
令和4年・5年度代議員⼀覧  （敬称略） 任期…2022年1⽉4⽇より2024年代議員選挙開票⽇まで

⻘⽊ 洋⼀ 秋葉 靖雄 秋元 太志 秋⼭ 梓 浅野間 和夫 東 正樹 安達 博 安部 正和 新井 努 新井 正秀
荒川 敦志 有本 貴英 安藤 謙 飯島 美穂 飯⽥ 泰志 池⽥ 悠⾄ 池⽥ 芳紀 ⽯川 雅⼦ ⽯川 光也 ⽯橋 朋佳
⽯橋 ますみ 礒橋 ⽂明 依⽥ 尚之 板倉 敦夫 板持 広明 市川 義⼀ 市川 亮⼦ 市村 友季 伊藤 郁朗 伊藤 公彦
伊藤 潔 伊藤 直樹 伊東 史学 井箟 ⼀彦 今川 遼太郎 ⼊江 ⼤介 岩﨑 雅宏 岩瀬 春⼦ 岩⽥ 卓 岩本 雅美
上岡 陽亮 上⽥ 和 上⽥ 豊 ⽜島 弘毅 ⽒平 崇⽂ ⽜若 昂志 宇野 雅哉 梅⽊ 英紀 梅澤 聡 梅澤 玲
梅村 康太 衛藤 貴⼦ 榎本 隆之 蝦名 康彦 ⼤井 豪⼀ ⼤⽯ 徹郎 ⼤⽯ 善丈 ⼤隈 恵美 太⽥ 剛 ⼤⽵ 秀幸
⼤塚 伊佐夫 ⼤槻 健郎 ⼤原 樹 ⼤道 正英 岡⽥ 智志 岡本 三四郎 ⼩川 伸⼆ ⼩川 千加⼦ 沖 明典 荻島 ⼤貴
奥川 馨 奥川 利治 ⼩⼝ 治 ⼩⼝ 秀紀 ⼩此⽊ 範之 刑部 光正 ⼩曽根 浩⼀ 織⽥ 克利 ⼩⽥ 瑞恵 ⼩貫 ⿇美⼦
⼩野 政徳 ⼩野瀬 亮 尾松 公平 海法 道⼦ 利部 正裕 鏡 誠治 笠井 真理 笠松 ⾼弘 加嶋 克則 梶原 博
加勢 宏明 ⽚岡 史夫 ⽚岡 良孝 ⽚桐 浩 勝⽥ 隆博 勝俣 範之 桂⽊ 真司 加藤 ⼀喜 加藤 聖⼦ 加藤 俊
加藤 友康 加藤 哲⼦ 加藤 久盛 加藤 秀則 加藤 侑希 ⾦尾 祐之 ⾦内 優典 ⾦⽥ 容秀 ⾦村 昌徳 兼安 祐⼦
上浦 祥司 神尾 真樹 河井 通泰 川井⽥ みほ 川⼝ ⿓⼆ 川越 秀洋 川瀬 ⾥⾐⼦ 川村 直樹 菊池 朗 北 正⼈
北井 ⾥実 北井 美穂 北島 道夫 喜納 奈緒 ⽊村 正 ⽊村 敏啓 楠本 知⾏ ⼯藤 ⼀弥 ⼯藤 美樹 熊⾕ 広治
熊⾕ 正俊 熊切 順 倉橋 崇 栗⽥ 智⼦ ⿊川 哲司 ⿊澤 和⼦ ⿊星 晴夫 古宇 家正 ⾹城 恒麿 古株 哲也
⼩阪 謙三 古平 毅 ⼩⾕ 泰史 児⽟ 順⼀ 後藤 真樹 ⼩林 栄仁 ⼩林 佑介 ⼩原 久典 ⼩宮⼭ 慎⼀ 近藤 英治
⿑藤 俊雄 斎藤 元章 齋藤 裕司 五⽉⼥ 隆 坂井 邦裕 坂本 優 佐々⽊ 徹 佐々⽊ 直樹 佐々⽊ 博正 佐々⽊ 康
笹島 ゆう⼦ 佐治 晴哉 佐藤 誠也 佐藤 敏治 真⽥ 咲⼦ 澤⽥ 健⼆郎 塩沢 丹⾥ 志鎌 あゆみ 志岐 保彦 重⽥ 昌吾
茂⽥ 博⾏ 重藤 ⿓⽐古 柴⽥ 清住 澁⾕ 裕美 渋⾕ 祐介 嶋本 富博 清⽔ ⼤ 清⽔ 基弘 庄⼦ 忠宏 ⽣⽔ 真紀夫
⽩⽯ 悠 ⽩⼭ 裕⼦ 末岡 幸太郎 菅井 有 菅原 正貴 杉浦 敦 杉浦 賢 杉野 法広 鈴⿅ 清美 鈴⽊ 嘉穂
鈴⽊ 史朗 鈴⽊ 理絵 ⾓ 俊幸 住友 理浩 関 典⼦ 関根 花栄 関根 正幸 関⼭ 健太郎 添⽥ 周 曾根 献⽂
園⽥ 顕三 園⽥ 豪之介 ⾼倉 聡 ⾼倉 正博 ⾼野 忠夫 ⾼野 浩邦 ⾼橋 知昭 ⾼橋 伸卓 髙橋 史朗 髙松 潔
⽵井 裕⼆ 武内 享介 武隈 宗孝 武知 公博 ⽵中 基記 ⽵野 宜代 ⽵村 昌彦 ⽥崎 和⼈ ⽥代 浩徳 橘 涼太
巽 啓司 楯 真⼀ ⽥中 創太 ⽥中 智⼈ ⽥中 尚武 ⽥中 政彰 ⽥中 良道 ⽥中 綾⼀ 棚瀬 康仁 ⾕川 道洋
⾕⼝ 智⼦ ⾕⼝ 義実 ⾕村 悟 ⽟内 学志 ⽥巻 倫明 ⽟⼿ 雅⼈ 千島 史尚 千代⽥ 達幸 陳 冠良 津⽥ 尚武
筒井 建紀 恒遠 啓⽰ ⾓⽥ 肇 鍔本 浩志 鶴⽥ 智彦 出⼝ 昌昭 寺⽥ 貴武 寺本 瑞絵 ⼾板 孝⽂ 藤堂 幸治
⼾上 真⼀ 徳永 英樹 ⼾澤 晃⼦ 豊島 将⽂ ⻑井 智則 永井 智之 中井 英勝 中尾 砂理 ⻑尾 昌⼆ ⻑尾 充
中尾 佳史 中川 博之 ⻑阪 ⼀憲 中島 彰俊 ⻑嶋 武雄 中⽥ 真⼀ 中⻄ 透 中⻄ 美恵 ⻑野 浩明 ⻑⼜ 哲史



⻑峯 理⼦ 中村 和⼈ 中村 圭⼀郎 中村 俊昭 中村 直樹 中村 紘⼦ 仲村 勝 中村 充宏 中⼭ 健太郎 奈須 家栄
那須 洋紀 新倉 仁 新美 薫 ⻄尾 真 ⻄尾 浩 ⻄尾 幸浩 ⻄ヶ⾕ 順⼦ ⻄川 伸道 ⻄川 隆太郎 錦⾒ 恭⼦
⻄⽥ 眞 ⻄⽥ 正和 ⻄野 幸治 丹⽻ 憲司 沼崎 令⼦ 野⽥ 真永 野中 道⼦ 野々垣 多加史 野村 英司 野村 秀⾼
野村 弘⾏ 端 晶彦 橋⼝ 真理⼦ 橋⼝ 裕紀 橋本 ⾹映 荷⾒ よう⼦ ⻑⾕川 清志 幅⽥ 周太朗 濵⻄ 潤三 林 茂徳
阪埜 浩司 樋⼝ 壽宏 ⽇⾼ 隆雄 平尾 薫丸 平川 隆史 平沢 晃 平澤 猛 福⽥ 武史 福⽥ 美⾹ 福松 之敦
藤⽥ 拓司 藤野 ⼀成 藤脇 律⼈ 藤原 潔 藤原 聡枝 藤原 浩 藤原 寛⾏ ⼆神 真⾏ 古川 茂宜 古川 正義
堀 謙輔 前⽥ 宜延 松浦 基樹 松浦 祐介 松尾 隆志 松永 ⻯也 松本 光史 松本 治伸 松本 浩範 松本 陽⼦
⾺淵 誠⼠ 三浦 清徳 ⽔野 美⾹ ⽔本 泰成 三橋 暁 光部 兼六郎 皆川 幸久 ⽔⼝ 剛雄 湊 純⼦ 南 ⾥恵
南⼝ 早智⼦ 三村 貴志 宮井 健太郎 宮⽊ 康成 宮武 崇 宮本 真豪 宮本 強 宮本 守員 棟⽅ 哲 村上 功
村上 浩雄 村上 ⽂洋 村越 誉 村⽥ 和俊 村松 俊成 本橋 卓 本原 剛志 百村 ⿇⾐ 森 繭代 森岡 幹
森定 徹 森重 健⼀郎 森⽥ 宏紀 森⾕ 鈴⼦ 森⾕ 卓也 安井 智代 ⼋杉 利治 柳井 広之 ⽮内原 臨 柳⽥ 聡
簗詰 伸太郎 ⼭上 亘 ⼭⼝ 建 ⼭⼝ 聡 ⼭下 剛 ⼭下 瞳 ⼭下 博 ⼭⽥ 恭輔 ⼭⽥ 隆 ⼭⽥ 秀和
⼭中 郁仁 ⼭室 理 ⼭本 阿紀⼦ ⼭本 晃⼈ ⼭本 敏也 ⼭本 寄⼈ ⼭脇 孝晴 横井 猛 横⽥ 治重 横⽥ めぐみ
横⼭ 正俊 吉岡 信也 芳川 修久 吉⽥ 健太 吉⽥ ⼤作 吉⽥ 浩 吉⽥ 裕之 吉⽥ 好雄 吉原 弘祐 吉原 雅⼈
吉満 輝⾏ 梁 善光 若狭 朋⼦ 若⽉ 優 若菜 公雄 若林 晶 和⽥ 真⼀郎 渡辺 尚⽂ 渡辺 未歩 渡部 洋


