさる後援会 神奈川県小田原市本町２－１０－２２ 田中　優 田中　優

1087 田中ゆきを応援する会
神奈川県横浜市青葉区桜台３０－１８　第２桜台
ガーデン２Ｆ

菅野　義矩 田中　町子

1088 田中洋次郎後援会 神奈川県横須賀市ハイランド４―２７―５ 田中　洋次郎 田中　有希子 ○

1089 田中よねかず後援会 神奈川県横浜市港南区下永谷４－２－５ 田中　米一 田中　冨美子 ○

1090 田中りえ子後援会 神奈川県小田原市扇町１－６－２　田中方 栗山　稔康 髙橋　弓子

1091 田辺あきひと後援会 神奈川県横須賀市上町４－８１ 田辺　昭人 田辺　昭人 ○

1092 谷かずお後援会 神奈川県秦野市菖蒲６８６ 谷　和雄 荒木　久美子 ○

1093 谷川洋後援会
神奈川県相模原市中央区淵野辺本町１－３５－２０
－２０２

宮下　三郎 谷川　奈緒美

1094 谷口かずふみを励ます会
神奈川県大和市南林間２－８－１２　フォーミー
ガーデン１０２

谷口　和史 池田　俊一郎 ○

1095 谷津えみと仲間たち 神奈川県藤沢市鵠沼橘１－３－１－２ 川口　晃美 小林　裕美

1096 谷容子応援団 神奈川県平塚市松風町１４－１０ 谷　容子 谷　和行 ○

1097 田野井一雄支援の会 神奈川県横浜市港南区大久保１―９―２５ 田野井　一雄 横川　朱実 ○

1098 田畑きよたか後援会 神奈川県鎌倉市腰越９１３－１　コーポ白山２０２ 田畑　清隆 須藤　敏夫

1099 たばた智子後援会 神奈川県逗子市沼間３－１４－６ 田幡　智子 彭城　弘行 ○

1100 玉虫志保実後援会 神奈川県中郡大磯町東小磯３１８ 玉虫　志保実 玉虫　志保実

1101 田村京三後援会 神奈川県川崎市幸区古市場２－１１８－２０ 田村　京三 田村　京三 ○

1102 田村しんいちろう後援会 神奈川県川崎市宮前区宮崎５－１４－１３－３０１ 田村　伸一郎 近藤　宣雄 ○

1103 田村としつぐ後援会 神奈川県足柄上郡大井町西大井４０６―３ 関　二郎 田村　美智子

1104 田村ゆうすけ後援会
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 植田　信哉

1105 田村洋一後援会 神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３００－６９４ 石島　鉄也 中矢　慎一

1106 ためや義隆後援会 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町１０－２５ 爲谷　義隆 為谷　一重 ○

1107 俵鋼太郎後援会 神奈川県小田原市南町３－７－１２ 俵　鋼太郎 飯田　恭子 ○

1108 丹沢志塾 神奈川県秦野市入船町３－２ 古谷　義幸 牧野　房代

1109 丹沢の風 神奈川県秦野市入船町３－２ 佐藤　敏夫 林　邦男

1110 地域政経研究会
神奈川県横浜市中区蓬莱町２－４－５　関内ＤＯＭ
ＯＮビル６Ｆ

松沢　成文 千葉　修平 ○ ○
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1111 地域政党あしたのかわさき 神奈川県川崎市中原区下小田中２－４０－１６－４ 重冨　達也 重冨　達也

1112 地域政党いざ鎌倉 神奈川県鎌倉市手広１－７－１９ 銀　悟志 銀　悟志

1113 地域政党さがみはら 神奈川県相模原市中央区横山１－１－１３（２Ｆ） 榎本　揚助 清水　利成

1114 地域政党ゆがわら 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１８８８ 土屋　由希子 米岡　泰子

1115 チーム・改革さがみはら
神奈川県相模原市中央区横山２－１５－４　福田ビ
ル２０３

小林　孝康 千田　立子

1116 チーム・バカボン横浜西 神奈川県横浜市西区北幸１－１－８　ＭＢＥ１２６ 大場　綜 大場　綜 ○

1117 チームかとまさ 神奈川県横浜市鶴見区矢向３－２４－２５ 加藤　正法 加藤　正法 ○

1118 チェンジ！鎌倉岩田かおる後援会 神奈川県鎌倉市扇が谷４－６－６ 平井　嵩 岩田　茂雄

1119 茅ヶ崎医師連盟 神奈川県茅ヶ崎市赤松町１１－３７ 丸山　徳二 荒巻　敏夫

1120 茅ヶ崎寒川歯科医師連盟 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３－４－２３ 下里　隆史 有馬　竜二

1121 茅ヶ崎寒川薬剤師連盟 神奈川県茅ヶ崎市元町２－４ 今井　直 辻　晃

1122 茅ヶ崎の未来を創る会
神奈川県茅ヶ崎市十間坂１－２－３　ツユキビル２
Ｆ

佐藤　光 佐藤　愛子 ○

1123 千葉しげると歩む会 神奈川県茅ケ崎市中海岸４－６－７ 郷　勝成 富田　隆

1124 千葉よしのぶ後援会
神奈川県大和市林間２－１８－１５　ジョイフル南
林間４０６

千葉　義信 千葉　義信

1125 地方主権を語る会 神奈川県川崎市高津区下作延４―２―７―１０４ 堀添　健 堀添　ひろみ

1126 長政会
神奈川県相模原市緑区橋本３－１７－５　わかばビ
ル６０３号

小川　和正 二宮　直子 ○

1127 塚本昌紀後援会 神奈川県藤沢市大庭５１２８－７ 塚本　昌紀 加藤　芳弘 ○

1128 月本会
神奈川県川崎市麻生区白鳥２－３－２　Ｋコーポ白
鳥１０３

山口　正徳 髙木　翼

1129 月本たくや未来の会
神奈川県川崎市麻生区白鳥２－３－２　Ｋコーポ白
鳥１０３

月本　琢也 月本　琢也 ○

1130 つくし会 神奈川県相模原市南区南台３－２０－１－２００８ 鈴木　博雄 菅沼　孝保

1131 つくる。幸せ色あふれる相模原 神奈川県相模原市南区東林間２－２２－１２－１Ａ 佐藤　清仁 江川　晋一郎

1132 つくろう！新しい選択肢 神奈川県大和市上和田１８３６－１０ 石田　裕 石田　裕

1133 つくろう！新しい選択肢海老名 神奈川県海老名市河原口１－７－１２－２０１ 吉田　美菜子 奈良　握

1134 つくろう！新しい選択肢相模原
神奈川県相模原市南区相模大野６－１６－２３－１
０２

長谷川　昭一 奈良　握

1135 土田ひろのぶ後援会 神奈川県横須賀市平作５－２１－６ 土田　弘之宣 土田　真理子 ○

1136 土屋誠一を支援する会 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀７４ 菅沼　孝雄 浅川　満

1137 土屋としのり日本共産党後援会 神奈川県藤沢市藤沢２－３－２ 堀江　邦 鈴木　建志

1138 土山由美子後援会 神奈川県伊勢原市高森２－５－１　細野ハイツ１ 下村　久美子 澤田　圭

1139 土屋由希子後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１８８８ 土屋　由希子 米岡　泰子 ○

1140 つつ木みゆきと未来を創る会 神奈川県海老名市中新田１－１１－１１ 廣田　久美子 高林　眞智子
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1141
つなしまあさみパートナーズ（つなしまあさみ
後援会）

神奈川県南足柄市広町５４３ 綱島　麻実 綱島　繁 ○

1142 つなしま洋一の会 神奈川県綾瀬市小園９５９－１ 片野　操 綱嶋　享

1143 つのい基後援会 神奈川県横須賀市佐野町４－１４ 角井　基 羽布津　博明

1144 角田宏子後援会 神奈川県横浜市栄区野七里２－２１－１２ 関　昌憲 内田　克己

1145 つのだまみ後援会 神奈川県小田原市南町３－５－２９ 角田　真美 鬼澤　正之 ○

1146 つゆき明美の会 神奈川県川崎市多摩区生田２－１９－４ 露木　明美 露木　公明 ○

1147 つゆき佳代をサポートする会
神奈川県中郡二宮町中里１０１３－５　ハイツふか
さわ２０３号室

露木　佳代 櫛田　秀雄

1148 つゆき順三後援会 神奈川県秦野市本町２－３－４ 山本　茂 山本　敏夫

1149 露木寿雄後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１－６－９ 佐藤　藤夫 露木　吉博

1150 ツルカナ倶楽部
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－２７－３　ニッ
コーハイム鶴見中央５０３号

榎並　正剛 榎並　正剛 ○

1151 ツルカナ政経懇話会 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１６４－１１２ 武藤　正裕 榎並　妙子

1152 鶴見薬剤師連盟 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１４－１３ 阿部　正隆 笹谷　則之

1153 ＴＫＣ神奈川政経研究会
神奈川県横浜市西区花咲町４－１０６　税理士会館
４Ｆ

桐澤　寛興 永島　正幸

1154 出口まこと後援会 神奈川県三浦市三崎町小網代５４－１ 出口　眞琴 出口　裕子

1155 寺岡まゆみ後援会 神奈川県厚木市戸室２－２３－２０ 寺岡　まゆみ 毛木　稔 ○

1156 てらしま由美子後援会 神奈川県小田原市国府津５－５－１７ 寺島　由美子 寺島　由美子 ○

1157 寺田かずき後援会 神奈川県三浦市三崎３－１２－１４ 寺田　一樹 八木　麻美

1158 寺田ひろこ後援会 神奈川県相模原市南区大野台７－２９－３７ 下立　育代 田中　勝二

1159 テラダリン後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴４２２－５ 小野寺　傳二 小野寺　傳二

1160 田園都市フォーラム２１ 神奈川県川崎市宮前区宮前平１－８－２ 持田　文男 田辺　光治 ○

1161 電機連合神奈川政治活動委員会
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３０－５　タク
エー横浜西口ビル６Ｆ

高橋　卓也 鬼島　秀晃

1162 展政会 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 ○ ○

1163
東京歯科大学神奈川県支部連合同窓会島村大後
援会

神奈川県横浜市中区太田町１－９－６Ｆ 加藤木　健 鶴岡　裕亮

1164 東京電力労働組合政治連盟神奈川県支部 神奈川県横浜市中区住吉町１―１３―３ 久島　勇 岩本　淳

1165 東芝グループ連合政治連盟
神奈川県川崎市幸区神明町２－５５　東芝グループ
連合会館内

小杉　博展 降籏　将明

1166 東芝労働組合政治・社会連盟
神奈川県川崎市幸区神明町２－５５　東芝グループ
連合会館内

横川　易季 久保　克公

1167 動物にやさしい仲間たち
神奈川県横浜市中区相生町２―２７　宇田川ビル３
Ｆ

串田　誠一 板倉　則子 ○ ○

1168 とうま明男の会 神奈川県茅ヶ崎市松尾７－３７ 上野　尚之 田中　忠夫

1169 東洋観光バス交通政策研究会
神奈川県横須賀市久里浜７－６－１（東洋観光株式
会社内）

河口　竹司 植松　和教

1170 とことん前向き
神奈川県横須賀市上町３－５１－５　高浜アパート
Ｄ号室

中井　美和子 中井　美和子 ○
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1171 土佐洋子を応援する会 神奈川県三浦郡葉山町堀内３６０ 土佐　洋子 土佐　幸子 ○

1172 とざわ幸雄後援会 神奈川県海老名市上今泉６－２５－２９ 戸澤　幸雄 杉本　征一郎 ○

1173 都市道路研究会 神奈川県横浜市中区海岸通４－２１　倉田ビル 佐藤　善幸 福士　敏雄

1174 戸塚区薬剤師連盟
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１３７　パレスＳＩ
１０３号室

加藤　眞人 加藤　眞人

1175 翔ぶが如く！英次郎と市民の会 神奈川県小田原市鴨宮６４３－１０２ 小谷　英次郎 小谷　芳絵 ○

1176 冨田後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１－１６４４ 冨田　幸宏 榎本　泰代 ○

1177 とむらゆうじ後援会 神奈川県足柄上郡中井町松本１０２６－１７ 小澤　克之助 小澤　勲

1178 友田そうやと藤沢の未来を創る会
神奈川県藤沢市大庭５６８３－２　駒寄１１－２０
１

友田　宗也 友田　裕子 ○

1179 とよしま太一応援団 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根１２２９－４　豊嶋方 豊嶋　一 豊嶋　恵

1180 人来夢社会活動委員会 神奈川県横浜市青葉区新石川１－１－９ 長谷川　逸人 國廣　憲義

1181 鳥渕優後援会 神奈川県大和市上和田１８５０－１６ 鳥渕　優 岡村　彬 ○

1182 内藤のりあき後援会 神奈川県座間市入谷西４－１６－３ 内藤　浩司 磯川　知義

1183 内藤幸男と座間の未来を考える会 神奈川県座間市入谷東３－８－２３ 内藤　幸男 内藤　あゆみ

1184 永井浩介後援会 神奈川県海老名市国分寺台５－１４－２７ 永井　浩介 原　恵美子

1185 永井浩介を支援する会 神奈川県海老名市国分寺台５－１４－２７ 永井　浩介 永井　美恵子 ○

1186 永井まさと後援会 神奈川県横須賀市鴨居３－５－５ 永井　真人 永井　由美 ○

1187 永井ゆずる後援会 神奈川県藤沢市亀井野３２０７－３５ 永井　譲 永井　鈴代 ○

1188 中尾のぶ子と仲間たちの会
神奈川県横浜市神奈川区六角橋２－１７－１７　沢
井荘

中尾　延子 齋藤　正子 ○

1189 中川としお後援会 神奈川県茅ヶ崎市下町屋３－７－２０ 中川　和子 中川　登志男

1190 中郡医師連盟 神奈川県中郡二宮町二宮９０４－６ 竹末　良三 林　和義

1191 中里しげみつ応援会 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎５－３８－１９－２ 中里　成光 中里　恵美子

1192 中澤克之後援会 神奈川県鎌倉市二階堂１１７－８ 中澤　克之 中澤　克之 ○

1193 長沢佑太後援会 神奈川県横須賀市久里浜４－１４－４ 長澤　佑太 長澤　佑太

1194 長嶋かずき後援会 神奈川県伊勢原市三ノ宮１４４２－２ 長嶋　一樹 長嶋　良雄

1195 長嶋竜弘を応援する会
神奈川県鎌倉市極楽寺２－６－１０　メゾンツリー
２０１

長嶋　竜弘 市川　淳

1196 中島みつのり後援会 神奈川県横浜市戸塚区原宿３－５５－７ 中島　光徳 島田　充将 ○

1197 長瀬みさと笑顔をむすぶ会
神奈川県座間市入谷東３－３０－２６　澤善ビル２
Ｆ

鈴木　博美 鈴木　由紀恵

1198 永田てるじを応援する会
神奈川県茅ヶ崎市菱沼１－１１－６７　グラビス１
０７

永田　輝樹 永田　尚子 ○

1199 中谷一馬を応援する会 神奈川県横浜市港北区日吉２－６－３－２０１ 中谷　一馬 風間　良 ○ ○

1200 中田宏を激励するセントラルベイ有志会
神奈川県横浜市中区山下町１５６　株式会社萬珍樓
本社内

林　兼正 陳　祐國
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1201 中田ひろしを支える会
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－１４　新弘
ビル７階

中田　宏 奈良　俊幸 ○

1202 永田まりなを応援する会 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東５－１－１２ 永田　磨梨奈 永田　香代野 ○

1203 中塚一宏後援会 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡２－１７－１１ 中塚　一宏 中塚　聡子

1204 中津川定雄後援会 神奈川県足柄上郡松田町寄４６６９ 中津川　勝七 髙橋　始

1205 長友よしひろ後援会
神奈川県相模原市緑区橋本３－１７－５わかばビル
６０３号

峯　雅徳 阿部　隆史 ○

1206 長友よしひろ政策研究会
神奈川県相模原市緑区橋本３－１７－５わかばビル
６０３号

長友　克洋 阿部　　隆史 ○ ○

1207 中西けんじ君を応援する会
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

吉村　義哉 阿部　裕子

1208 中西けんじ君を励ます会
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

吉村　義哉 阿部　裕子 ○

1209 中西けんじの会
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

細谷　澄香 白石　洋子

1210 中西なおみ後援会
神奈川県逗子市逗子７－１３－２５　リブリウイン
グレフト１０１

中西　直美 中西　直美 ○

1211 中野まさゆき後援会 神奈川県小田原市曽比１８５５－５ 中野　正幸 中野　奈緒子 ○

1212 中野ゆきお日本共産党後援会
神奈川県茅ヶ崎市中海岸４－１－３９　カルミアア
パート１０１号

小泉　一夫 岡崎　不二夫

1213 中原区の緑と笑顔を守る会 神奈川県川崎市中原区等々力１２－５ 荒居　義次 増田　克典 ○

1214 なかぼう一貴と座間の未来を作る会 神奈川県座間市さがみ野１－８－５　１０２号 中坊　一貴 田中　勇介

1215 中村そう一郎後援会 神奈川県鎌倉市台３－３－１９－１００１号 朝戸　一夫 中村　園子

1216 中村たけと後援会
神奈川県横浜市神奈川区六角橋２－６－１２　舞ハ
イツ１０１

中村　武人 中村　基

1217 中村忠辰後援会 神奈川県相模原市緑区青山９２４－８ 中村　忠辰 中村　博巳 ○

1218 中村ひでと後援会 神奈川県秦野市菩提７４８－１ 中村　英仁 松田　徹 ○

1219 中村まさはる後援会 神奈川県相模原市中央区田名４３２９ 中村　昌治 関根　儀秋 ○

1220 中本誠後援会
神奈川県川崎市宮前区土橋４－３－２　コスモ鷺沼
エクセラ５０３号

中本　誠 中本　誠 ○

1221 永山会 神奈川県川崎市高津区二子３－１６－２３－２０３ 遠藤　晴彦 遠藤　晴彦

1222 中山真吾後援会
神奈川県横浜市磯子区磯子３－６－２３　篠原豪事
務所内

中山　真吾 中山　真吾 ○

1223 中山だいすけ後援会 神奈川県横浜市神奈川区松本町２－１３－６ 中山　大輔 伊藤　善美

1224 中山のりひろ後援会 神奈川県川崎市多摩区登戸２６６３　東洋ビル５Ｆ 青砥　昌一 白谷　武士

1225 中山まゆみ後援会 神奈川県伊勢原市東大竹１３３０－２２ 中山　真由美 藤井　勝 ○

1226 なきり文梨後援会 神奈川県厚木市戸室１－２４－２０－６０６号 角田　司郎 井上　道一

1227 南雲まさ子後援会 神奈川県足柄上郡松田町神山４２１－１ 南雲　まさ子 南雲　栄樹 ○

1228 那須野純花後援会 神奈川県川崎市幸区塚越４－３２０－４－６１２ 那須野　純花 那須野　純花 ○

1229 なまい洋子輝く未来の会 神奈川県横須賀市大矢部２－１３－８ 生井　洋子 白水　千秋 ○

1230 奈良なおし後援会 神奈川県厚木市林２－１－４８ 田所　武久 福山　発身
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1231 奈良なおし事務所 神奈川県厚木市林２－１－４８ 奈良　直史 江藤　光広 ○

1232 成川やすみを支援する会 神奈川県足柄上郡中井町藤沢１６－２ 成川　保美 曽我　英男 ○

1233 難波達哉後援会 神奈川県厚木市下荻野１４１３ 森久保　孝 土屋　正美

1234 なんば秀樹の会 神奈川県相模原市緑区下九沢１６９０－２９ 南波　秀樹 南波　英美 ○

1235 新倉真二を励ます会 神奈川県茅ヶ崎市本宿町２－５０ 新倉　真二 新倉　真二

1236 虹色未来プロジェクト 神奈川県逗子市久木４－１７－１２ 中村　充隆 桑原　潔

1237 西岡よしたかサポーターズクラブ
神奈川県横浜市戸塚区舞岡町２４２－１　オハナ戸
塚舞岡１０３号室

西岡　義高 西岡　千加 ○

1238 西川誠志応援団 神奈川県藤沢市本町２－１０－１７ 西川　誠志 西川　誠志

1239 西久保ゆうすけ後援会
神奈川県平塚市菫平１２－１２－２－８０９　パレ
平塚すみれ平

西久保　祐輔 西久保　明世 ○

1240 西智後援会 神奈川県藤沢市亀井野２－３８－６ 西　智 西　智

1241 西田えみ後援会 神奈川県大和市下鶴間２５０ 西田　恵美 西田　友宏

1242 西田ゆうと後援会 神奈川県相模原市中央区青葉１－８－７　西田方 川田　基晶 西田　里香

1243 にしななつみ後援会 神奈川県相模原市南区相武台１－４－１－２Ｆ 仁科　なつ美 小池　範明 ○

1244 西村くにこ後援会
神奈川県川崎市川崎区昭和２－７－１３　アクア
ガーデン４０７

西村　恭仁子 西村　和彦 ○

1245 にしや克己後援会 神奈川県相模原市中央区向陽町５－４ 西家　克己 西家　栄子 ○

1246 西山豊一後援会 神奈川県海老名市中野１－１３－２９ 西山　豊一 西山　美恵子

1247 ２１世紀の伊勢原を創る会 神奈川県伊勢原市高森２－１７－６　松本方 松本　淑子 松本　茂

1248 ２２世紀の神奈川を創造する会 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３８７０－１ 北井　宏昭 金子　健一郎 ○

1249 仁田まさとし励ます会 神奈川県横浜市南区六ツ川４－１１２９ 仁田　昌寿 伊藤　建蔵 ○

1250 日本第一党神奈川県本部
神奈川県茅ヶ崎市中海岸３－６－３３　フレール中
海岸Ａ棟２０３

中島　由裕 髙橋　裕子

1251 二宮かずこ後援会 神奈川県中郡大磯町月京２４－１６ 二宮　加寿子 二宮　加寿子 ○

1252 二宮尊徳政経塾 神奈川県川崎市高津区北見方１－１８－２－１ 根岸　幸一 根岸　幸一

1253 二宮町をより良くする会
神奈川県中郡二宮町二宮９２－４５　パシフィック
コーポ２号

古谷　健司 古谷　健司

1254 仁平克枝を応援する会
神奈川県川崎市川崎区大島上町１８－１　サニーク
レイン２０２

野呂瀬　克枝 山口　利江 ○

1255 日本遺族政治連盟神奈川県本部
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

1256 日本改革ＮＥＷプロジェクト 神奈川県横浜市泉区弥生台２６－６ 水戸　将史 曽根田　享 ○

1257 日本共産党あらき由美子後援会 神奈川県横浜市南区通町１－１２－４－１０４ 竹内　将雄 畑井田　泰司

1258 日本共産党今宮ゆうき後援会 神奈川県相模原市中央区中央１－１０－１０ 田中　武夫 菅沼　二十生

1259 日本共産党岩崎ひろし後援会 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３８７５ 須崎　浩 清水　和夫

1260 日本共産党岩田やすあき後援会 神奈川県小田原市堀之内３１８－１ 藤田　玲子 小谷　健晴
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1261 日本共産党上野たつや後援会 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３－２－１７ 小泉　克弥 小川　房子

1262 日本共産党宇佐美さやか後援会 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３－２－１７ 小泉　克弥 髙橋　章二

1263 日本共産党大山奈々子後援会 神奈川県横浜市港北区樽町１－２４－３６ 三宅　るり 古橋　良隆

1264 日本共産党　大和田あきお後援会 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３８８４－１ 須﨑　浩 梅津　邦夫

1265 日本共産党小田・田島地域後援会 神奈川県川崎市川崎区浅田２－３－１４ 堀内　静夫 浦川　信一

1266 日本共産党神奈川区後援会 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３－２－１７ 小泉　克弥 土屋　倉吉

1267 日本共産党神奈川県後援会
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１０－１６　
斉藤ビル２階

岡村　共栄 山本　広志

1268 日本共産党川崎区後援会 神奈川県川崎市川崎区大島１―１１―６ 田中　久善 光野　正洋

1269 日本共産党川崎市後援会 神奈川県川崎市川崎区砂子２－８－１－４０１ 原　弘明 加藤　光義

1270 日本共産党かわじ民夫旭区後援会 神奈川県横浜市旭区万騎ヶ原３３－９ 黒崎　羊二 一色　由紀子

1271 日本共産党木佐木ただまさ後援会 神奈川県横浜市鶴見区潮田町２－１２０－２ 星田　一雄 石川　要二郎

1272 日本共産党くぼたみき後援会 神奈川県三浦郡葉山町堀内２１００－１２４ 渡部　浩 阿部　勝雄

1273 日本共産党港南区後援会
神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１９－２０　
ワットビル３０１

柴田　允 宮下　欽次郎

1274 日本共産党佐々木弘後援会 神奈川県海老名市国分北２－１１－２１ 鹿野　文二郎 鈴木　孝清

1275 日本共産党白井まさ子後援会 神奈川県横浜市港北区樽町１－２４－３６ 三宅　るり 古橋　良隆

1276 日本共産党逗子市はしづめ明子後援会 神奈川県逗子市沼間２－１５－４ 肥後　和博 梅川　照子

1277 日本共産党大師地域後援会 神奈川県川崎市川崎区東門前２－４－１１ 安西　光洋 吉田　十三夫

1278 日本共産党高久良美後援会 神奈川県大和市西鶴間６－２４－１９　高久良美方 豊留　義治 豊留　かおり

1279 日本共産党高野洋一後援会 神奈川県鎌倉市材木座３－１７－２５ 林田　正義 三浦　真江

1280 日本共産党田所健太郎後援会 神奈川県相模原市中央区中央１－１０－１０ 中野渡　旬 下田　繁夫

1281 日本共産党中央地域後援会 神奈川県川崎市川崎区境町１１―２１ 藤井　忍 綿貫　貴美枝

1282 日本共産党中村圭後援会 神奈川県相模原市緑区橋本８－１１－１３－１０３ 辻󠄀村　十三雄 辻󠄀村　睦子

1283 日本共産党・初声・南下浦・石橋むつみ後援会 神奈川県三浦市初声町下宮田１０７９－２１７ 石橋　秀夫 毎熊　建太郎

1284 日本共産党羽生田学後援会 神奈川県相模原市南区旭町１－５ 海老沢　勲 杉山　彰雄

1285 日本共産党ふじそのあき後援会 神奈川県横須賀市公郷町２－１－９ 堀本　繁夫 松本　友子

1286 日本共産党ほりぐち香奈後援会 神奈川県大和市中央林間４－１８－１６ 斎藤　英子 新井　美代

1287 日本共産党松本正幸後援会 神奈川県海老名市さつき町１－１０－２０２ 吉本　等 林崎　誠

1288 日本共産党守谷浩一後援会 神奈川県座間市広野台１－１３－２１ 佐藤　一 田嶋　喜美子

1289 日本共産党柳沢じゅんじ後援会 神奈川県藤沢市高倉５９６－６ 渡辺　忠 笠松　研

1290 日本共産党山下伸一郎後援会 神奈川県相模原市南区相模台３－１６－７ 川辺　伸一 板垣　房吉
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1291 日本共産党山田まさひろ後援会 神奈川県高座郡寒川町倉見２４７５－３ 福井　幸太郎 高橋　千代子

1292 日本共産党横須賀市東部地域後援会
神奈川県横須賀市公郷町２－１－９　日本共産党三
浦半島地区委員会内

横溝　達夫 田中　隆雄

1293 日本共産党横田えいじ後援会 神奈川県小田原市堀之内３１８－１ 原田　敏司 中村　治郎

1294 日本共産党渡辺ひさ子後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜４８２－２２ 高山　正義 井上　国男

1295 日本禁煙党
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 ○

1296 日本のヴィジョンを考える会 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 ○ ○

1297 日本弁護士政治連盟神奈川支部
神奈川県横浜市中区日本大通９　神奈川県弁護士会
館内

木村　良二 本間　豊

1298 日本みらい研究所
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 ○

1299 日本薬業政治連盟神奈川県支部
神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１　神奈川県総
合薬事保健センター　神奈川県医薬品卸業協会

森山　直樹 藤原　正

1300 日本臨床検査技師連盟神奈川県支部
神奈川県横浜市中区山下町５１－１　読売横浜ビル
５Ｆ

佐藤　泰之 佐藤　泰之

1301 日本労働党神奈川県委員会
神奈川県横浜市西区岡野１－１－３０安斉コーポＤ
号室

中村　寛三 依岡　雄一郎

1302 ニューウェーブかわさきの会 神奈川県川崎市宮前区有馬７－４－１７　織田方 織田　勝久 岩隈　千尋

1303 にらさわたかひろ後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津８６４－７ 韮沢　貴裕 韮沢　早織 ○

1304 ぬまざわ和明後援会 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－３８－２－２１５ 沼沢　和明 古作　栄敏 ○

1305 根岸幸一後援会 神奈川県川崎市高津区北見方１―１８―２―１号 松田　雅子 根岸　幸一

1306 根岸ゆき子後援会 神奈川県中郡二宮町緑が丘３－１４－４ 小島　澄夫 川崎　智美

1307 ＮＥＸＴ　ＨＡＫＯＮＥ 神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３００－６９４ 田村　洋一 田村　洋一 ○

1308 ネバーギブアップやまと 神奈川県大和市南林間２－４－１ 安藤　博夫 安藤　有子

1309 納所てるつぐ後援会 神奈川県鎌倉市寺分２１４－１５０ 納所　輝次 守屋　良太 ○

1310 野内光枝と大和を育む会 神奈川県大和市福田１－２３－１３ 野内　光枝 会場　孝則 ○

1311 野崎しんや後援会 神奈川県平塚市菫平８－７ 野崎　審也 神谷　映子 ○

1312 野地洋正後援会 神奈川県中郡二宮町二宮１１０－８ 名倉　隆 野地　京子

1313 のずえ明美後援会 神奈川県川崎市高津区溝口５－１１－２０ 山本　武彦 中村　忠廣

1314 野田はるみ後援会事務所 神奈川県横須賀市芦名１－４－１０ 長嶺　治美 長嶺　孝 ○

1315 野田ひろきち後援会 神奈川県綾瀬市寺尾西２－２－３４ 野田　広吉 佐藤　久 ○

1316 野田まさゆき後援会 神奈川県川崎市幸区鹿島田１－９－１６ 清宮　延光 岩澤　克政

1317 野中幸市後援会
神奈川県中郡大磯町東小磯２００－１　レゾンデパ
ン大磯３１６号

野中　幸市 野中　幸市

1318 野々山しずか後援会 神奈川県秦野市千村４－１４－３２ 野々山　静香 野々山　晃永

1319 野元弘幸後援会 神奈川県相模原市緑区澤井１２１５ 野元　弘幸 小張　学 ○

1320 のもとよしみと歩む会 神奈川県相模原市緑区日連１４２２ 東　眞司 古澤　めい
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1321 はぎうだ康治後援会 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－３０－１１ 萩生田　康治 門倉　有三 ○

1322 はぎわら鉄也後援会 神奈川県伊勢原市小稲葉１００－１２　萩原方 吉岡　一男 佐々木　基

1323 箱根ジオパークと観光を考える会 神奈川県足柄下郡箱根町湯本２５６ 川上　賢治 沖津　弘幸

1324 箱根を愛する会 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野９２１－１３ 稲葉　親太郎 稲葉　加代 ○

1325 はしだ夏枝を育てる会 神奈川県伊勢原市板戸８４７－１ 橋田　夏枝 越地　智恵 ○

1326 はしもと修一後援会 神奈川県高座郡寒川町一之宮８―１６―７ 橋本　修一 橋本　修一

1327 橋本まさる後援会 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－２３－７－２ 橋本　勝 伊藤　紀久夫 ○

1328 はすもといちろう後援会
神奈川県三浦市初声町和田２４２８　グリーンパー
ク１０２

蓮本　一朗 鈴木　堅二

1329 長谷川えつこ後援会
神奈川県横浜市中区花咲町１－４６－１　ＧＳプラ
ザ桜木町駅前８０１

渡部　けい子 村上　貴之

1330 長谷川くみ子を応援する会
神奈川県相模原市南区相模大野６－１６－２３－１
０２

長谷川　昭一 長谷川　昭一

1331 長谷川たくま後援会 神奈川県横浜市都筑区東方町６４２ 長谷川　琢磨 仲田　崇明 ○

1332 長谷川昇後援会 神奈川県横須賀市長坂３－３－１１ 長谷川　昇 岸本　隆巳 ○

1333 長谷川由美応援団 神奈川県茅ヶ崎市幸町３－１８－１００１ 長谷川　由美 長谷川　暢男 ○

1334 はたい陽子後援会 神奈川県綾瀬市寺尾本町１－１７－４９　２０１ 藤井　理恵 森藤　紀子

1335 秦野伊勢原医師連盟 神奈川県秦野市曽屋１１ 関野　高弘 海平　淳一

1336 秦野伊勢原歯科医師連盟 神奈川県伊勢原市板戸４０３ 新倉　良一 鎮目　正美

1337 秦野から未来を創る会 神奈川県秦野市松原町１－２ 古谷　一郎 小嶋　希 ○

1338 はたの君枝後援会 神奈川県川崎市幸区中幸町４－１８－１ 髙山　修 小林　教春

1339 秦野市薬剤師連盟 神奈川県秦野市本町２－１－３２　三宝ビル４Ｆ 佐野　友保 神原　章喜

1340 秦野を変える実現力 神奈川県秦野市西大竹１３４ 高橋　昌和 山口　和裕

1341 働く者の政策を実現推進する会 神奈川県川崎市川崎区水江町６－１５ 星名　英保 宮本　亮

1342 服部ひろあき後援会
神奈川県相模原市中央区南橋本１－２２－１５－１
０６

山本　正巳 平岡　陽子

1343 はっとり誠がんばれの会 神奈川県逗子市沼間５－１６－２９ 田中　美乃里 井ノ上　誠也

1344 花上功後援会 神奈川県愛甲郡愛川町半原４７５５ 花上　功 井上　友美 ○

1345 花上きよし後援会 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

1346 葉梨ゆきとし後援会 神奈川県海老名市柏ケ谷７１９－４ 葉梨　之紀 阿部　貴樹

1347 花田まことの会 神奈川県茅ヶ崎市南湖７－１２８６９－１６１ 池崎　真 池崎　真

1348 はなわ孝一後援会 神奈川県川崎市麻生区細山３－１４－６ 花輪　孝一 小田　昌一 ○

1349 羽根（はね）かほるをサポートする会 神奈川県中郡二宮町二宮１１６０－１０ 羽根　輝哉 羽根　輝哉

1350 馬場つかさ後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津７６１ 馬場　保政 熊坂　勲
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1351 はまい直彦後援会 神奈川県中郡二宮町二宮２９５ 濱井　直彦 濱井　直彦

1352 浜田まさとし励ます会
神奈川県川崎市川崎区小田７－２－１　ジェイパー
ク川崎コンフィール２１４

濱田　昌利 兼次　吉雄 ○

1353 早川仁美後援会 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根１３６－１１ 辻　暁子 吉野　伸子

1354 林公太郎後援会 神奈川県横浜市港北区新羽町１７８１ 林　公太郎 林　公太郎

1355 林としお後援会
神奈川県川崎市川崎区追分町１－１２－５０３　パ
ワーハウスＢＫ

林　敏夫 星名　英保

1356 林浩美後援会 神奈川県川崎市川崎区中島２－２０－１０ 林　浩美 林　浩美 ○

1357 葉山なおし後援会 神奈川県横須賀市吉井３－２６－１６ 葉山　直 夏苅　節男

1358 葉山の街のたくみ会 神奈川県三浦郡葉山町堀内１１３２ 前田　拓三 前田　恵子

1359 葉山まちづくりの会 神奈川県三浦郡葉山町一色２３２２－５ 杉野　仁 広田　実

1360 原くみこ後援会 神奈川県小田原市中町３－１－２６ 原　久美子 原　久美子 ○

1361 原けんぞう後援会 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口３２９２ 及川　勲 鈴木　照男

1362 原聡後援会 神奈川県秦野市今泉２０５１ 原　聡 原　聡 ○

1363 原そうすけ後援会
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号

原　聡祐 内田　幸一 ○

1364 原田洋後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥４－１－２３ 髙杉　泰行 原田　洋一

1365 原典之連合後援会 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町２－７－３ 吉房　勝彦 村山　十九男

1366 春たかあき後援会
神奈川県川崎市高津区上作延１１９４－２　カテ
リーナ梶ヶ谷パークサイド４０３

春　孝明 横瀬　英隆 ○

1367 パワーアップ横浜 神奈川県横浜市南区三春台７０ 片桐　紀子 片桐　和子 ○

1368 秀でて明るい川崎をつくる会
神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－２４－３０
２

古厩󠄃　秀明 古厩󠄃　秀明 ○

1369 東木ひさよ後援会 神奈川県藤沢市石川２－１６－１０ 東木　久代 中島　順子 ○

1370 比嘉なつみ神奈川県歯科医師後援会
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３階

鶴岡　裕亮 皆藤　訓男

1371 美心会 神奈川県小田原市早川３－７－９ 鈴木　美伸 鈴木　秀子 ○

1372 ＶｉｔａｍｉｎＴ（江口友子とともに歩む会） 神奈川県平塚市南原３－３－２２ 門屋　輝慶 小日向　素子

1373 一人から始めるリコール運動 神奈川県横浜市戸塚区汲沢４－３３－１４ 広越　由美子 小林　章子

1374 ひなたの杜 神奈川県鎌倉市腰越３－２３－７ 日向　慎吾 日向　周二

1375 ひまわりの会 神奈川県藤沢市鵠沼石上２－８－２ 柳田　あゆ 柳田　秀憲

1376 兵藤さら後援会 神奈川県鎌倉市扇ガ谷１－８－２　堀口ＡＰ１Ｆ 岩田　薫 山本　日出子

1377 日吉ひろ子後援会 神奈川県海老名市上郷３－１０－２９ 日吉　弘子 小澤　春光 ○

1378 日和会 神奈川県川崎市中原区木月３－４－３－２０３ 日浦　和明 日浦　和明 ○

1379 平川和美後援会 神奈川県藤沢市亀井野１００１－４１ 平川　和美 平川　実 ○

1380 平田いくよ応援団
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２４－２１　
リーブラセンター北３０２号室

山田　由美子 吉野　歌代子
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1381 平塚・大磯・二宮歯科医師連盟 神奈川県平塚市明石町２０―３ 秋山　博 中峰　保

1382 平塚市医師連盟
神奈川県平塚市東豊田４４８―３　平塚市保健セン
ター内

久保田　亘 内門　大丈

1383 平塚ＹｏｕＴｕｂｅｒしん後援会 神奈川県平塚市見附町３２－１２　臼井ビル２０１ 元島　新 木村　大樹

1384 平野かずゆき後援会 神奈川県逗子市逗子７－３－５ 平野　和之 平野　香織 ○

1385 平野みぎわ後援会 神奈川県茅ヶ崎市小和田２－１１－４８－５０７ 和田　清 村山　哲史

1386 平野由里子後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１２４９ 鈴木　隆 奥野　和子

1387 平原光三後援会 神奈川県三浦郡葉山町一色１９９５ 平原　光三 平原　光三

1388 平山こうじ後援会 神奈川県川崎市高津区千年９１０－１０ 平山　浩二 藤井　光一 ○

1389 比留川政彦後援会 神奈川県綾瀬市深谷中２－２３－２０ 比留川　政彦 比留川　里美 ○

1390 広こしゆみこサポーターズ 神奈川県横浜市戸塚区汲沢４－３３－１４ 小林　章子 林　奈緒子

1391 広瀬忠夫後援会 神奈川県茅ケ崎市緑が浜６－２２ 広瀬　忠夫 広瀬　忠夫

1392 廣仲信太郎後援会 神奈川県横浜市磯子区丸山２－２１－１７ 廣仲　信太郎 落合　伴重 ○

1393 ピンチをチャンスに変える会 神奈川県逗子市山の根１－２－３５ 齊藤　恵一郎 梶川　雄司

1394 フォーラム２１世紀の発信
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 栗原　優子 ○ ○

1395 フォーラム秦野 神奈川県秦野市元町３―１６ 榎本　光延 山口　圭輔

1396 深作ヘススを応援する会 神奈川県横浜市中区尾上町３－４６　木村ビル４Ｆ
深作　光輝ヘス

ス
深作　祐衣 ○ ○

1397 府川輝夫後援会 神奈川県足柄上郡山北町岸４９１ 原　博志 府川　輝夫

1398 府川正明後援会 神奈川県平塚市千石河岸５２－１７ 相原　典光 冨田　弘

1399 ふかわ裕一後援会 神奈川県足柄上郡開成町延沢２３１ 辻󠄀村　進 府川　功

1400 福井すすむ後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１－１６３９－８ 福井　進 福井　進

1401 福島直子後援会
神奈川県横浜市中区本牧町１－４８－４　ハイツ本
牧３０４

福島　直子 隅田　敏夫 ○

1402 福田久美子日本共産党後援会 神奈川県綾瀬市落合南２－１－２ 木村　清子 太田　美佐緒

1403 福田紀彦後援会
神奈川県川崎市中原区上新城２－１１－２５　セ
シーズイシイ５－５０２

福田　紀彦 宮川　隆行 ○

1404 ふくだ峰之を支援する会
神奈川県横浜市青葉区新石川２－１３－１８　グレ
イスビーノ３０５

福田　昌克 遠藤　幸彦

1405 ふくだ峰之を育てる基金
神奈川県横浜市青葉区新石川２－１３－１８　グレ
イスビーノ３０５

福田　峰之 遠藤　幸彦

1406 ふくち茂後援会 神奈川県海老名市門沢橋３－１６－１３ 福地　茂 福地　晴美 ○

1407 福地茂を育てる会
神奈川県横浜市港北区菊名６－２３－２１　福地ビ
ル１Ｆ

小泉　正 助野　達也

1408 福本たかふみ後援会 神奈川県大和市桜森２－２２－２ 福本　隆史 福本　隆史

1409 福森真司後援会 神奈川県秦野市緑町１－３１ 福森　真司 福森　真司 ○

1410 藤井しんすけ後援会
神奈川県平塚市宮の前９－２１－１００５　プレ
ディアンスフォート湘南平塚リコット

藤井　深介 木内　忠 ○
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1411 藤居芳明を応援する会
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３５－４－５０
６

藤居　芳明 小林　奈美

1412 藤崎浩太郎を応援する会
神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１０－７　カー
サヴィータ４０２

藤崎　浩太郎 安浦　稜夫 ○

1413 藤沢きくえ後援会 神奈川県海老名市杉久保南４－１８－１ 藤澤　菊枝 木内　保 ○

1414 藤沢市医師連盟 神奈川県藤沢市高倉２３４５　藤沢湘南台病院内 鈴木　紳一郎 西村　和博

1415 藤沢市歯科医師連盟 神奈川県藤沢市鵠沼石上２－１０－６ 松本　富三 三觜　大介

1416 藤沢市の暮らしについて考える会 神奈川県藤沢市片瀬２－１７－２　和宏印刷内 中山　里実 中山　里実

1417 藤沢市薬剤師連盟 神奈川県藤沢市藤沢９２１ 後藤　知良 村上　和宣

1418 藤沢のミライ 神奈川県藤沢市片瀬海岸３－１２－１９ 鈴木　智晴 鈴木　文子 ○

1419 ふじしろゆうや後援会 神奈川県大和市福田１３７９－２７ 堀越　研司 石川　隆

1420 藤田のぼる後援会 神奈川県三浦市三崎町小網代５５－２４ 藤田　昇 齋藤　美知男 ○

1421 富士通労組「未来を創る会」
神奈川県川崎市中原区小杉町３－２６４－３　ユニ
オンビル内

岡本　晃 大井　奈央

1422 藤永忠と多様な社会をつくる会
神奈川県川崎市宮前区潮見台８番７－２０２　サン
ヒルズ潮見台

藤永　忠 馬場　紀彦 ○

1423 藤曲大樹後援会 神奈川県中郡大磯町西小磯９１０－１０ 藤曲　大樹 藤曲　大樹

1424 伏見ゆきえ後援会
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町３９０－１　表ビル
１階

伏見　幸枝 山道　テイ子

1425 藤村晃子後援会
神奈川県横浜市神奈川区松見町４－９４４－１３－
６０５

藤村　晃子 藤村　晃子 ○ ○

1426 藤村ゆかりの会
神奈川県茅ヶ崎市香川１－１０－２－２０７　ライ
トタウン茅ヶ崎

藤村　英治 藤村　英治

1427 藤本恵祐後援会 神奈川県茅ヶ崎市堤７６－７ 前川　厚 藤本　きよみ

1428 ふせはつ子後援会 神奈川県相模原市中央区矢部１－２５－７ 大槻　克男 鳥海　千秋

1429 布瀬めぐみ応援団
神奈川県大和市深見西８－８－７　神奈川ネット
ワーク運動大和市民会議事務所内

河崎　民子 河崎　民子

1430 二井くみよを応援する会
神奈川県横浜市磯子区中原２－７－１１　１０３号
室

二井　久美代 二井　文恵 ○

1431 二見英一後援会 神奈川県横須賀市吉井２－７－２８ 二見　英一 岩川　広数 ○

1432 二見のぼる励ます会 神奈川県綾瀬市寺尾南３－２４－３ 前田　政一 笠間　昭和

1433 渕龍一後援会 神奈川県横浜市磯子区原町１３－１０－６０５ 工藤　正治 大内　清春

1434 太栄志の会
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 ○ ○

1435 文月会（望月高徳後援会） 神奈川県横浜市都筑区荏田東１－１－４６－４０２ 望月　高徳 成島　学 ○

1436 ふもと理恵後援会 神奈川県横浜市泉区中田東３－１５－９ 麓　理恵 榎本　喜代美 ○

1437
ｆｕｔｕｒｅ　ｏｆ　ｓｍｉｌｅ（太田佳佑後
援会）

神奈川県相模原市中央区水郷田名４－１０－１－１
２０５

太田　佳佑 明時　華枝

1438 古市正後援会 神奈川県綾瀬市上土棚中７－１－３－３１２ 古市　正 古市　正

1439 古内明後援会 神奈川県相模原市南区鵜野森２－２７－７－３０３ 古内　明 古内　香 ○

1440 古川直季青春の会 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１９９－１ 古川　直季 平島　●志 ○ ○
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1441 古木邦明後援会 神奈川県大和市つきみ野３－３－１１ 小倉　武光 古木　新一

1442 古澤しんご後援会 神奈川県相模原市中央区中央６－１３－８ 古澤　慎悟 菅谷　久美子 ○

1443 古谷星工人後援会 神奈川県足柄上郡松田町寄６４３３　古谷星工人方 古谷　康 山岸　榮市

1444 古谷やすひこ後援会 神奈川県横浜市鶴見区矢向４－１－２ 森田　秀男 森屋　恒彦

1445 古谷よしゆき後援会 神奈川県秦野市入船町３－２ 古谷　義幸 石田　幸平 ○

1446 フロンティア川崎 神奈川県川崎市多摩区登戸１６４４－１－１Ｆ 笠　浩史 雨笠　裕治

1447 分権自治フォーラムかながわ
神奈川県横浜市南区高根町１－３　県地域労働文化
会館内

千葉　信夫 中野　雅臣

1448 平政会 神奈川県平塚市中堂１０―１８ 山原　栄一 田中　正実 ○

1449 平成から挑戦する会 神奈川県相模原市南区南台５－１－５ 鈴木　晃地 熊坂　崇徳 ○

1450 ヘイトスピーチを考える会 神奈川県川崎市幸区南加瀬２－５－２８ 瀬戸　弘幸 佐久間　吾一

1451 平和で明るい神奈川県政をつくる会
神奈川県横浜市中区桜木町３－９　横浜平和と労働
会館６階神奈川労連内

住谷　和典 三浦　謙一

1452 平和で住みよい民主座間市政をつくる会
神奈川県座間市西栗原１－７－３３　神奈川土建座
間海老名支部内

鴨居　洋子 梅沢　聡

1453 平和で豊かな相模原民主市政をつくる会 神奈川県相模原市中央区中央１－１０－１０ 中屋　重勝 砂賀　佳宏

1454 平和と民主主義をともにつくる会・かながわ 神奈川県横浜市鶴見区佃野町１－７　深谷ビル１階 青島　正晴 菅原　美福

1455 平和な民主藤沢市政をつくるみんなの会
神奈川県藤沢市藤沢２－１－３　（湘南民主商工会
内）

冨矢　信男 前田　欣宣

1456 保坂れい子後援会
神奈川県鎌倉市大船３－３－１５－１０４　神奈川
ネットワーク運動・鎌倉内

横川　和夫 清水　順子

1457 星かよこ後援会 神奈川県三浦郡葉山町堀内１１７７－６９ 星　加代子 田中　隆 ○

1458 星野久美子後援会 神奈川県座間市入谷東３－２２－１０ 渡辺　光男 岩井　文子

1459 星野翔後援会
神奈川県大和市西鶴間７－９－７　グリーンアヴェ
ニューＤ２０１

星野　翔 伊藤　宏

1460 星野つよし連合後援会
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 ○ ○

1461 星野よういち後援会 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４４５０－２ 高橋　伸生 星野　共美

1462 保守の逆襲
神奈川県川崎市多摩区中野島３－１５－３８－４０
３

三宅　隆介 浅谷　佳代

1463 細田政広後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町岩５０－６５ 森下　賢 青木　珠実

1464 ほそや一彦応援団 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北３－１５－１ 細谷　一彦 深田　将基

1465 ほそや政幸後援会
神奈川県相模原市南区古淵２－１８－３　ヤママサ
第１ビル５Ｆ（有）マサハ内

細谷　政幸 細谷　勝利

1466 保土ヶ谷薬業連盟 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－２８－１ 木村　重 石井　貞義

1467 保土ケ谷を愛する会 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷３－４－８ 高谷　憲 高谷　しげの

1468 ほぼふみ子後援会 神奈川県相模原市南区若松６－１－１４－１ 保々　富美子 保々　信昭 ○

1469 ほりえ則之後援会 神奈川県厚木市水引２－１２－３６ 森久保　孝 相原　義春

1470 ほりぞえ健後援会 神奈川県川崎市高津区下作延４―２―７―１０４ 堀添　健 堀添　ひろみ ○
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1471 堀りょういち後援会 神奈川県横須賀市根岸町３－１５－７－１３０３ 堀　遼一 堀　雅子

1472 本田正美後援会 神奈川県横浜市金沢区六浦南４－１－２ 本田　正美 本田　正志 ○

1473 本間ケンジロウ後援会 神奈川県川崎市川崎区大島３－１４－１７ 杉浦　信夫 渡辺　一彦

1474
「まい・サポーターズ」大石まい日本共産党後
援会

神奈川県足柄上郡大井町上大井３５６－１４ 河北　俊邦 田澤　紀子

1475 前川綾子後援会 神奈川県鎌倉市浄明寺２－１０－８ 前川　綾子 山田　明美 ○

1476 前川あやこ後援会 神奈川県鎌倉市浄明寺２－１０－８ 山田　明美 神谷　昌江

1477 前田憲一郎後援会 神奈川県中郡二宮町山西９５ 椎野　国彦 椎野　智子

1478 前田せつよを励ます会
神奈川県足柄上郡開成町吉田島４３０６－３　１－
１４０５

前田　せつよ 前田　優 ○

1479 前田ひでつぐ後援会 神奈川県伊勢原市子易４５６－１ 前田　秀資 森高　信行

1480 牧島功後援会 神奈川県横須賀市三春町３―１５ 上條　寿一 中島　早苗

1481 牧島かれん政経懇話会 神奈川県小田原市成田１７８－１ 牧島　かれん 二本木　隆宏 ○

1482 牧島かれんと社会保険労務士を囲む後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子２６０１－２ 瀬戸　滋 藤木　孝子

1483 牧野かずひと後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子９４８ 根岸　喜明 牧野　房子

1484 まきひろみ後援会 神奈川県川崎市幸区新塚越１－２－１－１７１１ 牧　浩美 牧　浩美

1485 牧山ひろえ後援会
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 ○ ○

1486 柾木太郎後援会 神奈川県茅ケ崎市東海岸北２－９－１９ 柾木　太郎 柾木　文子

1487 眞下政次後援会 神奈川県逗子市久木１丁目５番３６号 眞下　恵美子 梶川　雄司

1488 ます晴太郎後援会 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２３０ 桝　晴太郎 桝　ひろみ ○

1489 町田てるよし後援会 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡１丁目６番５号 町田　輝佳 町田　輝佳

1490 町田れいじを支える会 神奈川県大和市西鶴間６－１３－１２ 町田　零二 井上　和美 ○

1491 まちの声かいせい 神奈川県足柄上郡開成町吉田島３５３５－２ 山下　純夫 森山　善哉 ○

1492 松井一寿後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５－２－３１ 松井　一寿 太田　恵梨香 ○

1493 松井たかし後援会
神奈川県川崎市中原区下小田中２―２１―６　ハイ
ム寿２０２

松井　孝至 稲富　正行 ○

1494 まつうら千鶴子後援会 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町３－１９－２２ 松浦　千鶴子 大塚　高介 ○

1495 松岡かずゆき後援会 神奈川県横須賀市長井２－５－３５ 松岡　和行 梶ヶ谷　義松

1496 松尾たかしを応援する会 神奈川県鎌倉市台２－１５－３ 松尾　崇 松尾　明美 ○

1497 松尾ひろゆき後援会 神奈川県藤沢市善行団地３－３－４０８ 松尾　宏之 松下　賢一郎 ○

1498 松川きみひろ励ます会 神奈川県相模原市緑区西橋本３－５－９ 松川　公浩 松川　公浩

1499 松川正二郎後援会 神奈川県川崎市中原区新丸子町６９４－１０１ 松川　正二郎 松川　正二郎 ○

1500 松崎淳政策研究所
神奈川県横浜市金沢区泥亀１－１－３　天野ビル３
Ｆ

松崎　淳 安藤　裕子 ○
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1501 松﨑健後援会 神奈川県中郡二宮町百合が丘１－１７－２４ 永井　正義 永井　正義

1502 松沢けんじ後援会 神奈川県綾瀬市上土棚北３－１７－３ 松澤　堅二 松澤　堅二 ○

1503 松沢しげふみ後援会
神奈川県横浜市中区蓬莱町２－４－５　関内ＤＯＭ
ＯＮビル６階

千葉　修平 神田　友輔 ○

1504 松下賢一郎後援会 神奈川県藤沢市辻堂新町３－８－４０ 松下　賢一郎 片桐　高誠 ○

1505 松田みねゆき後援会
神奈川県相模原市南区南台６－１７－１９　リベラ
ル南台１０１号

松田　峰由紀 南雲　靖一郎

1506 松田良昭事務所
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４７１１－１　オセア
ン矢沢ビル２０４

近藤　清 西田　剛幸

1507 松中健治後援会 神奈川県鎌倉市材木座１－４－１９ 松中　健治 太田　文夫 ○

1508 松永ちか子後援会 神奈川県相模原市中央区中央１－１０－１０ 石倉　孝博 瀬戸山　安男

1509 松長やすゆき後援会 神奈川県藤沢市辻堂３－６－３ 松長　泰幸 松長　由美絵 ○

1510 松長ゆみえ後援会 神奈川県藤沢市辻堂３－６－３ 松長　由美絵 松長　芙美子

1511 松野洋一後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１２３２－１ 松野　洋一 松野　綾子

1512 松原しげふみ後援会 神奈川県川崎市中原区下新城１－１－１－５０４ 田辺　進 井上　雅博

1513 松本一彦後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町岩７５９－７ 小見山　秋俊 松塚　千明

1514 松本かずひろ後援会 神奈川県伊勢原市東大竹１１３３－２１ 松本　一浩 石井　幸正 ○

1515 松本清後援会
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７－２０　パーク
タワー東戸塚６１０号

松本　清 松本　理恵 ○

1516 松本研後援会 神奈川県横浜市中区宮川町２－４４ 松本　研 井上　信行 ○

1517 松本樹影後援会 神奈川県厚木市上荻野１３４４－１ 松本　樹影 松本　樹影

1518 松本こずえと二宮町の未来を拓く会 神奈川県平塚市明石町２２－３－３０１ 小柳津　基司 松本　鼓寿絵

1519 松本純後援会 神奈川県横浜市中区野毛町２丁目６５番地　松本方 松本　純 三藤　達男 ○ ○

1520 松本とし子後援会 神奈川県平塚市寺田縄５１－１６ 山田　信一 松本　員利

1521 松本春男日本共産党後援会 神奈川県綾瀬市落合南２－１－２ 沼上　常生 鹿目　正義

1522 「松本寛」後援会 神奈川県逗子市桜山１－６－９ 松本　寛 松本　香織

1523 まるこ英人後援会 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根大芝１０３ 新井　邦彦 新井　邦彦

1524 丸山ひろあき後援会 神奈川県逗子市小坪３－１４－２ 丸山　治章 丸山　和代

1525 三浦えみ後援会 神奈川県川崎市中原区上小田中６－７－５－１０２ 三浦　恵美 三浦　恵美 ○

1526 三浦市医師連盟 神奈川県三浦市東岡町１０－１ 飯島　康司 桜井　則子

1527 三浦のぶひろ後援会
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 ○ ○

1528 三浦半島無所属フォーラム 神奈川県逗子市逗子３－６－７ 近藤　大輔 高野　洋子

1529 三浦ゆり子と未来をつくろう会
神奈川県川崎市高津区新作４－１２－１－５０２　
三浦方

桑水流　成子 加藤　伸子

1530 見えます新しい秦野をつくる会 神奈川県秦野市大秦町２－３０ 高橋　久雄 高橋　修平
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1531 みかみいさお後援会 神奈川県鎌倉市今泉台１－６－６ 三神　功 三神　詩織 ○

1532 みさと会（みんなと市政をつなぐ会）
神奈川県川崎市中原区木月１－３２－３　内田マン
ション２Ｆ

高橋　美里 高橋　庸介 ○

1533 水島誠司後援会
神奈川県茅ヶ崎市高田４－５－１９　グランディー
ル茅ヶ崎１０１

齊藤　直樹 水島　広光

1534 水野もとこ後援会
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 ○ ○

1535 水本さだひろ後援会事務所 神奈川県茅ヶ崎市松浪２－２－６６ 日比　雅美 山口　竜

1536 三谷こづる後援会 神奈川県綾瀬市上土棚南３－２－２－２３０４ 三谷　小鶴 三谷　小鶴 ○

1537 三谷英弘後援会
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 ○ ○

1538 三橋文男後援会 神奈川県厚木市小野２２９８－１ 越智　一久 三橋　曻

1539 三橋政雄後援会
神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１０－６　三橋
ビル３０３

三ツ橋　留美子 柳澤　勝登

1540
三菱重工グループ労働組合連合会相模原地区本
部政治活動委員会

神奈川県相模原市中央区田名２９２８ 濵田　晴彦 田中　康介

1541
三菱重工グループ労連京浜地域連絡会政治活動
委員会

神奈川県横浜市西区みなとみらい３－３－１　三菱
重工グループ労連本社・横浜地区本部内

藤原　雅樹 奥野　道弘

1542
三菱重工グループ労連本社・横浜地本政治活動
委員会

神奈川県横浜市中区錦町１２ 秋山　純一 奥野　道弘

1543 三堀きよひろ後援会 神奈川県高座郡寒川町田端６７５－２ 三堀　清廣 三堀　啓子 ○

1544 水戸将史後援会 神奈川県横浜市泉区弥生台２６－６ 水戸　将史 曽根田　享 ○ ○

1545 緑区を元気にする会 神奈川県相模原市緑区小渕１９６７ 山﨑　睦文 佐藤　裕幸

1546 みどり市民フォーラム 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台１－３０－１ 齋藤　達也 河原　智久

1547 緑の党グリーンズジャパン神奈川県本部 神奈川県川崎市宮前区宮崎５－１２－３７ 石崎　大望 吉岡　正子

1548 皆川真徳と横須賀の未来を創る会
神奈川県横須賀市若松町３－１６　サンコリーヌタ
ワー７１０

皆川　真徳 皆川　真徳

1549 ミナト政経研究会 神奈川県横浜市中区上野町２－６７ 伊波　俊之助 鈴木　将二朗 ○

1550 みなと政経調査会 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３　松村ビル２階 松村　俊幸 松村　資信

1551 南区に桜を咲かす会 神奈川県相模原市南区若松２－１－３－１０７ 高崎　隆二 高崎　隆二

1552 南まさみ後援会 神奈川県横須賀市西逸見町２－１９－２ 南　將美 百武　茂樹

1553 峯尾進後援会 神奈川県足柄上郡中井町遠藤３３３－４ 金子　毅 金子　誠一

1554 三原じゅん子神奈川後援会
神奈川県横浜市中区尾上町２－２７　大洋建設関内
ビル９Ｆ

三原　順子 武原　美佐 ○

1555 三村和也後援会
神奈川県川崎市高津区下作延６－２１－１１　オー
クラビル２Ｆ

三村　和也 三村　和也 ○ ○

1556 味村こうたろう日本共産党後援会 神奈川県藤沢市藤沢２－３－２ 品川　邦之 武藤　セイ

1557 見矢木すえんを応援する会
神奈川県横浜市神奈川区泉町１５－５　山本ビル２
Ｆ

見矢木　素延 見矢木　崇平

1558 三宅まり後援会
神奈川県鎌倉市大船３－３－１５　サンライズ大船
１０４　神奈川ネットワーク運動鎌倉内

西尾　洋子 三宅　真里

1559 三宅隆介後援会
神奈川県川崎市多摩区中野島３－１５－３８－４０
３

三宅　隆介 浅谷　佳代

1560 宮崎たかのり後援会
神奈川県横浜市金沢区柴町３６３　サウスウィング
金沢３－４０２

宮崎　誉教 宮崎　教壽 ○
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1561 みやちふじお後援会 神奈川県逗子市久木３－１３－３０ 宮地　邦子 宮地　優子

1562 宮原げんき後援会 神奈川県小田原市鬼柳９２－１０ 宮原　元紀 宮原　奈緒美 ○

1563 宮原ひろみを応援する会 神奈川県横浜市港南区日野中央２－１５－１０ 宮原　裕美 宮原　錦也 ○

1564 未来のカタチ
神奈川県小田原市板橋６２５　アタカプランニング
（株）内

古河　正己 村越　一夫

1565 みわ智恵美後援会
神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１９－２０－３
０１

柴田　允 糸　博

1566 民社協会麻生支部
神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２０－７　白井ビ
ル３Ｆ

後藤　正和 雨笠　圭子

1567 民社協会川崎支部
神奈川県川崎市川崎区宮前町７－７　あおぞら会計
内

林　敏夫 勝又　正博

1568 民社協会中原支部 神奈川県川崎市中原区木月４－４３－５ 潮田　智信 潮田　智信

1569 みんなで創る新しい川崎の会 神奈川県川崎市川崎区中島２－２０－１０ 林　浩美 大竹　伸拡

1570 みんなで町の未来を創造するみえだ公一後援会 神奈川県中郡二宮町山西６８－１８ 三枝　公一 小林　等

1571 みんなの座間で集う会 神奈川県座間市入谷東４－３８－３２ 美濃口　集 美濃口　志保 ○

1572 みんなのＹＯＫＯＨＡＭＡ 神奈川県横浜市磯子区岡村６－５－５５ 太田　正孝 田中　菜穂

1573 むかわけい後援会
神奈川県相模原市南区相武台２－２４－６　ヒカリ
ハイツ１０２号

務川　慧 務川　静香 ○

1574 無所属 神奈川県川崎市中原区新丸子町６９４－１０１ 松川　正二郎 松川　幸子

1575 無所属　秋田めぐみ 神奈川県川崎市幸区中幸町１－４２－２０３ 秋田　恵 秋田　恵 ○ ○

1576 無所属女性議員の会 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２２－１９ 井上　桜 井上　桜

1577 無所属の新しい波 神奈川県小田原市城山２－２－２－３－１０２ 高橋　淳 富田　健太郎

1578 無所属みらい 神奈川県横浜市神奈川区三枚町２３４－２０２ 水島　順二 水島　順二 ○

1579 睦合をつくる若手の会 神奈川県厚木市林２－１－４８ 福山　発身 中村　善成

1580 武藤としひろ後援会 神奈川県綾瀬市深谷中３－８－１４ 鈴木　和夫 吉野　久一

1581 無党派党 神奈川県平塚市南原３－３－２２ 江口　友子 江口　友子

1582 むとう正人後援会 神奈川県藤沢市辻堂神台２－２－２０ 武藤　正人 武藤　かおる ○

1583 宗像富次郎後援会
神奈川県横浜市港北区日吉本町１－２３－３　日吉
ドエリング３０５

宗像　富次郎 宗像　明世

1584 宗田裕之後援会 神奈川県川崎市高津区子母口９５７ 宗田　裕之 馬渡　弘幸

1585 村上としみつ後援会 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷２１８１ 村上　俊光 村上　郁子

1586 むらせ公大後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１－１０－１２ 佐藤　擁 村瀬　容子

1587 村田玲後援会
神奈川県相模原市南区相模大野４－５－１６－５０
２

村田　玲 村田　玲

1588 村田くに子後援会 神奈川県中郡二宮町山西６６９－５１ 三浦　恵子 村田　●子

1589 村野ゆきこ後援会 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原３５９－５ 村野　由紀子 村野　守 ○

1590 室伏重孝後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下４６６－２ 室伏　和夫 小石川　紀明
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1591 室伏すみお後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上７１８－３０１ 室伏　裕文 室伏　菊寿

1592 ＭＥＬＯＮ鎌倉社会活動委員会 神奈川県鎌倉市上町屋３２５　労働組合内 及川　政昭 及川　政昭

1593 ＭＥＬＯＮ社会活動委員会 神奈川県横浜市青葉区新石川１－１－９ 杉本　崇 由利　彰崇

1594 ＭＥＬＯＮ情報システム社会活動委員会
神奈川県鎌倉市上町屋３２５　三菱電機労働組合情
報システム支部内

鈴木　誠 加藤　友章

1595 ＭＥＬＯＮ東部研究所社会活動委員会 神奈川県鎌倉市大船５－１－１　労働組合内 堀　敏典 田村　直己

1596 持田文男後援会 神奈川県川崎市宮前区宮前平１－８－２ 猿橋　捷貴 佐々木　祥教

1597 もちづき聖子後援会 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町３－４１７ 望月　聖子 望月　義孝 ○

1598 望月ただしを支援する会
神奈川県横浜市泉区和泉中央北２－２３－３４　Ｃ
－２０１

望月　理 望月　理

1599 もちづきまみ後援会 神奈川県厚木市幸町９－６－１ 望月　真実 望月　栄子

1600 望月やすひろ後援会 神奈川県横浜市港北区大倉山７－２１－６－２１０ 望月　康弘 大谷　和隆 ○

1601 もっと伊勢原をいいまちにする会 神奈川県伊勢原市桜台４－２７－１５ 小沼　富夫 越水　崇史

1602 もっともっと元気。相模原 神奈川県相模原市南区東林間７－３６－９ 小椋　光政 谷川　洋

1603 本石あつし後援会
神奈川県横須賀市三春町１－１　サンクレスタ河野
２Ｆ

本石　篤志 杉山　金五郎 ○

1604 もとむら賢太郎後援会 神奈川県相模原市南区西大沼２－５２－１３ 細谷　一衛 秋森　三男

1605 本山博幸後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領４８０－４ 天野　力 本山　章子

1606 基和会 神奈川県横須賀市佐野町４－１４ 角井　基 羽布津　博明 ○

1607 森敦彦後援会 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴２３３－４ 森　敦彦 古内　剛雄

1608 森尾武史後援会 神奈川県伊勢原市高森台２－１－９０ 森尾　武史 山口　剛史 ○

1609 森功一後援会 神奈川県鎌倉市十二所１２２ 森　功一 森　愛 ○

1610 森しげゆき後援会 神奈川県相模原市中央区上溝３８４１－１１ 森　繁之 岩﨑　貴志 ○

1611 森下けんと後援会 神奈川県海老名市門沢橋２－４－７ 森下　賢人 鴨志田　保 ○

1612 森たけよし後援会 神奈川県足柄上郡中井町半分形４５６ 森　稔 小澤　良一

1613 森田学後援会
神奈川県横浜市戸塚区品濃町１－１　シャトレー戸
塚ガーデン５０１

森田　学 森田　めぐ

1614 盛宏明後援会
神奈川県中郡大磯町高麗１－３－１６　グランバリ
エ大磯Ⅰ－１０２

盛　宏明 盛　静香 ○

1615 森ひろたか後援会 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－２７－９ 森　泰隆 森　礼子

1616 森正明後援会 神奈川県平塚市八重咲町２６－８ 森　正明 森　万里子 ○

1617 もりや久一郎後援会 神奈川県三浦市初声町下宮田６５８－９ 森谷　久一郎 宮川　健一 ○

1618 守屋てるひこ後援会 神奈川県小田原市扇町１－７－２０ 横田　俊一郎 千田　立子

1619 守屋てるひこ政経懇話会 神奈川県小田原市扇町１－７－２０ 守屋　輝彦 千田　立子 ○

1620 諸伏せいじ後援会 神奈川県平塚市四之宮５－１５－１ 諸伏　清児 諸伏　松雄
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1621 諸星光後援会 神奈川県秦野市渋沢上２－３－２０ 谷　政雄 諸星　光正

1622 諸星みつひろ後援会 神奈川県足柄上郡大井町金手１１２０－１ 諸星　光浩 柳川　頼久

1623 柳下ひろことチーム幸 神奈川県川崎市幸区南加瀬２－３５－１５ 前田　絹子 上里　恵美子

1624 やぎした雅子と共に歩む会 神奈川県高座郡寒川町中瀬３１－２７ 柳下　雅子 境田　斐子 ○

1625 やぎの太郎後援会 神奈川県逗子市小坪２－１９－１６ 八木野　太郎 八木野　太郎 ○

1626 矢沢たかお後援会 神奈川県川崎市宮前区初山１－２０－１２ 村野　誠治 吉岡　昇

1627 やしま満雄後援会 神奈川県伊勢原市石田７９７－９－５０２ 内藤　正徳 八島　栄子

1628 安田さなえ後援会
神奈川県座間市ひばりが丘２－４１－１　エステ・
スクエア南林間６０８

安田　早苗 吉田　秀夫 ○

1629 安野裕子後援会 神奈川県小田原市下堀１３３－１７ 安野　裕子 安野　兼司 ○

1630 やたべ孝一後援会（孝友会） 神奈川県横浜市金沢区富岡東５－１７－１８ 谷田部　孝一 牧野　慶泰 ○

1631 やなぎさわ優後援会 神奈川県川崎市麻生区細山７－１０－２－１ 柳沢　優 山田　宏子 ○

1632 やなぎした剛後援会
神奈川県横浜市緑区白山１－１－３　ダイアパレス
鴨居１階

田中　賢 柳下　慶裕

1633 柳田ひでのりと市政を創る会 神奈川県藤沢市鵠沼石上２－８－２ 柳田　秀憲 柳田　秀憲

1634 柳田遊後援会 神奈川県高座郡寒川町田端８３９ 栁田　遊 栁田　遊

1635 八尋伸二後援会
神奈川県秦野市堀山下１　日立製作所労働組合神奈
川県西支部内

八尋　伸二 眞島　伸一 ○

1636 矢部房男後援会 神奈川県逗子市桜山６－３－２９ 岡本　勇 臼井　源一

1637 山内みきお日本共産党後援会 神奈川県藤沢市藤沢２－３－２ 堀江　邦 渡邊　慈子

1638 山神ゆたか後援会 神奈川県足柄上郡開成町吉田島７９９ 福井　寛暉 工藤　誠彦

1639 山口いわお後援会 神奈川県厚木市中町４－６－１１ 山口　八重子 宮田　和人

1640 山口たかひろ後援会 神奈川県厚木市中町４－６－１１ 長谷川　美雪 関野　耕正

1641 山口政哉後援会 神奈川県藤沢市片瀬海岸１－１３－１８－１００８ 名取　哲士 山口　貴子

1642 山口美津夫後援会 神奈川県相模原市緑区三ケ木３１６－２ 松岡　康彦 斉藤　富美雄

1643 山崎佐由紀サポーターズ 神奈川県大和市深見西８－８－７ 永井　圭子 遠藤　賢枝

1644 山崎直史後援会 神奈川県川崎市麻生区高石５－１８－５ 山崎　直史 和田　勝美 ○

1645 やまざき広子後援会 神奈川県茅ヶ崎市十間坂１－５－３９ 山崎　広子 山﨑　勲 ○

1646 山崎誠後援会
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１２１　大川原ビル２
Ｆ

山﨑　誠 中山　浩志 ○ ○

1647 山崎まさひろ後援会 神奈川県足柄上郡大井町金子６８７ 山崎　真弘 山崎　直子

1648 山崎よしえ後援会 神奈川県厚木市棚沢２０５－３ 山﨑　由枝 大森　敬吾 ○

1649 山下純平後援会
神奈川県横須賀市佐野町１－１２－３　安部アパー
トＢ号

山下　純平 山下　純平

1650 山下ひろき後援会 神奈川県秦野市東田原４０－３ 山下　博己 門屋　篤 ○
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1651 山下正人育成会 神奈川県横浜市青葉区荏子田１－１５－５５ 山下　正人 藤田　昇良

1652 山下正人後援会 神奈川県横浜市青葉区荏子田１－１５－５５ 山下　正人 藤田　昇良

1653 山下正人を支援する会 神奈川県横浜市青葉区荏子田１－１５－５５ 山下　正人 藤田　昇良

1654 山田えりとつなぐ川崎の会
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 山田　薫 ○

1655 山田かずまさ後援会　誠山会 神奈川県横浜市中区海岸通１－３　海事ビル３Ｆ 山田　一誠 山田　三夫 ○

1656 山田桂一郎を育てる会 神奈川県横浜市港南区最戸１－５－３－３０４ 山田　桂一郎 山田　桂一郎 ○

1657 山田しげのり後援会 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根２６ 杉山　昌夫 下村　隆一

1658 山田しげのり２１世紀の会 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根２６ 山田　成宣 下村　隆一 ○

1659 山田正日本共産党１７区後援会 神奈川県小田原市堀之内３１８－１ 沼上　常生 渡辺　弘

1660 山田はるひこ後援会 神奈川県川崎市宮前区南野川２－６－６ 山田　晴彦 大場　正信 ○

1661 山田秀砂後援会
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南６－４－３７　Ｂ－３０
７パシフィックガーデン茅ヶ崎

山田　秀砂 大嶽　恵美

1662 山田宏神奈川県歯科医師後援会
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３階

鶴岡　裕亮 皆藤　訓男

1663 山田昌紀後援会 神奈川県伊勢原市板戸４０７－ロ号 長野　日出吉 山田　千尋

1664 山田己智恵後援会 神奈川県大和市つきみ野８－５－１ 山田　己智恵 中村　正博 ○

1665 山田由美後援会 神奈川県三浦郡葉山町長柄１４６１－６７ 山田　英喜 小林　和江

1666 山田よしあき後援会
神奈川県横浜市港北区大倉山１－２６－２３－３０
２

山田　義明 山田　義明

1667 山手政経懇話会
神奈川県横浜市中区鷺山２０－１　パークハイム山
手鷺山３０１

佐藤　茂 松井　博子

1668 大和綾瀬歯科医師連盟
神奈川県大和市深見西２－１－２５　大和歯科医師
会館

林　清信 花村　愼也

1669 大和綾瀬薬剤師連盟
神奈川県大和市中央林間３－１１－１８　サンケイ
ビルⅤ

加藤　久幸 牛腸　裕介

1670 大和カエル活動報告
神奈川県大和市福田６－１３－１　フジコーポ福田
３０１号室

赤嶺　太一 赤嶺　太一 ○

1671 大和市医師連盟
神奈川県大和市中央林間４－１６－２０　水島第８
ビル２Ｆ

横田　隆夫 関水　正之

1672 大和主義！！中村一夫後援会
神奈川県大和市代官２－６－１　サングレイス桜ヶ
丘１０６

中村　一夫 吉田　茂

1673 山中まさき後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３１６－６－２０５ 山中　正樹 川俣　俊一

1674 山中まさき事務所 神奈川県愛甲郡愛川町中津３３１６－６－２０５ 山中　正樹 柳川　直子 ○

1675 山原栄一後援会 神奈川県平塚市中堂１０―１８ 山口　智康 田中　正実

1676 山本けんいち後援会 神奈川県足柄上郡開成町中之名４２４ 山本　研一 風田川　侑男 ○

1677 山本けんじゅ後援会 神奈川県横須賀市大矢部２－２－９－３ 二宮　治郎 高梨　喜裕

1678 山本たかし後援会 神奈川県横浜市磯子区西町６－１０－１０５ 坂倉　徹 川上　恵子

1679 山本つたえ　つたえる会 神奈川県横浜市青葉区柿の木台１９－５８ 井組　征洋 山本　つたえ

1680 山本哲後援会 神奈川県高座郡寒川町岡田１－５－１ 山本　哲 山本　佑伎子
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1681 山本としあき後援会 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１０６２ 山本　俊明 山本　幸子 ○

1682 山本ともひろ鎌倉会 神奈川県鎌倉市大船１－６－６　大久保ビル３階 井手　太一 髙木　亮 ○

1683 山本ともひろ後援会 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 ○

1684 山本光宏事務所
神奈川県大和市福田１２５５－１　アモーレ大和Ⅱ
－２０３号

山本　光宏 山本　貴嗣 ○

1685 有希会 神奈川県横浜市港北区篠原北１－２－２１－１０１ 豊田　有希 清水　裕之 ○

1686 祐交会
神奈川県横浜市中区弁天通１－１５－１　アコルデ
横浜関内７０２号

黒岩　祐治 足立　徳仁 ○

1687 雄翔会 神奈川県相模原市中央区中央３－６－６－２０５ 寺崎　雄介 高橋　一行 ○

1688 ユートピア厚木市民の会 神奈川県厚木市中町４－６－１１　山口ビル 成瀬　博志 川村　憲一

1689 優友会 神奈川県大和市福田１３７９－２７ 藤代　優也 石川　隆 ○

1690 ゆうゆう会 神奈川県足柄上郡開成町延沢２３１ 府川　裕一 府川　雅子 ○

1691 湯川ゆうじ後援会（通称裕和会） 神奈川県足柄上郡山北町向原１５１０ 奥津　純一 高橋　宏和

1692 湯川ようじ後援会 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４３２１－２ 石井　正勝 石川　均

1693
湯河原町議会不当懲罰裁判支援クラウドファン
ディング

神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１８８８ 土屋　由希子 高木　章成

1694 ゆさ大輔後援会 神奈川県横浜市南区吉野町４－１９ 遊佐　大輔 金子　将啓

1695 ようたか子を励ます会 神奈川県小田原市酒匂４－５－３５ 楊　隆子 小池　国三 ○

1696 横内宏明後援会 神奈川県鎌倉市笛田２―３０―９ 横内　宏明 坂上　武司

1697 横須賀市医師連盟
神奈川県横須賀市新港町１－１１　横須賀市医師会
館内

三屋　公紀 松岡　幹雄

1698 横須賀市歯科医師連盟
神奈川県横須賀市西逸見町１－３８－１１　ウェル
シティ市民プラザ２階

原　秀一 鈴木　伶奈

1699 よこすか市政を本田みつると共に考える会 神奈川県横須賀市武３－２３－１０ 本田　充 小林　邦和

1700 横須賀市薬剤師連盟
神奈川県横須賀市日の出町２－３－２　薬事衛生セ
ンター内

米山　豊平 荒木　稔

1701 よこすか復活の会 神奈川県横須賀市米が浜通１－３ 上地　克明 松永　孝之

1702 横浜改革フォーラム 神奈川県横浜市戸塚区吉田町９７８－７ 山浦　英太 新井　泰子 ○

1703 横浜からニッポンを変える会
神奈川県横浜市中区山手町１６７－４　ＨｉｎｓＹ
ａｍａｔｅ１６７　１０２号

田中　康夫 松本　勝幸 ○

1704 横浜堅心会 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷３－４－８ 高谷　憲 高谷　しげの ○

1705 横浜建設行政研究会 神奈川県横浜市中区太田町４－４９ 石田　知行 市原　浩幸

1706 横浜市青葉区医師連盟
神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－１９－１－１Ａ　
山本内科循環器医院内

山本　俊夫 荻原　篤

1707 横浜市青葉区薬剤師連盟
神奈川県横浜市青葉区青葉台１－３－９　コスモビ
ル３Ｆ

永井　貴充 椿　佳子

1708 横浜市旭区薬剤師連盟 神奈川県横浜市旭区白根５－１２－１ 藤本　直樹 近江　信一郎

1709 横浜市医師連盟
神奈川県横浜市中区花咲町１－４６　ＧＳプラザ桜
木町４０８

水野　恭一 川越　理香

1710 横浜ＪＣ政治連盟
神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１０－５　ＳＫ
ビル３０２号室

田野井　一雄 川口　広
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1711 横浜市港北区医師連盟
神奈川県横浜市港北区日吉本町１－２０－１６　日
横クリニック内

鈴木　悦朗 清水　眞一

1712 横浜市栄区薬剤師連盟
神奈川県横浜市栄区柏陽２０－３　コーポ寿１０２
柏陽薬局内

星野　高志 新居　朋栄

1713 横浜市歯科医師連盟 神奈川県横浜市中区相生町６－１０７ 西山　潔 鈴木　雅也

1714 横浜市獣医師連盟
神奈川県横浜市磯子区西町１４－３　神奈川県畜産
センター内

井上　亮一 川口　茂

1715 横浜市瀬谷区医師連盟
神奈川県横浜市瀬谷区相沢２－６０－６　ひかりこ
どもクリニック内

太田　和代 大友　正孝

1716 横浜市瀬谷区薬剤師連盟 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷６－２３－７ 豊原　まり子 井上　恵子

1717 横浜市都筑区医師連盟
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２８－２０－３
Ｆ　深澤りつクリニック内

深澤　立 山口　暁子

1718 横浜市戸塚区医師連盟 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５２８－４ 悦田　浩邦 三木　英之

1719 横浜市中区薬剤師連盟
神奈川県横浜市中区太田町６－８２　第２須賀ビル
１Ｆ

山形　光正 田中　大嗣

1720 横浜市病院協会政治連盟
神奈川県横浜市港南区丸山台２－２－１０　長田病
院内

松井　住仁 松島　誠

1721 横浜市緑区医師連盟 神奈川県横浜市緑区中山１－６－１－３０２ 柴田　宏明 三瓶　重人

1722 横浜市南区医師連盟
神奈川県横浜市南区浦舟町４－５０　うらふね脳外
科クリニック内

池田　嘉宏 水谷　隆史

1723 横浜市南区薬剤師連盟 神奈川県横浜市南区通町４－１１８　メイワ薬局内 川田　哲 早田　直史

1724 横浜市民主教育政治連盟
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘５３番地　横浜市教育
会館内

川口　珠江 小林　達夫

1725 横浜市薬剤師連盟
神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１　神奈川県総
合薬事保健センター４０４

坂本　悟 肥後　保仁

1726 ヨコハマ新時代政策研究会
神奈川県横浜市中区太田町６－７９　アブソルート
横濱馬車道ビル５階５０４号室

遠山　愼一 加藤　武史

1727 ＃横浜ＳＴＡＲＴＵＰ
神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１２－９　レジ
デンス松本２０２

喜多埜　裕明 遠藤　幸彦

1728 ヨコハマ政経フォーラム 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－４５－７ 花上　喜代志 山田　豊明 ○

1729 横浜都市環境研究会 神奈川県横浜市鶴見区栄町通３－２６－２ 飯島　文男 遠藤　孝史

1730 横浜の明日をひらく会
神奈川県横浜市中区太田町６－７９　アブソルート
横濱馬車道ビル５階５０４号室

加藤　武史 山田　豪紀

1731 横浜のヴィジョンを考える会 神奈川県横浜市磯子区中原２－７－１１－１０３ 田村　基夫 田村　基夫

1732 横浜の風 神奈川県横浜市西区久保町３０―７　１階 荻原　隆宏 柴田　健

1733 横浜の未来を切り拓く会 神奈川県横浜市西区中央２－４－１３ 浅田　侑吾 浅田　侑吾

1734 横浜フォーラム
神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－１３－１０－１
０７

伊藤　久美子 伊藤　弘子 ○

1735 横浜保土ケ谷政経懇話会 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田１－１０－３２ 磯部　圭太 磯部　みゆき ○

1736 横浜みどり政策研究会 神奈川県横浜市緑区鴨居３－１－１４－１０５ 今野　典人 杉崎　由直 ○

1737 横浜をハッピーにする岡田ゆきこ後援会 神奈川県横浜市金沢区六浦５－１６－１６ 臼井　靖二 岡田　幸子

1738 横山正人後援会 神奈川県横浜市青葉区大場町３８２－４０ 横山　正人 横山　みゆき ○

1739 横山むらさき後援会 神奈川県秦野市曽屋５３８９－２ 横山　むらさき 落合　篤子 ○

1740 横山ゆうたろう後援会 神奈川県横浜市泉区和泉町７１１３ 横山　勇太朗 岡島　佐知子 ○
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1741 吉岡和江後援会 神奈川県鎌倉市常盤２０８ 山岸　好哉 早川　鉄郎

1742 吉岡けんじ後援会 神奈川県鎌倉市寺分３－２７－４ 吉岡　憲史 吉岡　亜矢 ○ ○

1743 吉川さとし後援会 神奈川県中郡大磯町東小磯４６ 蓑島　正一 吉川　真理子

1744 吉川しげお後援会 神奈川県中郡大磯町国府本郷４４４ 吉川　重雄 二見　直樹

1745 吉沢章子後援会
神奈川県川崎市多摩区登戸１５３１　エスポワール
Ⅱ１０３

吉澤　章子 手塚　眞司 ○

1746 吉沢直美後援会
神奈川県川崎市中原区下沼部１７６４　ＹＭハイツ
１０１

常田　孝信 細田　秀利

1747 吉澤弘後援会 神奈川県大和市西鶴間２－２６－２－２３３ 吉澤　弘 片桐　信高 ○

1748 吉田あつきを育てる会 神奈川県藤沢市辻堂元町２－６－３９ 吉田　淳基 吉田　昌弘

1749 吉田功後援会 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子５６７ 吉田　功 𠮷田　光男

1750 吉田悌都市政策研究所（会）
神奈川県相模原市南区相模大野６－２０－３－３０
１

吉田　悌 吉田　千鶴子 ○

1751 吉田としろう後援会 神奈川県足柄上郡開成町吉田島１７９２－４ 井上　喜道 田中　邦男

1752 吉田奈々サポーターズ 神奈川県大和市深見西８－８－７ 山崎　佐由紀 武志　富美枝

1753 吉田ひでお後援会 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３４３９ 四宮　洋二 森谷　文子

1754 吉田みな子を応援する会 神奈川県海老名市河原口１－７－１２－２０１ 冨谷　和夫 奈良　握

1755 吉田義人後援会 神奈川県座間市ひばりが丘１－３０－７ 岡田　今朝夫 北澤　由紀

1756 吉永優耶と横浜の未来を担う次世代の会 神奈川県横浜市栄区笠間５－３５－１－２０８号 吉永　優耶 吉永　瑠理 ○

1757 よしもと真人を励ます会 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋５９３－１５８ 善本　真人 善本　晴美 ○

1758 米村かずひこ後援会 神奈川県平塚市北金目３－３４－５ 米村　和彦 栗田　拓巳 ○

1759 リ・フロンティアとつか 神奈川県横浜市西区西戸部町２－２１１ 足立　秀樹 足立　奈美 ○

1760 陸運神奈川の会
神奈川県横浜市都筑区池辺町３７５７－３　一般社
団法人神奈川県自動車会議所内

吉田　修一 御代田　晃一

1761 隆風会 神奈川県横浜市西区久保町３０－７　１階 荻原　隆宏 柴田　健 ○

1762 笠友会 神奈川県川崎市多摩区登戸１６４４－１－１Ｆ 笠　浩史 今林　正 ○

1763 綾治会 神奈川県綾瀬市早川３２１１ 若菜　正春 広田　弘幸

1764 臨港バス交通政策研究会 神奈川県川崎市川崎区塩浜３－１０－１０ 小山　國正 林　法明

1765 ルネッサンス２１
神奈川県川崎市中原区市ノ坪６６－５　ライオンズ
マンション武蔵小杉第２－３１３

徳安　久是 德安　倭人子

1766 令和の改新党 神奈川県海老名市国分寺台５－１３－８ 氏家　秀太 三村　洋 ○ ○

1767 レディースの会
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－１４　新弘
ビル７階

中田　宏 奈良　俊幸 ○

1768 連合神奈川政治政策を推進する会
神奈川県横浜市中区山下町２４－１　ワークピア横
浜４Ｆ

吉坂　義正 林　克己

1769 わいわい会 神奈川県足柄上郡開成町吉田島７９９ 山神　裕 工藤　誠彦 ○

1770 若い大和を創る会 神奈川県大和市下鶴間２５１９ 土屋　侯保 山崎　雅巳 ○



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

　政治団体名簿（政党以外の政治団体）

令和４年12月31日現在 

1771 わが町・ＴＯＴＳＵＫＡ 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３８７０－１ 北井　宏昭 金子　健一郎

1772 若松会 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－２８ 嶋村　智恵子 後藤　久世

1773 脇れい子と手をつなぐ会 神奈川県藤沢市鵠沼東４－６　藤沢奥田ビル２０３ 脇　礼子 脇　要 ○

1774 早稲田夕季後援会 神奈川県鎌倉市雪ノ下２－１２－１０ 早稲田　夕季 早稲田　摂生 ○ ○

1775 和田成功後援会 神奈川県足柄上郡山北町山北１８３３ 和田　成功 和田　成功

1776 渡辺あつ子と未来をつくる会
神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１２－３　Ｂ棟１
２４

山口　桂子 井上　葉子

1777 渡辺光一後援会 神奈川県横須賀市浦賀５－４－３ 池上　俊雄 川澄　勇

1778 渡辺光一を育てる会 神奈川県横須賀市浦賀５－４－３ 渡辺　光一 川澄　勇 ○

1779 渡辺さだお後援会 神奈川県厚木市飯山４５４４ 落合　幸臣 小川　孝一

1780 渡辺順子後援会 神奈川県中郡大磯町大磯５０６ 福田　住子 渡辺　晃行

1781 渡辺昌一郎後援会 神奈川県鎌倉市腰越２－２６－１５ 渡辺　昌一郎 金井　康悦 ○

1782 わたなべ忠則後援会
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－２１－１１－４
０２

渡邊　忠則 岸田　真介 ○

1783 渡部としあき後援会 神奈川県相模原市中央区上溝３１０５－６ 渡部　俊明 渡部　愛子 ○

1784 渡辺のぶあき後援会 神奈川県大和市上和田１８２９－３０ 渡辺　伸明 小川　政男

1785 渡辺のりゆき後援会 神奈川県伊勢原市桜台４－２７－１５ 坂本　孝由 戸田　徹

1786 渡辺均後援会
神奈川県藤沢市湘南台１－２３－１７　ジュネス湘
南３０１

渡辺　均 山本　良彦 ○

1787 渡辺ひろあき後援会 神奈川県相模原市緑区青野原５２－１７ 渡邉　博明 渡邉　ひろみ ○

1788 渡辺学後援会
神奈川県川崎市幸区中幸町４－１８－１　くらしの
相談センターひだまり

上原　陽一 桜井　辰雄

1789 渡辺もとい後援会 神奈川県愛甲郡愛川町中津１４４７－３ 山田　周弘 渡邊　基

1790 渡部りょうとつくる平塚 神奈川県平塚市代官町１３－１１ 渡部　亮 渡部　亮

1791 和田紀昭後援会 神奈川県足柄上郡大井町上大井４１５－７ 和田　紀昭 和田　紀昭

1792 わたベ美憲後援会 神奈川県海老名市中央３－３－１３－１１０２ 渡部　美憲 越智　政孝 ○

1793 和田洋一後援会 神奈川県南足柄市関本５９１－１ 和田　洋一 呉地　憲一 ○

1794 ＯＮＥ清川の会 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷２１８１ 村上　俊光 村上　郁子 ○


