
2022 年度 代議員一覧 

2022 年 6 月 15 日現在 

334 名 

青山 和義 赤塚 正文 赤松  繁 秋吉浩三郎 朝井 裕一 浅野 市子 麻生 知寿 

足立 健彦 天谷 文昌 新井多佳子 荒川 穣二 五十嵐あゆ子 五十嵐 孝 生田 義浩 

池田 栄浩 池田 健彦 出田眞一郎 井関 雅子 磯野 史朗 市原 靖子 伊藤 伸子 

伊東 義忠 稲垣 喜三 稲葉  晋 井上 聡己 井上莊一郎 猪股 伸一 伊良波 浩 

岩崎 達雄 岩瀬 良範 印南 靖志 上田 朝美 上野 博司 上山 博史 内田 寛治 

内田篤治郎 内野 博之 内山 昭則 宇野 太啓 梅垣  修 江木 盛時 枝長 充隆 

逢坂 佳宗 大内 貴志 大江 克憲 大下 恭子 大田 典之 大瀧 千代 大西 佳彦 

大畑めぐみ 岡崎 純子 岡本 浩嗣 岡安 理司 奥   格 奥田 泰久 奥富 俊之 

小澤 章子 忍田 純哉 小田  裕 尾前  毅 折井  亮 甲斐 慎一 甲斐 哲也 

香川 哲郎 垣花  学 角田 奈美 加瀬 幸子 鹿瀬 陽一 香月  亮 加藤 孝澄 

加藤 里絵 加藤 亮子 香取 信之 上林 卓彦 紙谷 義孝 辛島 裕士 狩谷 伸享 

川口 昌彦 川越いづみ 河野  崇 川前 金幸 川股 知之 川真田樹人 神田  恵 

菊谷 健彦 木倉 睦人 岸川 洋昭 木田 景子 北  貴志 北川 裕利 北口 勝康 

北野 敬明 北村  晶 北村 咲子 鬼頭  剛 木下 真弓 金   徹 木村 信行 

日下 裕介 櫛方 哲也 葛本 直哉 久米 正記 倉迫 敏明 倉田 二郎 栗山 俊之 

小泉有美馨 小板橋俊哉 河野 昌史 幸村 英文 小嶋亜希子 小杉志都子 小竹 良文 

小林 俊哉 小林 佳郎 小松 郷子 小松 孝美 小森万希子 小山  薫 金   正 

近藤 一郎 近藤  修 齋藤  繁 斉藤 達志 齋藤 智彦 斉藤 仁志 齊藤 洋司 

佐伯  昇 酒井 陽子 坂口 嘉郎 坂本 篤裕 坂本 三樹 鷺島 克之 佐倉 伸一 

笹川 智貴 笹野 信子 佐藤 健治 佐藤 哲文 佐藤 智行 佐藤 祐子 佐藤 善一 

讃岐美智義 佐和 貞治 澤井 俊幸 澤村 成史 志賀 達哉 重松 研二 重松次郎昌幸 

重見 研司 信太 賢治 設楽 敏朗 篠塚 典弘 柴田伊津子 柴田 康之 渋谷 博美 

島崎 睦久 清水  淳 下田 栄彦 生野愼二郎 白神豪太郎 白水 和宏 進藤 一男 

末廣 浩一 杉田 道子 杉本 祐司 鈴木 健二 鈴木 孝浩 鈴木 健雄 鈴木 武志 

鈴木 宏昌 鈴木 康之 須藤 貴史 角倉 弘行 關山 裕詩 祖父江和哉 田家  諭 

多賀紀一郎 田垣内祐吾 高雄由美子 高岡 誠司 高木 敏行 高澤 知規 高薄 敏史 

高田 幸治 高田 基志 高橋  完 高橋 麗子 田北  彰 瀧田 恒一 田口奈津子 

武居 哲洋 竹内  護 多田 文彦 多田羅恒雄 田中 克哉 田中  聡 田中 具治 

田中 裕之 田中  誠 田中  基 田辺久美子 田辺瀬良美 谷 真規子 谷上 博信 

谷口  巧 谷本 宏成 玉井 久義 田村  尚 杖下 隆哉 辻田 美紀 堤  保夫 

恒吉 勇男 角田  健 角渕 浩央 坪内 宏樹 寺尾 嘉彰 土井 克史 遠山 悟史 

戸田雄一郎 冨岡 俊也 富田 行成 外山 裕章 中川 博美 長坂 安子 中島 芳樹 

長瀬  清 長田  理 中田 一夫 中塚 逸央 中塚 秀輝 中西 美保 中根 正樹 

中平 淳子 中村 信一 中本 あい 中山 英人 中山 禎人 成田 昌広 成松 紀子 

名和由布子 西田  修 西部 伸一 西脇 公俊 野村 岳志 野村  実 萩平  哲 

橋口さおり 橋口 光子 馬場  洋 濱口 眞輔 濱﨑順一郎 原  哲也 原武 義和 

東  龍哉 東 美木子 東みどり子 日高 秀邦 尾頭希代子 尾藤 博保 平井 裕康 

平川奈緒美 平木 照之 平田 直之 平田  学 廣瀬 宗孝 廣田 和美 深田 祐作 

藤井 洋泉 藤野 裕士 藤野 能久 藤村 直幸 藤原 亜紀 渕上 竜也 保利 陽子 



堀下 貴文 本多 信雅 牧野  洋 増田 美奈 松浦  正 松川  隆 松永  明 

松本 重清 松本 晶平 松本美志也 間宮 敬子 丸山 一男 丸山 晃一 三尾  寧 

水野圭一郎 水本 一弘 溝田 敏幸 御園生与志 溝渕 知司 南  敏明 宮田 裕史 

村上  衛 村田 寛明 室園美智博 森   隆 森 美也子 森崎  浩 森松 博史 

森本 裕二 森山  潔 森山 孝宏 森脇 五六 諸岡 浩明 安田 季道 安田 善一 

矢野 武志 山内 浩揮 山内 正憲 山浦  健 山蔭 道明 山口 敬介 山口 重樹 

山口 浩史 山下 敦生 山下 幸一 山田 圭輔 山田 高成 山本 拓巳 山本 達郎 

山本 博俊 山本 洋子 湯浅 晴之 湯本 正寿 吉田  仁 吉松 貴史 萬  知子 

若崎るみ枝 吾妻 俊弘 脇本 将寛 輪嶋善一郎 渡邉 恵介   

 


