
令和5年4月13日現在

北 海 道 （11名）
北海道 石岡　伸一 岩崎　雅宏 蝦名　康彦 加藤　育民 工藤　正尊 齋藤　　豪 寺本　瑞絵 西川　　鑑 馬場　　剛 渡利　英道

和田真一郎

東 北 （24名）
青　森 田中　幹二 樋口　　毅 横山　良仁
岩　手 板持　広明 馬場　　長 三浦　史晴
宮　城 大槻　健郎 岡村智佳子 齋藤　昌利 立花　眞仁 徳永　英樹 星合　哲郎 渡邉　　善 渡部　　洋
秋　田 大山　則昭 熊澤由紀代 寺田　幸弘
山　形 太田　　剛 堤　　誠司 永瀬　　智
福　島 金　　彰午 添田　　周 藤森　敬也 渡邉　尚文

関 東 （151名）
茨　城 青木　雅弘 小畠　真奈 佐藤　豊実 濱田　洋実 原　　崇文 藤村　正樹 水口　剛雄
栃　木 尾林　　聡 白石　　悟 高橋　宏典 藤原　寛行 三橋　　暁
群　馬 伊藤　郁朗 伊藤　理廣 岩瀬　　明 篠﨑　博光 平川　隆史
埼　玉 梶原　　健 亀井　良政 菊池　昭彦 桑田　知之 高井　　泰 高倉　　聡 高野　政志 中川　博之 中村　　学 西岡　暢子

林　　直樹 平田　善康 牧田　和也 丸山　正統

千　葉 五十嵐敏雄 石川　博士 市川　　剛 碓井　宏和 岡嶋　祐子 小川　正樹 尾本　暁子 甲賀かをり 高島　明子 高野　浩邦

髙松　　潔 楯　　真一 永松　　健 牧野真太郎

東　京 石川　哲也 板倉　敦夫 岩田　　卓 内田　　浩 大石　　元 大須賀　穣 大槻　克文 岡本　愛光 織田　克利 小野　政徳

水主川　純 片桐由起子 川名　　敬 岸　　裕司 久具　宏司 桑原　慶充 小林　佑介 小林　陽一 小松　篤史 斉藤　圭介

斎藤　元章 佐々木　徹 佐藤美紀子 佐村　　修 塩津　英美 下平　和久 荘　隆一郎 白土なほ子 杉山　力一 鈴木　俊治

関口　敦子 関沢　明彦 田嶋　　敦 田中　京子 田中　　守 谷垣　伸治 田畑　　務 豊島　将文 中田　雅彦 永石　匡司

長阪　一憲 西　　洋孝 原田美由紀 阪埜　浩司 平池　　修 廣田　　泰 藤井　知行 松岡　　隆 松本　光司 丸山　哲夫

宮内　彰人 宮坂　尚幸 百枝　幹雄 森定　　徹 八杉　利治 矢内原　臨 柳田　　聡 山上　　亘 山下　隆博 山下　　博

山田　恭輔 山田　満稔 山本阿紀子 和田　誠司

神奈川 秋葉　靖雄 荒瀬　　透 石川　浩史 石本　人士 和泉俊一郎 市塚　清健 遠藤　方哉 落合　大吾 笠井　健児 加藤　一喜

加藤　久盛 倉澤健太郎 小関　　聡 榊原　秀也 佐治　晴哉 鈴木　　直 戸澤　晃子 中田さくら 長谷川潤一 松島　　隆

松永　竜也 三上　幹男 水島　大一 宮城　悦子 村瀬真理子 森岡　　幹

山　梨 寺本　勝寛 平田　修司
長　野 小口　　治 金井　　誠 塩沢　丹里 本藤　　徹 宮本　　強
静　岡 伊東　宏晃 内田　季之 河村　隆一 窪田　尚弘 小阪　謙三 田中　利隆 平嶋　泰之 前田津紀夫 村越　　毅

北 陸 （12名）
新　潟 加嶋　克則 加勢　宏明 関根　正幸 西島　浩二 吉原　弘祐
富　山 谷村　　悟 中島　彰俊
石　川 中村　充宏 藤原　　浩 水本　泰成
福　井 田嶋　公久 吉田　好雄

東 海 （32名）
岐　阜 高橋雄一郎 中村　浩美 丹羽　憲司 古井　辰郎 松波　和寿
愛　知 安藤　寿夫 梅津　朋和 大須賀智子 大野　泰正 小口　秀紀 尾崎　康彦 梶山　広明 小谷　友美 後藤　真紀 佐藤　　剛

柴田　清住 杉浦　真弓 鈴木　史朗 鈴森　伸宏 西澤　春紀 野村　誠二 野村　弘行 藤井多久磨 森川　重彦 山室　　理

若槻　明彦 渡辺　員支

三　重 池田　智明 小畑　英慎 近藤　英司 二井　　栄 森川　文博

近 畿 （65名）
滋　賀 高橋　顕雅 辻　俊一郎 中島　正敬 村上　　節
京　都 伊藤　文武 江川　晴人 楠木　　泉 濵西　潤三 万代　昌紀 森　　泰輔 山口　　建 藁谷深洋子
大　阪 石井　桂介 市村　友季 上田　　豊 遠藤　誠之 大道　正英 岡田　英孝 荻田　和秀 笠原　幹司 金村　昌徳 亀谷　英輝

北　　正人 澤田健二郎 角　　俊幸 竹村　昌彦 橘　　大介 田辺　晃子 谷口　　武 辻江　智子 筒井　建紀 中本　　収
林　　正美 樋口　壽宏 松村　謙臣 松本　佳也 馬淵　誠士 御前　　治 森川　　守 安井　智代 山本　敏也 吉松　　淳
早田　憲司

兵　庫 伊藤　公彦 澤井　英明 柴原　浩章 左右田裕生 田中　宏幸 谷村　憲司 鍔本　浩志 寺井　義人 出口　雅士 福井　淳史
森田　宏紀 山口　　聡 山崎　峰夫 吉岡　信也 脇本　　裕

奈　良 大井　豪一 喜多　恒和 木村　文則 髙井　一郎
和歌山 井箟　一彦 南　佐和子 矢本　希夫 　

中 国 （20名）
鳥　取 谷口　文紀 原田　　省
島　根 金崎　春彦 京　　　哲
岡　山 鎌田　泰彦 下屋浩一郎 中塚　幹也 中村圭一郎 長尾　昌二 増山　　寿
広　島 工藤　美樹 熊谷　正俊 古宇　家正 伊達健二郎 中西　慶喜 三好　博史 向井百合香
山　口 佐世　正勝 末岡幸太郎 杉野　法広

四 国 （11名）
徳　島 苛原　　稔 岩佐　　武 古本　博孝
香　川 金西　賢治 藤田　卓男
愛　媛 近藤　裕司 杉山　　隆 矢野　浩史 横山　幹文
高　知 坂本　康紀 前田　長正

九 州 （44名）
福　岡 尼田　　覚 小川　伸二 加藤　聖子 黒松　　肇 坂井　和裕 高島　　健 津田　尚武 藤　　伸裕 西田　　眞 福嶋恒太郎

宮田　康平 宮原　研一 諸隈　誠一 矢幡　秀昭 吉里　俊幸 吉野　　潔 四元　房典
佐　賀 大隈　良成 横山　正俊
長　崎 北島　道夫 小寺　宏平 三浦　清徳 森　　一朗
熊　本 大竹　秀幸 大場　　隆 河上　祥一 近藤　英治 末永　義人
大　分 河野　康志 佐藤　昌司 宮原　英二
宮　崎 桂木　真司 金子　政時 川越　靖之
鹿児島 榎園　祐治 沖　　利通 上塘　正人 小林　裕明 戸上　真一
沖　縄 大畑　尚子 久高　　亘 佐久本　薫 長井　　裕 銘苅　桂子
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