
 

政治団体名簿（熊本県届出分：令和 4年(2022年)12月 31日現在） 
 

 

（名簿内容） 

 １．対象 

  ○ この名簿は、令和４年（２０２２年）１２月３１日現在において、熊本県選挙管理委員会に届出がある政治団体の一覧です。 

  ○ 政治資金規正法第１７条第２項の規定により、同法第６条第１項の規定による届出をしていないものとみなされた団体及び活動区域が「熊本

県を含む２以上の都道府県の区域」である政治団体（総務大臣届出団体）は除かれています。 

  ○ 主たる事務所の所在地は、各団体からの届出内容をそのまま表示しています。 

 

 ２．掲載順序 

  ○ 政治団体を「政党の支部」「その他の政治団体」の順に、それぞれ原則として、５０音順に掲載しています。 

 

３．その他 

 ○ 「資金管理団体」とは、公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受け

るべき政治団体として指定したものです。 

 ○ 「政党の支部」及び「その他の政治団体」のうち、以下の(1)～(3)のいずれかに該当する団体は、国会議員関係政治団体に該当します。 

  (1) 国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体 

(2) 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体（いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体）のうち、特定の国会議員   

に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 

(3) 政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者 

が代表者であるもの 
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1 公明党熊本県本部 城下　広作 前田　憲秀 熊本県熊本市中央区神水２丁目１６番１７号

2 公明党熊本第一総支部 井本　正広 本田　雄三 熊本県熊本市東区長嶺西１－９ サンアメニティ－１－９０９

3 公明党熊本第二総支部 藤永　弘 俣川　勝範 熊本県熊本市西区横手４－１６－１９

4 公明党熊本第三総支部 北原　昭三 泉田　栄一朗 熊本県山鹿市平山２１５３

5 公明党熊本第四総支部 太田　広則 河野　正明 熊本県八代市古城町３００９－５

6 く 国民民主党熊本県総支部連合会 長友　慎治 長友　慎治 熊本県熊本市西区上高橋２－１３－３３ ハイツ高幸１４

7 く 参政党熊本支部 靏野　正昭 筑紫　るみ子 熊本県合志市幾久富１８６６－１５４２

8 く 参政党熊本第４支部 寺田　博信 西　弘敬 熊本県八代市千丁町新牟田２５００－４

9 く 社会民主党熊本県連合 今泉　克己 鯵川　ひとみ 熊本県熊本市中央区九品寺１－１７－９ 労働者福祉会館３階

10 自由民主党あさぎり町支部 尾鷹　一範 永井　英治 熊本県球磨郡あさぎり町上北２７７－１５

11 自由民主党芦北町支部 荒川　知章 川口　誠二 熊本県葦北郡芦北町大字米田４８１

12 自由民主党阿蘇市支部 岩本　浩治 園田　羊一 熊本県阿蘇市永草１５８０－１１

13 自由民主党荒尾市支部 島田　稔 石崎　久美子 熊本県荒尾市宮内１８８

14 自由民主党泉支部 西坂　栄樹 山本　実 熊本県八代市泉町下岳３６３６番地

15 自由民主党五木支部 木下　丈二 川辺　正美 熊本県球磨郡五木村甲３３７４－５７

16 自由民主党宇城市支部 米村　洋一 江﨑　充奈子 熊本県宇城市小川町西海東３６番地

17 自由民主党宇土市支部 西山　宗孝 木下　仁弘 熊本県宇土市本町２－３７－１

18 自由民主党産山村支部 市原　正文 渡辺　裕文 熊本県阿蘇郡産山村山鹿５７１－１

19 自由民主党大津町支部 金田　英樹 藤原　芳彦 熊本県菊池郡大津町大津１４５０－１６

20 自由民主党小国町支部 渡邉　誠次 藤堂　博之 熊本県阿蘇郡小国町下城４２１７

21 自由民主党鏡支部 緒方　豊志 江川　信二 熊本県八代市鏡町両出１３２４－１

22 自由民主党嘉島町支部 荒木　泰臣 安藤　愼祐 熊本県上益城郡嘉島町上島２７８８－２

23 自由民主党菊池市支部 前川　收 橋本　勉 熊本県菊池市片角３２５番地１

24 自由民主党菊陽町支部 中村　亮彦 桑住　寿博 熊本県菊池郡菊陽町曲手３１６－２

25 自由民主党球磨村支部 松谷　浩一 髙澤　康成 熊本県球磨郡球磨村三ケ浦乙３９６

26 自由民主党熊本県葦北郡第二支部 荒川　知章 川口　誠二 熊本県葦北郡芦北町大字米田４８１

27 自由民主党熊本県阿蘇郡第一支部 河津　修司 佐藤　浩志 熊本県阿蘇郡南小国町中原４２１９

28 自由民主党熊本県阿蘇市第二支部 岩本　浩治 園田　羊一 熊本県阿蘇市永草１５８０－１１

29 自由民主党熊本県天草市第三支部 楠本　千秋 江崎　啓造 熊本県天草市亀場町亀川６３－１５

30 自由民主党熊本県天草市第二支部 池田　和貴 札元　勇起 熊本県天草市南新町７－１５ パサージュみなみ６Ｆ

31 自由民主党熊本県天草市第四支部 西村　尚武 赤城　啓一 熊本県天草市亀場町亀川１６９６－１ 原田ハイツ１０３

32 自由民主党熊本県荒尾市第一支部 島田　稔 井原　泰雄 熊本県荒尾市宮内１８８

33 自由民主党熊本県遺族会支部 横田　輝雄 辛川　順子 熊本県熊本市中央区紺屋町２－８－１

34 自由民主党熊本県医療会支部 福田　稠 水足　秀一郎 熊本県熊本市中央区花畑町１番１３号

35 自由民主党熊本県宇城市第一支部 末松　直洋 西浦　真紀子 熊本県宇城市松橋町松橋１４８２－１ メゾンドヒルＢ１０１

36 自由民主党熊本県宇城市第二支部 吉田　孝平 宮川　昭吾 熊本県宇城市松橋町久具３５８－２４
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37 自由民主党熊本県宇土市第三支部 西山　宗孝 田尻　正三 熊本県宇土市本町２－３７－１

38 自由民主党熊本県エルピーガス支部 佐藤　逸郎 益田　裕樹 熊本県熊本市中央区上水前寺２丁目１８番４号

39 自由民主党熊本県上天草市第一支部 山口　裕 田嵜　清勝 熊本県上天草市大矢野町登立８７８８

40 自由民主党熊本県上益城郡第三支部 大平　雄一 片山　俊 熊本県上益城郡益城町島田９６０－１

41 自由民主党熊本県上益城郡第二支部 増永　慎一郎 渡辺　大祐 熊本県上益城郡御船町御船１０４６ー１

42 自由民主党熊本県看護連盟支部 矢野　メリ子 白石　登美代 熊本県熊本市中央区水前寺１丁目２９番１号 ナビオ水前寺１０１号

43 自由民主党熊本県菊池郡第七支部 中村　亮彦 桑住　寿博 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２４２１ー２ 渡邉司法ビル１階

44 自由民主党熊本県菊池市第一支部 前川　收 原田　睦子 熊本県菊池市片角３２５番地１

45 自由民主党熊本県球磨郡支部連合会 緒方　勇二 橋本　誠 熊本県球磨郡あさぎり町上西８９－５

46 自由民主党熊本県球磨郡第三支部 緒方　勇二 橋本　誠 熊本県球磨郡あさぎり町上西８９－５

47 自由民主党熊本県球磨郡第二支部 松田　三郎 藤下　兼太郎 熊本県球磨郡錦町西３２８７－５６

48 自由民主党熊本県熊本市第二十三支部 落水　清弘 山本　典之 熊本県熊本市東区花立５－４－７５ フロンティアハイツ１０１

49 自由民主党熊本県熊本市第一支部 南部　隼平 坂田　光顕 熊本県熊本市東区上南部１－２－４０ー１Ｆ

50 自由民主党熊本県熊本市第九支部 藤川　隆夫 福島　泰斗 熊本県熊本市東区水源１丁目１５－１３

51 自由民主党熊本県熊本市第五支部 橋口　海平 岩井　祐二郎 熊本県熊本市中央区出水７丁目５６－２５

52 自由民主党熊本県熊本市第三十一支部 津田　征士郎 林田　勝正 熊本県熊本市西区河内町白浜８７４番地

53 自由民主党熊本県熊本市第三十五支部 満永　寿博 満永　日出子 熊本県熊本市東区小山２－１－４０

54 自由民主党熊本県熊本市第三十支部 平江　透 江口　里香子 熊本県熊本市南区富合町木原５７０

55 自由民主党熊本県熊本市第三十七支部 倉重　徹 倉重　正 熊本県熊本市東区新外４丁目１－１

56 自由民主党熊本県熊本市第三十二支部 日隈　忍 小出　通 熊本県熊本市東区新南部５－６－１００－２０３

57 自由民主党熊本県熊本市第三十八支部 紫垣　正仁 田川　雅敏 熊本県熊本市中央区帯山５－２５－５

58 自由民主党熊本県熊本市第三十四支部 三島　良之 後藤　敦夫 熊本県熊本市東区湖東３－１４－１２

59 自由民主党熊本県熊本市第三十六支部 沢田　昌作 澤田　香織 熊本県熊本市南区刈草３丁目２－４０

60 自由民主党熊本県熊本市第十一支部 髙本　一臣 吉野　征夫 熊本県熊本市中央区九品寺６－６－６３－１１０８

61 自由民主党熊本県熊本市第十九支部 田中　敦朗 瀬口　貴好 熊本県熊本市北区梶尾町３０５番地

62 自由民主党熊本県熊本市第十五支部 藤山　英美 永田　哲明 熊本県熊本市東区沼山津３－３－１５

63 自由民主党熊本県熊本市第十三支部 光永　邦保 山本　公代 熊本県熊本市東区健軍１丁目６－１３

64 自由民主党熊本県熊本市第十七支部 大石　浩文 福成　浩明 熊本県熊本市中央区新大江３－９－６３

65 自由民主党熊本県熊本市第十二支部 原　亨 吉田　宏平 熊本県熊本市中央区八王寺町１４番３７号

66 自由民主党熊本県熊本市第七支部 竹﨑　和虎 富﨑　幸治 熊本県熊本市西区田崎３－１－４

67 自由民主党熊本県熊本市第二支部 松村　秀逸 境　直美 熊本県熊本市北区高平３丁目１３番３５号

68 自由民主党熊本県熊本市第二十一支部 田島　幸治 山田　洋子 熊本県熊本市北区龍田７－２０－２１

69 自由民主党熊本県熊本市第二十九支部 坂田　誠二 高岡　章典 熊本県熊本市北区下硯川２丁目９－１５

70 自由民主党熊本県熊本市第二十五支部 齊藤　博 奥野　靖夫 熊本県熊本市東区月出８－３－１１

71 自由民主党熊本県熊本市第二十七支部 清水　智子 山口　必勝 熊本県熊本市西区小島２－８－５７

72 自由民主党熊本県熊本市第二十四支部 田尻　善裕 加藤　誠一 熊本県熊本市中央区大江５丁目１６－１１－５０１

73 自由民主党熊本県熊本市第二十六支部 山本　浩之 村上　智子 熊本県熊本市中央区坪井３－８－３５－８０５

74 自由民主党熊本県熊本市第八支部 岩下　栄一 田中　法子 熊本県熊本市中央区水前寺３丁目３－２５－３０５

75 自由民主党熊本県熊本市第四支部 髙島　和男 有田　正春 熊本県熊本市南区田迎２－１７－７

76 自由民主党熊本県熊本市第四十一支部 原口　亮志 山口　和子 熊本県熊本市北区植木町円台寺７５０

77 自由民主党熊本県熊本市第四十五支部 田中　誠一 寺本　和子 熊本県熊本市南区近見３－７－１０
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78 自由民主党熊本県熊本市第四十三支部 小佐井　賀瑞宜 小佐井　武志 熊本県熊本市北区植木町滴水１０３８－１

79 自由民主党熊本県熊本市第四十支部 大嶌　澄雄 原口　はつみ 熊本県熊本市南区城南町藤山３２６４

80 自由民主党熊本県熊本市第四十二支部 寺本　義勝 鶴山　夏美 熊本県熊本市南区城南町千町９１４

81 自由民主党熊本県熊本市第四十四支部 荒川　慎太郎 吉田　覚 熊本県熊本市北区津浦町４３－６

82 自由民主党熊本県建設支部 土井　建 前川　浩志 熊本県熊本市中央区九品寺４丁目８－１７

83 自由民主党熊本県合志市第一支部 髙木　健次 髙木　はるみ 熊本県合志市栄３２４０ー１

84 自由民主党熊本県合志市第二支部 池永　幸生 村上　順子 熊本県合志市須屋２０８１－２０

85 自由民主党熊本県参議院選挙区第一支部 松村　祥史 春日　堅一 熊本県熊本市中央区水前寺６－４１－５ 千代田レジデンス県庁東１０１ ○

86 自由民主党熊本県参議院選挙区第二支部 馬場　成志 久保　清子 熊本県熊本市東区小山６丁目２－２０ ○

87 自由民主党熊本県歯科医師支部 伊藤　明彦 鶴田　善久 熊本県熊本市中央区坪井２－４－１５

88 自由民主党熊本県歯科技工士支部 上村　敬三 中村　仁志 熊本県熊本市東区花立２丁目１６－３１ 鍬永ビル３Ｆ２号

89 自由民主党熊本県支部連合会 前川　收 松田　三郎 熊本県熊本市中央区水前寺６－４１－２４

90 自由民主党熊本県衆議院支部 野田　毅 清水　順子 熊本県熊本市南区田井島２－７－１

91 自由民主党熊本県柔道整復師支部 松村　圭一郎 岡松　潤 熊本県熊本市中央区南千反畑町１１－１２ ハクベリーズ南千反２Ｆ

92 自由民主党熊本県身障連支部 竹田　勉 竹田　勉 熊本県熊本市中央区南千反畑町３－７ 熊本県総合福祉センタ－１Ｆ

93 自由民主党熊本県水産政治連盟支部 藤森　隆美 田代　龍也 熊本県熊本市西区中原町６５６

94 自由民主党熊本県測量設計業協会支部 藤本　祐二 成富　守 熊本県熊本市中央区帯山１丁目３８番３１号

95 自由民主党熊本県第一選挙区支部 木原　稔 勝久　卓治 熊本県熊本市中央区九品寺２－８－１７－１Ｆ ○

96 自由民主党熊本県第三選挙区支部 坂本　哲志 樋口　誠之 熊本県菊池郡大津町室１２２ー４ ○

97 自由民主党熊本県第二選挙区支部 西野　太亮 中村　直哉 熊本県熊本市南区近見７－５－４０ ○

98 自由民主党熊本県第四選挙区支部 金子　恭之 小早川　宗弘 熊本県八代市東片町４６３－１ ○

99 自由民主党熊本県宅建支部 志水　一博 増田　博文 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１番３１号

100 自由民主党熊本県たばこ耕作組合支部 石川　政臣 荒木　昭 熊本県合志市豊岡字上境目１５３８

101 自由民主党熊本県たばこ販売支部 益田　龍朗 尾上　匡 熊本県熊本市中央区練兵町６１番地の１

102 自由民主党熊本県玉名郡第三支部 内野　幸喜 内野　優子 熊本県玉名郡長洲町清源寺３９３－１ 高木アパート１０１

103 自由民主党熊本県玉名市第三支部 坂梨　剛昭 鴨川　敬子 熊本県玉名市中１９３５－１ 山田新建材ビル２Ｆ

104 自由民主党熊本県ちんたい支部 大久保　秀洋 横井　一臣 熊本県熊本市中央区辛島町６９

105 自由民主党熊本県電気通信職域支部 斉藤　琢 徳留　慶 熊本県熊本市中央区九品寺１－２－１１ ＮＴＴ新九品寺ビル６階

106 自由民主党熊本県ときわ会支部 中尾　裕二 朝田　広之 熊本県熊本市西区春日３－１５－４５ ＪＲ熊本駅高架下事務所棟ＪＲ九州エージェンシー（株）熊本支店

107 自由民主党熊本県土地改良支部 今田　久仁生 青山　勝 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目４１－１１　２階

108 自由民主党熊本県トラック支部 住永　豊武 井上　智 熊本県熊本市東区東町四丁目６番２号

109 自由民主党熊本県農業団体支部 宮本　隆幸 中村　隆宏 熊本県熊本市中央区南千反畑町２番３号

110 自由民主党熊本県人吉市第一支部 溝口　幸治 田中　聡 熊本県人吉市九日町８３ ２Ｆ

111 自由民主党熊本県保育支部 桑原　岳洋 森上　大右 熊本県熊本市中央区南千反畑町３番７号

112 自由民主党熊本県水俣市第二支部 吉永　和世 福浦　拓也 熊本県水俣市月浦５４ー１３６

113 自由民主党熊本県薬剤師支部 富永　孝治 福原　慶寿 熊本県熊本市中央区萩原町１０－６

114 自由民主党熊本県八代市第一支部 坂田　孝志 森﨑　勇二 熊本県八代市千丁町太牟田１３００－３

115 自由民主党熊本県八代市第四支部 小早川　宗弘 小早川　かほり 熊本県八代市大村町３５６番地

116 自由民主党熊本県八代市第六支部 髙野　洋介 由解　陽一 熊本県八代市鏡町内田１５０１

117 自由民主党熊本県山鹿市第三支部 渕上　陽一 東　瑛久 熊本県山鹿市山鹿９９１

118 自由民主党熊本県遊技産業支部 岩下　昌功 矢野　精一 熊本県熊本市南区田迎３－１０－１

119 自由民主党熊本県郵政政治連盟支部 宮下　民也 山本　広文 熊本県熊本市東区東町４－１７－４－１０１
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120 自由民主党熊本県酪農支部 隈部　洋 長塩　幸久 熊本県熊本市東区戸島５丁目１０番１５号

121 自由民主党熊本県理学療法士連盟支部 北里　堅二 波多埜　克宜 熊本県菊池郡菊陽町原水２９２１

122 自由民主党熊本県理容政治連盟支部 髙野　勝年 吉田　勝 熊本県熊本市中央区白山２丁目１３－２０

123 自由民主党熊本県林材支部 鍬本　行廣 前田　将貴 熊本県熊本市中央区神水１丁目１１番１４号

124 自由民主党熊本市支部 津田　征士郎 澤田　昌作 熊本県熊本市中央区水前寺６－４１－２４

125 自由民主党甲佐町支部 奥名　克美 栗林　大八 熊本県上益城郡甲佐町横田１６５－６

126 自由民主党合志市支部 髙木　健次 宮崎　正昭 熊本県合志市栄３２４０の１

127 自由民主党坂本支部 赤石　哲幸 上村　哲三 熊本県八代市坂本町葉木４３５２

128 自由民主党相良村支部 吉松　啓一 永田　博人 熊本県球磨郡相良村柳瀬９３８

129 せ 自由民主党千丁支部 枩島　洋 久保田　幸男 熊本県八代市千丁町新牟田１１３

130 自由民主党高森町支部 草村　大成 飯星　篤子 熊本県阿蘇郡高森町高森１５８９

131 自由民主党玉名市支部 坂梨　剛昭 大野　豊重 熊本県玉名市中１９３５ー１ 山田新建材ビル２Ｆ

132 自由民主党多良木支部 吉瀬　浩一郎 落合　健治 熊本県球磨郡多良木町黒肥地１５４４－１０

133 つ 自由民主党津奈木町支部 山田　豊隆 澤井　則夫 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木１１４

134 と 自由民主党東陽支部 梅田　行憲 中野　敏憲 熊本県八代市東陽町小浦６２９８

135 自由民主党錦町支部 森本　完一 髙橋　秀明 熊本県球磨郡錦町大字一武１０６７番地

136 自由民主党西原村支部 日置　和彦 桂　悦朗 熊本県阿蘇郡西原村鳥子２６３６

137 自由民主党２１世紀熊本をつくる会 原田　明典 原　祐輔 熊本県熊本市中央区本荘５－１４－４０

138 自由民主党氷川支部 上田　健一 米崎　広明 熊本県八代郡氷川町網道２８２－７

139 自由民主党人吉市支部 溝口　幸治 田中　聡 熊本県人吉市九日町８３ ２Ｆ

140 ま 自由民主党益城町支部 岩村　久雄 市村　克巳 熊本県上益城郡益城町赤井１９５１

141 自由民主党水上村支部 中嶽　弘継 椎葉　直徳 熊本県球磨郡水上村大字岩野１０５番地

142 自由民主党水俣市支部 吉永　和世 坂田　信介 熊本県水俣市月浦５４ー１３６

143 自由民主党南阿蘇村支部 興梠　実 山室　昭憲 熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川２０１８

144 自由民主党南小国町支部 髙橋　周二 斉藤　康之 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺７４５３－１

145 自由民主党宮原支部 片山　裕治 古里　英二 熊本県八代郡氷川町宮原栄久１５－５

146 自由民主党八代支部 松浦　輝幸 高野　康喜 熊本県八代市旭中央通９－４

147 自由民主党山江村支部 内山　慶治 北田　愛介 熊本県球磨郡山江村大字山田乙５０３

148 自由民主党山鹿市支部 渕上　陽一 冨田　弘海 熊本県山鹿市山鹿９９１－１

149 ゆ 自由民主党湯前町支部 長谷　和人 長谷　和人 熊本県球磨郡湯前町３１７７

150 あ 日本共産党天草地区委員会 蓑田　庸子 中山　滋子 熊本県天草市八幡町１２－２０

151 う 日本共産党宇城委員会 上野　哲夫 福田　慧一 熊本県宇土市築籠町１７７－７

152 日本共産党熊本県委員会 松岡　勝 橋田　芳昭 熊本県熊本市中央区細工町２－３２

153 日本共産党熊本地区委員会 重松　孝文 井芹　栄次 熊本県熊本市中央区細工町２－３２

154 な 日本共産党南部地区委員会 野中　重男 川上　紗智子 熊本県八代市旭中央通り１７－８

155 ほ 日本共産党北部地区委員会 日高　伸哉 松岡　早苗 熊本県菊池市大琳寺８５

156 く 立憲民主党熊本県総支部連合会 鎌田　聡 西岡　誠也 熊本県熊本市中央区九品寺１－１７－９
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1 青山たかゆき後援会 江口　陸男 石河　豊子 熊本県合志市須屋２７３９－２４

2 赤城ふみひろ後援会 赤城　史浩 川田　安幸 熊本県天草市有明町上津浦１５１６

3 赤松ひでやす後援会 森　哲明 小山　春雄 熊本県玉名市山田１１８

4 あかるい熊本をつくる県民の会 加藤　修 元島　弘明 熊本県熊本市中央区大江５－１５－９ 熊本民商会館２階熊本県商連内

5 秋丸要一後援会 秋丸　要一 秋丸　要一 熊本県玉名郡和水町江田３９９０－１

6 あさだ敏彦後援会 髙木　洋一 土本　久 熊本県荒尾市平山８３９

7 阿蘇郡市医師連盟 上村　晋一 荒尾　慎治 熊本県阿蘇市黒川１１７８

8 あないとも子後援会 穴井　智子 吉田　三十志 熊本県上益城郡嘉島町鯰１８４８－１

9 荒尾市野田たけし後援会 山代　秀徳 緒方　淳司 熊本県荒尾市四ツ山町３－２－１１　荒尾タクシ－内

10 荒川孝一後援会 荒川　孝一 荒川　朱美 熊本県球磨郡錦町一武２１２８－２２

11 荒川しんたろう後援会 荒川　慎太郎 堤　祐成 熊本県熊本市北区津浦町４３－６

12 荒川ともあき後援会 長口　隆 川口　誠二 熊本県葦北郡芦北町大字米田４８１

13 荒木章博後援会 荒木　章博 河上　聡美 熊本県熊本市西区春日１－３－１５

14 荒木宏太後援会 荒木　宏太 荒木　智子 熊本県玉名郡和水町岩１１３７

15 荒木たかゆき後援会 荒木　崇之 荒木　崇之 熊本県菊池市泗水町福本８６１－１

16 荒木睦子後援会 村上　史子 岡本　香奈 熊本県玉名郡長洲町大字長洲８２９

17 荒木よしゆき後援会 荒木　義行 吉住　繁寛 熊本県合志市幾久富１９０９－８７１ ○

18 「有明の新しい力」 城戸　淳 川島　喜晶 熊本県玉名市中１６７５－１

19 生山敬之後援会 生山　和之 寺田　ゆみ子 熊本県玉名郡和水町久井原２１０５－４５

20 池田和貴後援会 池田　和貴 札元　勇起 熊本県天草市南新町７－１５ パサージュみなみ６Ｆ ○

21 池田よしたか後援会 池田　芳隆 池田　美恵 熊本県人吉市下薩摩瀬町７４２番地１０

22 池永ゆきお後援会 宮原　康晃 池永　一心 熊本県合志市須屋２０９１－６

23 石崎勇三後援会 大石　教義 川端　芳光 熊本県荒尾市高浜６１３番地１（株）石崎商店内

24 石原よしゆき後援会 船津　洋一郎 櫻井　謙臣 熊本県玉名郡和水町原口１０６５－２

25 泉田栄一朗後援会 泉田　栄一朗 泉田　加代子 熊本県菊池市泗水町南田島１３５１ ○

26 泉広幸後援会 武内　量司 尾崎　雄二 熊本県天草市本渡町本渡２６９６

27 磯田こわし後援会 本村　寿 岡村　俊一 熊本県八代市港町２４２番地

28 磯野博後援会 磯野　博 宮﨑　孝一 熊本県玉名郡長洲町長洲６３０－１ ○

29 一瀬重隆後援会 田尻　敏夫 吉田　豊 熊本県玉名市川部田３２６－１

30 市原一廣後援会 市原　一廣 草野　哲也 熊本県玉名郡長洲町長洲２４５５－１ ○

31 井手口隆光後援会 井手口　隆光 井手口　知栄子 熊本県上天草市姫戸町姫浦２５４１－４０

32 井手のぶお後援会 井手　順雄 川口　賢寿 熊本県熊本市南区八分字町１８７－１ 吉見ハイツ１０２ ○

33 伊藤和仁後援会 伊藤　和仁 伊藤　和仁 熊本県熊本市北区龍田７－３１－７８ コートプレイス龍田Ⅲ２０６ ○

34 井藤はづき後援会 井藤　はづき 野田　寿治 熊本県上益城郡御船町上野５４１８

35 伊藤博長後援会 伊藤　博長 伊藤　博長 熊本県玉名郡南関町久重１６０７

36 いのした忠俊後援会 井下　忠俊 井下　忠俊 熊本県玉名郡南関町久重３３８６－１

37 井本正広後援会 井本　正広 田中　芳夫 熊本県熊本市東区長嶺西１丁目９－１－９０９号 ○

38 今中しんのすけ後援会 今中　真之助 今中　真之助 熊本県宇土市長浜町５－９

39 入江学後援会 長田　佐代子 岡村　政治 熊本県宇城市松橋町南豊崎９２９－１

40 いわさか雅文を応援する会 渕上　利範 野元　勝一 熊本県水俣市袋７９３

41 岩田とも子ｔｏｍｏの会 岩田　智子 松田　道雄 熊本県熊本市中央区九品寺１丁目１１－４ 熊本県教育会館３Ｆ

42 岩永宏介後援会 北川内　宗郎 岩永　純子 熊本県上益城郡御船町木倉５１５

43 岩中伸司後援会 岩中　伸司 早野　正矩 熊本県荒尾市荒尾１９４７－３ ○

44 岩村龍男後援会 岩村　龍男 福浦　拓也 熊本県水俣市月浦５４－１３６

45 岩本こうじ後援会 田中　則次 橋本　広美 熊本県阿蘇市永草１５８０－１１

46 岩本やすのり後援会 冨山　義夫 岩本　清子 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７４２番地１１

47 犬童としお後援会 中山　範鷹 谷川　恒雄 熊本県人吉市鬼木町３１４－２

48 上田欣也後援会 大角　雅雄 石村　良二 熊本県合志市豊岡２０２２番地６５

49 上田やすひろ後援会 渡辺　次義 新　正子 熊本県下益城郡美里町馬場７９２－１

50 上田よしひろ後援会 上田　芳裕 佐伯　邦夫 熊本県熊本市中央区新屋敷３－７－５ ○

51 上原しんじと和水町の未来へ今できることを考える会 上原　真二 上原　孝一 熊本県玉名郡和水町上板楠２４２９－１

52 上村幸輝後援会 眞土　勝則 村上　とき子 熊本県上益城郡益城町福原２７４７－２

53 上村たつお後援会 谷山　洋 上村　侑次郎 熊本県球磨郡錦町大字木上南２４２番地

54 宇城市の未来を考える会 中山　弘幸 中山　幸枝 熊本県宇城市三角町郡浦１５１９ ○

55 牛塚たかひろ後援会 島津　良邦 牛塚　美紀 熊本県人吉市上薩摩瀬町９１９番地

令和4年12月31日現在
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56 内野こうき菊水後援会 内野　幸喜 内野　優子 熊本県玉名郡長洲町清源寺３９３－１

57 内野幸喜後援会 内野　幸喜 内野　優子 熊本県玉名郡長洲町清源寺３９３－１

58 内山慶治後援会 横山　武 山口　美敏 熊本県球磨郡山江村大字山田乙５０９番地

59 内山弘一後援会 内山　弘一 小野　久代 熊本県熊本市東区長嶺西３－２－９７

60 有働秀一後援会 有働　千恵美 有働　裕一郎 熊本県上益城郡山都町柏９９０－２

61 有働たつき後援会 江藤　國光 竹下　進 熊本県山鹿市鹿央町合里５５６７番地２

62 浦辺ともあき後援会 出村　三七男 浦辺　眞幸 熊本県玉名郡長洲町長洲２６５１－５

63 栄山会 岩下　栄一 山本　敏博 熊本県熊本市中央区水前寺３丁目３－２５ 増永ビル３０５号 ○

64 江頭実後援会 江頭　実 冨田　敬士 熊本県菊池市隈府９１３－６ ○

65 大賀慶一後援会「くらだけ会」 三池　千代人 田中　憲雄 熊本県菊池市旭志新明１５９０

66 大久保あきら後援会 大久保　輝 河口　慎一郎 熊本県菊池郡菊陽町光の森６丁目１９－５

67 おおくら裕一後援会 大倉　裕一 岡本　紀子 熊本県八代市毘舎丸町７－５３

68 太田広則後援会 太田　広則 久光　義秀 熊本県八代市古城町３００９－５ ○

69 大塚しんや後援会 大塚　信弥 濱田　智 熊本県熊本市東区新南部６－２－６５ ○

70 大塚則男後援会 岡本　芳一 嶋田　勝弘 熊本県人吉市合ノ原町３１５

71 大塚益雄とまちづくりを進める会 大塚　益雄 松本　幸祐 熊本県菊池郡大津町大津４００－３８

72 大野豊重後援会 大野　豊重 倉野尾　昌史 熊本県玉名市岱明町上３７６－１

73 大平雄一後援会 大平　雄一 大平　浩司 熊本県上益城郡益城町島田９６０－１ ○

74 大松みつお後援会 田山　悟 中釜　純六 熊本県球磨郡相良村柳瀬３２０６－５

75 大村裕一郎後援会 大村　裕一郎 今村　鉄夫 熊本県菊池郡大津町矢護川１３５２

76 大山宝治後援会 大山　宝治 大山　宝治 熊本県菊池市七城町砂田１４２０

77 岡田武志後援会 岡田　武志 岡田　祐子 熊本県球磨郡錦町西２９１

78 緒方哲郎後援会 緒方　哲郎 緒方　哲郎 熊本県菊池市西寺２２０７

79 緒方ゆうかとはぐくむ会 緒方　夕佳 緒方　淳一 熊本県熊本市東区下江津１－１３－５

80 おがた勇二後援会 冨田　道孝 橋本　誠 熊本県球磨郡あさぎり町上西８９－５

81 岡部伸大後援会 市山　甲太 岡部　恵利子 熊本県天草市牛深町１３５－１

82 岡本一文後援会 岡本　孝弘 前田　修誠 熊本県玉名市横島町横島９０３１

83 奥名克美後援会 井上　英利 栗林　大八 熊本県上益城郡甲佐町上早川３４３３－１

84 小国の未来 西田　直美 原田　由美子 熊本県阿蘇郡小国町上田１９５－２

85 尾崎ゆきほ後援会 尾崎　幸穂 尾崎　朱実 熊本県阿蘇郡西原村布田１０３４－２２

86 尾鷹一範後援会 鏡　與德 德丸　宏美 熊本県球磨郡あさぎり町上北２７７－１５

87 小田たつお後援会 上村　公弘 西村　修一 熊本県荒尾市大正町１－１－７

88 落水清弘市政改革推進会 落水　清弘 山本　典之 熊本県熊本市西区花園３－５－１８ 江野宅

89 思いやり民生会 上野　浩司 上野　浩司 熊本県八代市鏡町芝口１３０

90 かい純一郎後援会 甲斐　純一郎 甲斐　一誠 熊本県阿蘇市一の宮町中通１６７７

91 輝く未来を創る会 相馬　寿一 田崎　英一郎 熊本県菊池郡菊陽町久保田２５１１

92 学英会 岩木　良江 岡村　政治 熊本県宇城市松橋町南豊崎９２９－１

93 かこだ茂己後援会 嘉古田　茂己 嘉古田　茂己 熊本県宇城市三角町波多２９３９－３８

94 樫﨑まさはる後援会 桑村　久幸 小郷　博史 熊本県宇土市松山町１７０６番地２

95 勝木幸生後援会 高田　義勝 勝木　重喜 熊本県天草市五和町二江１４３０－５

96 門口とおる後援会 松下　孝義 門口　真基子 熊本県天草市本渡町本戸馬場１６０４番地３

97 金田ひでき後援会 金田　英樹 金田　隆 熊本県菊池郡大津町大津１４５０－１６

98 金山民幸後援会 金山　征生 竹田　信義 熊本県球磨郡錦町大字西２８７９番地２

99 金子昌平後援会 金子　昌平 金子　博美 熊本県八代市松江城町３－１３

100 金子やすし天草後援会 馬場　昭治 江田　輝幸 熊本県天草市南新町９－３８ ○

101 金子やすし天草後援会上天草市支部 堀江　隆臣 佐伯　一夫 熊本県上天草市大矢野町上２３２４－１３ ○

102 金子やすし後援会 森本　完一 中村　浩実 熊本県人吉市西間上町２５０２－１ ○

103 金子恭之八代後援会 中村　博生 白石　剛嗣 熊本県八代市東片町４６３－１ ○

104 蒲島郁夫後援会 出田　正明 星子　恵子 熊本県熊本市東区長嶺東２－４０－１６

105 かまたさとる後援会 鎌田　聡 吉崎　昭久 熊本県熊本市南区島町４ー４ー３０ ○

106 かまち恭一後援会 田中　龍臣 上妻　良大 熊本県玉名郡和水町上板楠１４３１

107 かめざき清貴後援会 古閑　修一 竹下　博美 熊本県玉名郡和水町津田４８４－１

108 亀田ひでお後援会 中西　壮一 亀田　宏子 熊本県八代市坂本町鮎帰ほ１５１２

109 鹿本医師連盟 宮崎　隆一 前原　龍彦 熊本県山鹿市山鹿３３２－１

110 川尻なるみ後援会 川尻　成美 川尻　周子 熊本県芦北郡芦北町大字湯浦２３３－５

111 河内克也と南阿蘇村の向上を目指す後援会 小林　了秀 大貫　智義 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石５１６ 河内克也宅

112 河内校区野田毅後援会 清田　勇 村上　一則 熊本県熊本市西区河内町河内３０５２－１

113 かわづ修司後援会 河津　修司 佐藤　浩志 熊本県阿蘇郡南小国町中原４２１９ ○
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114 川邊一徳後援会 川邊　一徳 川邊　一徳 熊本県球磨郡相良村深水１２０８－１

115 河野正明後援会 河野　正明 河野　紀子 熊本県宇城市三角町里浦１７１１－１ ○

116 かわのまり後援会 西山　憲二 河野　孝直 熊本県宇城市松橋町久具２８１６

117 神田こうじ後援会 高山　賢輔 高山　弘子 熊本県合志市須屋１６１７－２

118 貫道舎 中田　潤 中田　潤 熊本県熊本市北区植木町岩野６２４

119 菊教会 田中　教之 本田　雅裕 熊本県菊池市原１４９２

120 菊池郡市医師連盟 宮本　浩光 城間　啓治 熊本県菊池市隈府７６４ー１ 菊池郡市医師会館内

121 きくちの未来を考える会 稲継　昌子 井上　辰幸 熊本県菊池市大琳寺２８－１

122 毅青会 橋本　茂樹 嶋村　文博 熊本県玉名市立願寺１０２０－１

123 北川はじめ後援会履応会 北川　哉 北川　剛 熊本県熊本市西区島崎２－１１－１６ ＳＫビル２階 ○

124 北園武広後援会 白石　節夫 北園　明 熊本県八代市日奈久新田町２０８１

125 北園敏光後援会 丸山　幹雄 北園　やよい 熊本県荒尾市万田２８－９

126 北原浩一郎後援会 松原　智浩 古賀　博一 熊本県玉名郡南関町関町１４３４番地

127 北原昭三後援会 北原　昭三 北原　知子 熊本県山鹿市平山２１５３ ○

128 北本将幸後援会 北本　将幸 北本　利恵 熊本県玉名市中１０８０番地１－１００３号

129 城戸あつし後援会 城戸　淳 前田　誠 熊本県玉名市中１６７５－１ ○

130 木戸理江後援会 木戸　理江 永尾　美幸 熊本県水俣市湯出１３８４番地４

131 木下丈二後援会 杉山　今朝生 下内　泰臣 熊本県球磨郡五木村甲３３７４－３６

132 木下武後援会 木下　武 渕上　昭六 熊本県上益城郡嘉島町上島２０８６－１３

133 木原稔後援会 岩永　研一 勝久　卓治 熊本県熊本市中央区九品寺２－８－１７－１Ｆ

134 木村誠一後援会 木村　誠一 中村　妙子 熊本県荒尾市増永２５６９－１３

135 木村ひろゆき後援会 廣瀬　明浩 木村　幸枝 熊本県八代市千丁町古閑出２５－１

136 吉良邦夫後援会 吉良　道義 吉良　省二 熊本県宇城市不知火町長崎１１６５

137 きら清一後援会 吉良　清一 吉良　明美 熊本県阿蘇郡南阿蘇村両併２０１５ ○

138 桐原のりお後援会 永田　悟 桐原　ユウ子 熊本県菊池郡大津町陣内４１２

139 草村大成後援会 草村　大成 草村　かおる 熊本県阿蘇郡高森町高森１５９２

140 楠原清照後援会 坂本　道典 本山　昭 熊本県葦北郡芦北町大字佐敷５０９－４

141 楠本千秋後援会 岡部　紀夫 井上　学 熊本県天草市亀場町亀川６３－１５

142 九谷高弘後援会 堀内　千秋 田代　一行 熊本県宇土市三拾町５０

143 工藤圭一郎後援会 工藤　恵美 工藤　誠一郎 熊本県菊池市泗水町吉富２８３１

144 球磨畜産政治連盟 有田　耕一 星原　雅子 熊本県球磨郡錦町大字一武１５４６

145 隈部賢治後援会 隈部　賢治 西村　清二 熊本県山鹿市鹿央町広５９２

146 くまべ寛後援会 隈部　寛 隈部　友美 熊本県下益城郡美里町馬場７３４－２

147 熊本から民主主義を！県民の会 園田　昭人 福永　洋一 熊本県熊本市東区若葉５－８－１４ 岩田智子様方

148 熊本県医師連盟 福田　稠 水足　秀一郎 熊本県熊本市中央区花畑町１番１３号

149 熊本県医師連盟荒尾支部 田宮　一郎 田上　廣秋 熊本県荒尾市宮内１０９２－１８

150 熊本県医薬品登録販売者政治連盟 穴見　親 永田　邦子 熊本県熊本市中央区大江３－１０－２６ プント大江２０１

151 熊本県ＬＰガス政治連盟 佐藤　逸郎 益田　裕樹 熊本県熊本市中央区上水前寺２丁目１８番４号

152 熊本県果樹政治連盟 橋本　明利 上口　政信 熊本県熊本市東区小山町１８４６番地

153 熊本県神谷まさゆき後援会 富永　孝治 福原　慶寿 熊本県熊本市中央区萩原町１０－６

154 熊本県看護連盟 矢野　メリ子 白石　登美代 熊本県熊本市中央区水前寺１丁目２９番１号 ナビオ水前寺１０１号

155 熊本県環整協政治連盟 篠﨑　武 日野　正人 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目３０番２０号

156 熊本県行政書士政治連盟 井口　由美子 林　誠 熊本県熊本市中央区水前寺公園１３番３６号

157 熊本県警備業連盟 渡邉　勝彦 鶴崎　幸司 熊本県熊本市中央区紺屋今町９－６ 熊本紺屋今町ビル５階ＡＬＳＯＫ熊本株式会社内

158 熊本県建設政治連盟 土井　建 前川　浩志 熊本県熊本市中央区九品寺４丁目８－１７

159 熊本県建築士事務所政経研究会 南　孝雄 平野　和哉 熊本県熊本市中央区九品寺４－８－１７ 熊本県建設会館別館２階

160 熊本県産業・資源循環政治連盟 野原　雅浩 加久　伸治 熊本県熊本市東区上南部２丁目１番１１３号

161 熊本県歯科医師連盟 伊藤　明彦 鶴田　善久 熊本県熊本市中央区坪井２－４－１５

162 熊本県歯科衛生士連盟 内場　絹代 倉田　菊代 熊本県玉名市岱明町西照寺１０－４９ 内場気付

163 熊本県歯科技工士連盟 上村　敬三 中村　仁志 熊本県熊本市東区花立２－１６－３１ 鍬永ビル３Ｆ２号

164 熊本県自動車整備政治連盟 齊藤　直信 緒方　勝行 熊本県熊本市東区東町４丁目１４番８号 熊本県自動車整備振興会内

165 熊本県社会福祉政治連盟 小笠原　嘉祐 武元　典雅 熊本県熊本市東区長嶺東６丁目２５－２

166 熊本県社会保険労務士政治連盟 松田　哲也 西　喜美子 熊本県熊本市中央区細工町４－３０－１ 扇寿ビル５Ｆ

167 熊本県獣医師連盟 小嶋　維男 大塚　浩 熊本県熊本市東区桜木６丁目３番５４号 熊本県畜産会館４階

168 熊本県柔道整復師連盟 杉本　昌隆 岡松　潤 熊本県熊本市中央区南千反畑町１１－１２ ハクベリーズ南千反２Ｆ

169 熊本県浄化槽対策推進政治連盟 森田　和博 和田　弘美 熊本県上益城郡嘉島町上仲間２２７ー８６

170 熊本県商工政治連盟 笠　愛一郎 入江　雄二 熊本県熊本市中央区船場町３－３６－１ 702

171 熊本県商工政治連盟天草市支部 古賀　源一郎 古賀　源一郎 熊本県天草市本渡町本渡２５４７－２
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172 熊本県商工政治連盟託麻支部 土山　忠一 松村　賢治 熊本県熊本市東区長嶺東七丁目９番８号

173 熊本県商工政治連盟多良木町支部 味岡　和國 村田　栄治 熊本県球磨郡多良木町多良木１６１０－１

174 熊本県商工連政治連盟 久我　彰登 坂本　浩 熊本県熊本市中央区横紺屋町１０　熊本商工会議所内

175 熊本県鍼灸マッサージ師連盟 草川　正規 橋口　賢一 熊本県熊本市中央区水道町１４－２１

176 熊本県水産政治連盟 藤森　隆美 中村　正樹 熊本県熊本市西区中原町６５６

177 熊本県税理士政治連盟 外薗　秀夫 米川　健一 熊本県熊本市中央区大江５丁目１６－９ クラシアガーデン大江２０１号

178 熊本県石油政治連盟 浜　徹雄 硴塚　祐生 熊本県熊本市中央区黒髪１－１１－１０ 東鋼ビル３階

179 熊本県測量設計コンサルタンツ政治連盟 藤本　祐二 成富　守 熊本県熊本市中央区帯山１－３８－３１

180 熊本県宅建政治連盟 志水　一博 上田　耕太郎 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１番３１号

181 熊本県畜産政治連盟 荒牧　弘幸 本田　英孝 熊本県熊本市東区桜木６丁目３－５４

182 熊本県畜産農業者政治連盟 高森　雄二 平岡　隆幸 熊本県熊本市東区桜木６丁目３番５４号

183 熊本県知的障がい者施設協会政治連盟 最上　太一郎 山﨑　雅之 熊本県上益城郡御船町小坂２１４０－１

184 熊本県中小企業政治連盟 岩永　研一 斉藤　浩幸 熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

185 熊本県電工政治連盟 汐田　康博 松本　昭 熊本県熊本市中央区上水前寺２丁目１６－１６

186 熊本県土地改良政治連盟 中村　博生 青山　勝 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目４１－１１　２階

187 熊本県土地家屋調査士政治連盟 西　龍一郎 大窪　悟 熊本県熊本市中央区渡鹿３丁目１４番２１号

188 熊本県トラック政治連盟 住永　豊武 井上　智 熊本県熊本市東区東町四丁目６番２号

189 熊本県農業者政治連盟 宮本　隆幸 中村　隆宏 熊本県熊本市中央区南千反畑町２番３号

190 熊本県ビルメンテナンス政治連盟 尾池　千佳子 一木　恵理子 熊本県熊本市中央区紺屋今町２番地１０ オーファス辛島公園２０２

191 熊本県保育推進連盟 桑原　岳洋 森上　大右 熊本県熊本市中央区南千反畑町３番７号

192 熊本県本田あきこ後援会 富永　孝治 福原　慶寿 熊本県熊本市中央区萩原町１０－６

193 熊本県民社協会 島津　哲也 上米良　清 熊本県熊本市西区上高橋２－１３－３３ ハイツ高幸１４号

194 熊本県民主改革協議会 山下　初男 田辺　正信 熊本県熊本市中央区神水１－６－１ 県庁正門前ビル１Ｆ

195 熊本県民主教育政治連盟 杉田　正幸 松田　道雄 熊本県合志市野々島５１７２－１

196 熊本県木材産業政治連盟 鍬本　行廣 前田　将貴 熊本県熊本市中央区神水１丁目１１番１４号

197 熊本県薬剤師連盟 富永　孝治 福原　慶寿 熊本県熊本市中央区萩原町１０－６

198 熊本県山田としお後援会 宮本　隆幸 中村　隆宏 熊本県熊本市中央区南千反畑町２番３号

199 熊本県酪農政治連盟 隈部　洋 長塩　幸久 熊本県熊本市東区戸島５丁目１０番１５号

200 熊本県理学療法士連盟 北里　堅二 波多埜　克宜 熊本県菊池郡菊陽町原水２９２１ 熊本セントラル病院内

201 熊本県理容政治連盟 髙野　勝年 吉田　勝 熊本県熊本市中央区白山２丁目１３－２０

202 熊本県林業政治連盟 前川　收 井　秀昭 熊本県熊本市東区戸島２－３－３５

203 くまもと広報クラブ 三井　一郎 三井　一郎 熊本県熊本市南区馬渡１－１０－１１

204 熊本市医師連盟 園田　寛 緒方　武幸 熊本県熊本市中央区本荘３丁目３番３号

205 熊本市保育推進連盟 重岡　啓一 鬼塚　和典 熊本県熊本市南区護藤町９７３ 熊本藤富保育園内

206 熊本市民ファーストの会 猿渡　寛良 猿渡　千華 熊本県熊本市東区画図東１丁目１－６

207 熊本市民を守る会 杉野　浩之 肖　増美 熊本県熊本市東区秋津町秋田３０６６－７９

208 熊本市薬剤師連盟 丸目　新一 入江　英治 熊本県熊本市中央区本荘５丁目１６の１

209 熊本市をよくする市民の会 戸田　敏 篠原　一久 熊本県熊本市中央区大江５－１５－９ 熊本民主商工会内

210 くまもと生活者ネットワーク 三島　美枝 貝塚　好子 熊本県熊本市中央区平成３－１５－１

211 くまもと生活者ネットワーク・熊本 三島　美枝 貝塚　好子 熊本県熊本市中央区平成３丁目１５－１

212 熊本政策懇話会 濵﨑　宗一郎 田川　雅敏 熊本県熊本市中央区帯山５－２５－５

213 熊本電気鉄道労働組合交通政策研究会 住吉　隆典 福田　赴文 熊本県熊本市中央区黒髪３－７－２９ 別館２階

214 熊本に夢の会 蒲島　郁夫 鶴田　宏 熊本県熊本市東区長嶺東２－４０－１６ ○

215 「熊本の新しい力」 西野　太亮 船本　和宏 熊本県熊本市南区近見７－５－４０

216 熊本のまちづくりを考える会 幸村　香代子 河村　邦子 熊本県八代市本野町２０２７－１

217 くまもとの未来を考える会（福永洋一後援会） 福永　洋一 坂本　昭 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘６丁目３－３０ ○

218 熊本バス交通政策研究会 百　将輝 坂田　香織 熊本県熊本市東区画図町重富６００

219 くまもと藤井もとゆき後援会 稲葉　一郎 天方　奉子 熊本県熊本市東区長嶺南２ー８ー８３

220 くまもと帚の會 田上　英司 丹邊　惠美 熊本県上益城郡御船町大字豊秋１４３０番地１

221 くらはら隆浩サポーターズクラブ 蔵原　隆浩 安原　光則 熊本県玉名市築地９５

222 黒木正照後援会 黒木　正照 本木　知子 熊本県球磨郡相良村四浦西１４２７

223 広毅会 坂本　正貴 光澤　博幸 熊本県玉名市立願寺１０２０－１

224 幸福実現党芦北水俣後援会 福山　耕二 山田　徳太郎 熊本県葦北郡津奈木町福浜４５７１－２

225 幸福実現党天草後援会 堤内　俊行 堤内　俊行 熊本県天草市佐伊津町４６９７－１

226 幸福実現党宇城後援会 松岡　一雄 海谷　紘男 熊本県上益城郡御船町滝川１１８０ー１１

227 幸福実現党熊本北後援会 式守　年彦 松本　祐子 熊本県荒尾市水野７１８－２

228 幸福実現党熊本県本部 坂口　頼邦 井上　伸一 熊本県熊本市東区長嶺南４－２－８ ２Ｆ

229 幸福実現党熊本後援会 中林　美智代 井上　伸一 熊本県熊本市東区八反田３丁目１－１１－２０２号
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230 幸福実現党熊本西後援会 米田　隆 松本　陽子 熊本県熊本市西区花園７－５３－１３

231 幸福実現党熊本東後援会 高崎　克也 松村　かおる 熊本県阿蘇市黒川８３

232 幸福実現党熊本南後援会 真野　和生 三枝崎　能久 熊本県八代市古城町３０１０－３

233 幸福実現党本丸後援会 島村　清美 西下　恵子 熊本県熊本市北区龍田９－４－３４－１０１

234 香山祥一後援会 香山　祥一 香山　眞理子 熊本県熊本市中央区練兵町２７ グリーンコーポ三牧７０３ ○

235 幸山政史後援会 小森　隆 山本　聡 熊本県熊本市中央区水前寺５－５－１２

236 幸山政史の会 幸山　政史 山本　聡 熊本県熊本市中央区水前寺５－５－１２ ○

237 幸和会 久木田　広八 山本　唯美 熊本県水俣市古賀町２丁目６番１５号

238 国際勝共連合熊本県本部 藤本　実 稲富　安信 熊本県熊本市南区上ノ郷２－１０－１ 202

239 小崎憲一後援会 西山　英夫 白井　義孝 熊本県宇土市網津町２０７１

240 古城義郎後援会 中尾　英士 大園　正道 熊本県荒尾市蔵満１３９２－１

241 小谷節雄後援会 白濱　保 久保田　始 熊本県球磨郡あさぎり町須恵２２３２－３

242 こだま正孝後援会 田口　孝二 宮本　龍紀 熊本県阿蘇市黒川１３０５

243 五通しゅんさく後援会 五通　俊作 五通　俊作 熊本県天草市二浦町亀浦１００６ ○

244 後藤さんじ後援会 谷川　洋 渡邉　浩二 熊本県阿蘇郡高森町高森３６６

245 ごとう修一後援会 後藤　一徳 後藤　三幸 熊本県合志市須屋３２７

246 後藤英夫後援会 菊川　洋一 後藤　由美 熊本県菊池市大琳寺８７－２

247 後藤三雄後援会 吉川　福彌 坂田　輝明 熊本県菊池郡菊陽町原水２３２３番地２

248 後藤祐二後援会 中野　健一 三山　耕一 熊本県合志市野々島２２６７－７

249 五嶋よしひこ後援会 本田　武志 黒木　英利 熊本県天草市有明町須子２７３７－１

250 小早川宗弘後援会 小早川　宗弘 小早川　かほり 熊本県八代市大村町３５６ ○

251 小路貴紀後援会 小路　貴紀 浅野　友章 熊本県水俣市昭和町１丁目１番１号 ○

252 さいき幸男後援会 杉村　隆行 宮本　保德 熊本県玉名郡和水町用木１８４２

253 さいとう正後援会 齊藤　正 大渕　正之助 熊本県八代市毘舎丸町６－１０

254 斉藤ひろし後援会 齊藤　博 奥野　靖夫 熊本県熊本市東区月出８－３－１１ ○

255 さいとう正昭後援会 本田　敏裕 齋藤　正昭 熊本県合志市豊岡１０９番地

256 さいとうよう子後援会 三池　陽子 三池　和臣 熊本県菊池郡大津町大津１４２４－１７

257 さかいだ敏高後援会 境田　敏高 境田　美智子 熊本県玉名郡南関町四ツ原８７１

258 さかえ正敏後援会 榮　正敏 川野　初男 熊本県上益城郡益城町福原３７５６番地１

259 坂下勲後援会 坂下　勲 坂下　ミツ代 熊本県宇城市不知火町亀松１１１－８

260 坂田誠二後援会 坂田　誠二 坂田　義幸 熊本県熊本市北区下硯川２ー９ー１５ ○

261 坂田孝志後援会 松永　久彦 小畑　さち子 熊本県八代市千丁町太牟田１３００の３

262 坂梨優後援会 草野　徹 一村　満治 熊本県葦北郡芦北町市野瀬８６６

263 さかなし剛昭後援会 小山　正義 宮本　真照 熊本県玉名市立願寺１７９

264 坂本公司後援会 坂本　公司 坂本　公司 熊本県玉名市岱明町庄山１７３ー１ グリーンロードハウス１０５

265 坂本さなえ後援会 平岡　純子 後藤　尚実 熊本県合志市幾久富１８６６ー７３９

266 さかもと大介後援会 森本　恵心 坂元　江美 熊本県宇城市松橋町両仲間２７３－６

267 坂本タケト後援会 坂本　耕三 永野　和久 熊本県合志市栄３２８３

268 坂本てつし後援会 岩倉　雄一郎 矢野　武彦 熊本県菊池郡大津町室１２２－４ ○

269 坂本としひこ後援会 内田　耕臣 坂本　美枝子 熊本県玉名郡和水町久井原２２４４番地

270 阪本としひろ後援会 堀川　眞助 阪本　浩德 熊本県菊池郡菊陽町久保田２５１１

271 坂本のりみつ後援会 坂本　亮 坂本　はるみ 熊本県菊池郡大津町大津１４９５

272 坂本みちひろ後援会 坂本　道博 坂本　美紀 熊本県菊池市七城町亀尾２４４１

273 坂本貢後援会 坂井　博文 吉村　寛 熊本県上益城郡益城町赤井１９６１

274 佐藤真二と協働のまちづくりを実現する会 佐藤　真二 秋岡　利明 熊本県菊池郡大津町大津２６１７－６

275 佐藤まさし後援会 高宮　今朝秀 佐伯　龍郎 熊本県阿蘇市内牧４７８番地

276 さとう安彦を応援する会 本山　一男 大里　八郎 熊本県玉名郡南関町大字関町１２０５

277 佐藤よしおき後援会 石本　徳隆 甲斐　輝孝 熊本県熊本市北区楡木３丁目８－７３

278 さみそ洋後援会 森田　孝満 佐藤　順一 熊本県宇土市下網田町２２４１番地１

279 猿渡美智子後援会 松岡　紀代子 釼　捷次 熊本県菊池市泗水町吉富３２１５－７０

280 さわい一富後援会 澤井　一富 中山　豊 熊本県天草市五和町御領６２１２

281 澤田雄二後援会 澤田　次雄 澤田　しのぶ 熊本県合志市幾久富９７１番地１

282 沢田よしとも後援会 吉崎　昭久 澤田　香織 熊本県熊本市南区刈草３－２－４０

283 三宮美香後援会 三宮　美香 山下　愛 熊本県菊池郡大津町大津２３９９－６６

284 産廃場建設反対運動評議会 矢野　恵 平井　利輝 熊本県球磨郡あさぎり町深田西２０５

285 三友会 浦田　祐三子 浦田　祐三子 熊本県玉名市岱明町野口２０７７－２

286 椎葉ひろき後援会 椎葉　弘樹 椎葉　美恵子 熊本県球磨郡湯前町７９６－５

287 Ｊマリン有明労組政策実現推進委員会 田中　正文 片山　一貴 熊本県玉名郡長洲町大字有明１番地
し

こ

さ
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288 四海公貴後援会 四海　公貴 四海　巳恵 熊本県宇城市小川町南部田６７３－１

289 志垣英海後援会 志垣　英海 志垣　素子 熊本県熊本市東区御領１－１－１３

290 紫垣正仁後援会 本田　暠良 田川　雅敏 熊本県熊本市中央区帯山５－２５－５

291 志翔会 百田　翔吾 百田　翔吾 熊本県葦北郡芦北町井牟田５９６

292 しばたまこと後援会・天草新選組 柴田　誠 柴田　紀法 熊本県天草市本渡町広瀬１番３５

293 柴田まさき後援会 岡崎　誠男 合志　亨 熊本県宇土市古保里町４７３の２

294 島田稔後援会 島田　稔 井原　泰雄 熊本県荒尾市宮内１８８ ○

295 島津哲也後援会 島津　哲也 山下　日出男 熊本県熊本市西区上高橋２－１３－３３ ハイツ高幸１４ ○

296 島春代後援会 島　春代 島　春代 熊本県菊池市泗水町永２６６９－１５６ ○

297 島村哲也後援会 横田　隆典 畑田　妙子 熊本県荒尾市大島町４丁目３－１１

298 下田昇一郎後援会 下田　昇一郎 下田　智子 熊本県天草市今釜町９－１３

299 社会資本研究会八筈会 緒方　一明 原田　睦子 熊本県菊池市片角３２５番地１

300 收栄会 前川　收 渡辺　孝信 熊本県菊池市片角３２５番地１

301 祥援隊 岩下　忠 春日　堅一 熊本県熊本市中央区水前寺６－４１－５ 千代田レジデンス県庁東１０１

302 白河部貞志後援会 田中　正二 山根　不可思 熊本県熊本市南区内田町２００３－５

303 白坂康浩後援会 白坂　康浩 白坂　美智子 熊本県葦北郡芦北町大字花岡１６６７ー１９ ○

304 城下広作後援会 城下　広作 城下　良介 熊本県熊本市中央区大江３丁目８－３３ ダイアパレスグランデージ大江４０３ ○

305 信義塾 緒方　伸一 平嶌　達也 熊本県熊本市北区貢町１０１８ー３

306 新熊本政経研究会 古庄　忠信 戸田　強 熊本県熊本市南区田井島２－７－１

307 新構造政策研究会 徳永　勇 牛島　奈津子 熊本県熊本市中央区帯山４丁目４８－１６－１０３ ○

308 新社会党荒尾総支部 谷口　繁治 池田　章子 熊本県荒尾市荒尾１９４７－３

309 新社会党熊本県本部 岩中　伸司 栗原　隆 熊本県熊本市北区山室３－６－３３

310 新社会党熊本総支部 吉田　正昭 栗原　隆 熊本県熊本市北区山室３－６－３３

311 新生会 今村　忠継 荒牧　中 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽５７２

312 新生八代の会 淪　義輝 中山　英朗 熊本県八代市旭中央通６－６ 旭中央ビル２Ｆ

313 新政友志会 坂田　孝志 東　芳則 熊本県八代市千丁町太牟田１３００の３ ○

314 新世代政経懇話会 大西　一史 田方　誠 熊本県熊本市中央区本山町１９－２ ○

315 新世代政策研究会 木原　稔 篠田　了 熊本県熊本市中央区九品寺２－８－１７－１Ｆ ○ ○

316 新宅靖司後援会 焼尾　幸雄 水口　守 熊本県上天草市松島町今泉２１４番地２

317 神風六華の会 池田　勇人 水田　安則 熊本県熊本市東区月出２－４－１５－１１０１

318 末松直洋後援会 岩岡　憲二 西浦　真紀子 熊本県宇城市松橋町松山３５６５－２

319 菅嶋公尚後援会 濱崎　隆義 福田　精二 熊本県荒尾市上井手１４２

320 すがとしのり後援会 富田　英次 藤井　友則 熊本県阿蘇市三久保４２８

321 杉谷保信後援会 杉谷　保信 杉谷　保信 熊本県阿蘇市内牧３２７－１ ○

322 杉田まさゆきと共にくらしと政治を結ぶ会 杉田　正幸 桑原　和子 熊本県熊本市西区春日１丁目１４番３－１６０３号

323 杉村博明後援会 堀川　克巳 永松　亮二 熊本県玉名郡南関町大字関町８４

324 政治結社地天海 福田　照 岡嶋　知幸 熊本県天草市佐伊津町５８４２番地３１

325 政治結社日本旭東會 村上　慎吾 中村　和秀 熊本県玉名市月田１４４９

326 政治結社日本民族青年同盟熊本県本部 渡辺　大輔 渡辺　大輔 熊本県合志市御代志２０８６－７４

327 政治結社ますらお会 杉本　茂光 河野　光宏 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４７０３－１

328 青照会 島田　惠美夫 青木　孝子 熊本県合志市幾久富９５８ー８

329 政治連盟熊本県防衛を支える会 川口　英徳 川渕　武男 熊本県熊本市中央区大江４ー４ー３０

330 せいだ昭一後援会 勢田　昭一 疋田　朗英 熊本県山鹿市菊鹿町上永野６５９

331 せい友会 池永　龍馬 桑住　万友美 熊本県熊本市南区近見３丁目７－１０

332 税理士による金子恭之後援会 礒部　季男 上原　治 熊本県八代市迎町１丁目１１号２０番地

333 税理士による木原稔後援会 大塚　二郎 野口　紀代美 熊本県熊本市東区尾ノ上２－２４－１０

334 税理士による坂本哲志後援会 荒木　知敏 大岩　幸哉 熊本県熊本市南区島町４丁目４番３０号

335 税理士による松野頼久後援会 小島　敬介 藤田　傳次 熊本県熊本市西区新土河原２－３－５ 古城ビル２０２　藤田傳次税理士事務所内

336 税理士による松村祥史後援会 谷本　たまみ 米川　健一 熊本県熊本市中央区上通町７－３２ 蚕糸会館３Ｆ

337 瀬崎剛後援会 瀬崎　剛 瀬崎　明美 熊本県玉名市中１０８９－６

338 全国小売酒販政治連盟熊本県支部 中野　幸次 宮本　由美子 熊本県宇土市新町二丁目３４番地の２

339 全国商工政治連盟富合町支部 北村　勝久 徳永　國浩 熊本県熊本市南区富合町清藤９－２

340 全国旅館政治連盟熊本県支部 西上　佳孝 永田　祐介 熊本県熊本市中央区練兵町４５ 早野ビル２Ｆ

341 全日本不動産政治連盟熊本県本部 松永　幸久 上原　昌博 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目４３－１３

342 園川良二後援会 園川　良二 園川　徳代 熊本県熊本市北区植木町田底３９４－１ ○

343 園田幸雄後援会 林田　忠正 齊藤　伸二 熊本県宇城市松橋町砂川１２８０番地

344 園田よしのぶ後援会 園田　義宣 鍬田　京一 熊本県上益城郡嘉島町大字上六嘉３６３番地

345 た 太翔会 西野　太亮 中竹　慎也 熊本県熊本市南区近見７－５－４０ ○ ○
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346 隊友稲穂会 森　三千雄 吉弘　嘉幸 熊本県熊本市中央区九品寺２－８－１７－１Ｆ

347 平なおき後援会 平　直樹 平　直樹 熊本県菊池市隈府１０２０－９

348 田浦敏晴後援会 本田　佳吾 本田　佳吾 熊本県玉名市山田２２３－２

349 高岡朱美後援会 野中　重男 嘉松　駿次 熊本県水俣市深川８２５－２１

350 たかおか利治後援会 山中　一男 江口　堅 熊本県水俣市丸島町１の８の６

351 髙木健次後援会 松野　博生 髙木　はるみ 熊本県合志市栄３２２９

352 髙木洋一郎後援会 髙木　始 髙木　照光 熊本県玉名郡和水町東吉地１３９２－２

353 髙島和男後援会 髙島　和男 髙島　敏明 熊本県熊本市南区田迎２－１７－７

354 たかす泰廣（泰和会）後援会 坂口　敏 黒川　敏郎 熊本県玉名郡和水町長小田３２６番地２

355 たかせ堅一後援会 高瀬　堅一 高瀬　周二 熊本県人吉市富ケ尾町１－１

356 高瀬千鶴子後援会 高瀬　千鶴子 高瀬　千鶴子 熊本県熊本市中央区本荘町６８８－８ ○

357 髙田じゅんぺい後援会 髙田　潤平 髙田　潤平 熊本県上益城郡御船町高木１６８２ ○

358 髙田孝徳後援会 田中　良考 髙田　勝彦 熊本県球磨郡錦町大字一武２１１１－２

359 田方芳信後援会 田端　久男 田方　祐佳 熊本県八代市高島町４１３７－３

360 髙野洋介後援会 岡田　康 下川　奨太郎 熊本県八代市鏡町内田１５０１

361 髙橋周二後援会 髙橋　周二 北里　和教 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺７０８２－３

362 高橋佳大後援会 高橋　佳大 塚本　正也 熊本県宇城市小川町南小川５６４

363 高橋龍一を励ます会 脇山　清隆 池田　一矢 熊本県山鹿市久原５３９４

364 たかむら祝次後援会 室原　正英 北里　勝義 熊本県阿蘇郡小国町宮原１１９２－１

365 髙本一臣後援会 髙本　一臣 吉野　征夫 熊本県熊本市中央区九品寺６－６－６３－１１０８

366 髙本けいぎ後援会 髙本　敬義 髙本　敬義 熊本県宇城市松橋町萩尾４９９－３ ○

367 高山けんすけ後援会 神田　公司 高山　弘子 熊本県合志市須屋１６１７－２

368 高山正夫後援会 高山　正夫 浜田　秋義 熊本県八代市西宮町１４９０－２

369 田口憲雄後援会 濱﨑　國夫 副島　一浩 熊本県水俣市汐見町１丁目４－２２

370 竹﨑かずとら後援会 竹﨑　和虎 宮本　誠二 熊本県熊本市西区田崎３－１－４ ○

371 竹﨑一成後援会 荒川　知章 吉田　茂 熊本県葦北郡芦北町芦北２６４１－２

372 竹下周三と和水町の未来を考える会 荒木　敏晴 池上　誠一 熊本県玉名郡和水町山十町８１３

373 竹田のりと後援会 角田　彰 浜田　義広 熊本県球磨郡錦町大字西３５４２－１０１

374 竹の下のぶゆき後援会 竹ノ下　信幸 竹ノ下　信幸 熊本県菊池郡菊陽町光の森１－５－１２

375 竹原祐一後援会 川端　忠義 川端　萬里子 熊本県阿蘇市一の宮町宮地５８９７の１

376 竹本信次後援会 竹本　信次 竹本　鈴子 熊本県玉名郡長洲町清源寺２１３３

377 竹本とおる後援会 竹本　亨 蓑田　豊 熊本県天草市新和町碇石４６２

378 田島ゆきはる後援会 田島　幸治 山田　洋子 熊本県熊本市北区龍田７丁目２０－２１ ○

379 田尻よしひろ後援会善進会 田尻　善裕 田尻　勝裕 熊本県熊本市中央区大江５丁目１６－１１－５０１ ○

380 田代くにひろ後援会 斉藤　洋征 田代　康二 熊本県菊池郡大津町大字杉水２６１８番地

381 田代元気後援会 田代　元気 田代　元気 熊本県菊池郡大津町吹田１３０２－７９

382 田代久子後援会 田代　久子 田中　睦 熊本県水俣市大園町１－１２－１４

383 ただくま啓二後援会 多田隈　啓二 多田隈　徳子 熊本県玉名市大浜町３８２３

384 ただくま穣後援会 多田隈　穣 多田隈　スミエ 熊本県荒尾市宮内出目６９１

385 たたら一行後援会 鑪　一行 塩地　浩平 熊本県熊本市東区下南部１－３－１３９

386 立川信之後援会 立川　信之 立川　美鈴 熊本県玉名市天水町小天７６７５－１ ホワイトハウス１０３

387 立山大二朗後援会 立山　大二朗 江藤　彰洋 熊本県山鹿市山鹿３７６－１

388 田中あつお後援会 田中　敦朗 瀬口　貴好 熊本県熊本市北区梶尾町３０５番地

389 田中あつし後援会 田中　睦 福田　啓二 熊本県水俣市長野町１０－１２－８

390 田中誠一後援会 田中　誠一 桑住　万友美 熊本県熊本市南区近見３丁目７－１０ ○

391 田中弘子後援会 永富　美津子 緒方　洋子 熊本県阿蘇市三久保７７４

392 田中ひろはる後援会 田中　浩治 田中　こずえ 熊本県荒尾市万田１０７０ー１ ○

393 田中万里後援会 田中　万里 田中　順子 熊本県上天草市大矢野町登立１４１４１－１

394 田成まもる後援会 池上　よしみ 田成　礼子 熊本県玉名郡長洲町高浜１６３４－１

395 谷川のぼる後援会 清水　弘 田上　高広 熊本県八代市泉町柿迫２０５５番地

396 谷口明弘と水俣の未来をつくる会 新保　輝夫 林　美代子 熊本県水俣市深川１４５６

397 谷口しげはる後援会 谷口　繁治 坂田　勲 熊本県荒尾市一部２０５７ー１５ ○

398 谷口とおる後援会 谷口　浩子 谷口　浩子 熊本県八代市豊原下町３６６１

399 谷﨑利浩後援会 谷﨑　利浩 柿本　祐実 熊本県阿蘇市黒川１６００

400 田上しのぶ後援会 田上　忍 田上　恵 熊本県上益城郡御船町木倉６６０７

401 田上たつや後援会 田上　辰也 田上　辰也 熊本県熊本市東区花立５丁目１２番１０８号

402 田畑ひさよしを応援する会 津崎　誠記 津崎　春代 熊本県玉名市伊倉南方１２７０－２

403 玉毅会 千蔵　忠尋 荒木　巖 熊本県玉名市立願寺１０２０－１
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404 玉名医師連盟 河野　秀親 吉田　一義 熊本県玉名市玉名２１８６

405 玉名市みどり会 髙木　廣子 田上　政子 熊本県玉名市立願寺１０２０－１

406 玉名の自然と暮らしを守る会 野口　拓史 野口　拓史 熊本県玉名市松木２４－５ ベルテメゾンⅡ棟２０１

407 玉名野田たけしの会 木村　勝 光澤　博幸 熊本県玉名市立願寺１０２０－１

408 地域経済研究会 春日　堅一 小野　啓代 熊本県熊本市中央区水前寺６－４１－５ 千代田レジデンス県庁東１０１

409 チーム人吉 村口　隆 中村　光宏 熊本県人吉市上薩摩瀬町３３１－８

410 近松恵美子後援会 近松　恵美子 近松　弘志 熊本県玉名市岱明町中土１０４５－２

411 知将会 村上　知賀生 本田　慶信 熊本県熊本市南区富合町国町１９８ ○

412 長口たかし後援会 岩本　博 長口　幸子 熊本県葦北郡芦北町丸山１－５５

413 つくしの会 猿渡　寛良 猿渡　千華 熊本県熊本市東区画図東１－１－６

414 辻藍後援会 辻　藍 園田　敏子 熊本県合志市須屋１９２２ー１

415 つじ大二郎後援会 長田　安博 辻　順子 熊本県合志市須屋３５９

416 つつみやすひろ後援会 堤　泰宏 堤　泰宏 熊本県阿蘇郡高森町大字高森１９９０－１

417 つつみ泰之後援会 堤　泰之 宇野　憲司 熊本県熊本市東区京塚本町３番１号 ○

418 つどめ和子後援会 津留　和子 森　奈穂子 熊本県上天草市大矢野町中９７６９番地１

419 つなぐばい熊本輪進会 栫　司 森　祐樹 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北２－１８－７

420 鶴田賢了後援会 鶴田　賢了 林　俊幸 熊本県荒尾市菰屋１１１６－１

421 鶴戸継啓後援会 小谷　和徳 香月　直子 熊本県天草市倉岳町棚底１７１４－１

422 ＴＫＣ野田毅後援会 松村　篤憲 碓井　常祐 熊本県熊本市南区江越１－２２－１８

423 出口かずお後援会 出口　一生 出口　美佐江 熊本県菊池市旭志麓１４８３

424 出口慎太郎後援会 出口　慎太郎 出口　美佐江 熊本県菊池市旭志麓１４８３

425 寺本順一後援会 鬼塚　政廣 西村　昌憲 熊本県葦北郡芦北町田浦町５６６番地１

426 寺本よしかつ後援会 福岡　篤 鶴山　夏美 熊本県熊本市南区城南町下宮地８８２

427 電機連合熊本政治活動委員会 小材　和博 峯　哲一 熊本県熊本市南区八幡１丁目１番１号

428 天水町野田たけし後援会 永田　眞一 池田　秀昭 熊本県玉名市立願寺１０２０－１

429 統治システム研究会 平井　誠一郎 渡邊　一弘 熊本県熊本市中央区坪井４－３－３５

430 東家範政後援会 東家　範政 東家　範政 熊本県熊本市中央区神水本町６－６ ○

431 時松智弘と大津安心安全を創る会 時松　智弘 馬場　里織 熊本県菊池郡大津町美咲野１－３－１５ ○

432 徳川よしか後援会 徳川　禎郁 徳川　真祐 熊本県人吉市願成寺町４９６番地５

433 徳永まさみち支援の会 皆越　晋一郎 徳永　ひとみ 熊本県球磨郡あさぎり町免田西３００３－６１

434 徳村登志郎後援会 徳村　登志郎 徳村　登志郎 熊本県玉名市岱明町野口２６４４－７ ○

435 友枝和也後援会 塚田　健人 扇塚　健志 熊本県八代市千丁町新牟田１５０

436 朋田崇志後援会 朋田　崇志 朋田　孝世 熊本県八代市横手町１４９７

437 豊瀬和久後援会 豊瀬　和久 豊瀬　由美子 熊本県菊池郡大津町杉水３３０５－２４ ○

438 豊田紀代美後援会 菅　恭範 豊田　敬一 熊本県宇城市松橋町豊福４０５

439 豊田新二郎後援会 豊田　新二郎 豊田　隆 熊本県山鹿市山鹿１１３９－１４

440 豊永貞夫後援会 豊永　貞夫 豊永　さつき 熊本県人吉市古仏頂町６７９ー２ ○

441 永井英治後援会 北川　照 林田　樫臣 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１２９８

442 中逸博光後援会 中逸　博光 中逸　博 熊本県玉名郡長洲町長洲２５１３ 出町ハイツ５号

443 中尾ゆうじ後援会 福田　元正 中尾　守幸 熊本県天草市本渡町広瀬５ー１８

444 中川栄一郎後援会たちばな会 中川　栄一郎 荒木　修 熊本県熊本市西区河内町河内２３９４ ○

445 永清和寛後援会 永清　和寛 永清　祐子 熊本県合志市豊岡１９００－１８８ ○

446 中口俊宏後援会 中口　俊宏 中口　章 熊本県宇土市松原町２３８－６ ○

447 中島をよくする会 中村　五彦 増田　辰男 熊本県上益城郡山都町金内１２６０

448 なかたけ弘継後援会 松田　洋 小原　英昌 熊本県球磨郡水上村大字湯山１７５６番地

449 永田けん後援会 永田　健 永田　貴美代 熊本県山鹿市鹿北町多久１６４２番地

450 永田紘二後援会 永田　紘二 永田　一吉 熊本県山鹿市日置２９６－２ ○

451 永田たけひろ後援会 永田　壮拡 永田　義文 熊本県山鹿市方保田８２７

452 ながたに和人後援会 那須　惠一郎 早川　典志 熊本県球磨郡湯前町３１７７番地

453 中野みちこ後援会 中野　美智子 中野　幸弘 熊本県荒尾市荒尾３７－２ ○

454 中野洋一後援会 中野　洋一 中野　洋一 熊本県宇土市松原町６１－２１ ○

455 中村あきひこ後援会 緒方　利一 桑住　寿博 熊本県菊池郡菊陽町曲手３１６－２

456 中村和美後援会 中村　和美 鎌田　雄二 熊本県八代市二見洲口町１８６７ ○

457 中村けんじ後援会 柳原　靖之 柳原　靖之 熊本県上益城郡益城町古閑２０番地５

458 中村しんご後援会 上田　康博 大久保　宏倫 熊本県玉名市天水町小天２１９

459 中村博生後援会 岡　秀記 石住　敏夫 熊本県八代市旭中央通６ー６

460 中村まさお後援会 中村　正雄 中村　正雄 熊本県玉名郡南関町関町２０６

461 なかもとみどりと合志市をよくするネットワーク 中元　緑 中元　緑 熊本県合志市須屋２８４－２
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462 中山ゆふや後援会 中山　諭扶哉 中山　美香 熊本県八代市日奈久新開町１８７番地６

463 永山よしひろ後援会 永山　喜一 永田　安行 熊本県人吉市上永野町２９４９

464 なすまどか後援会 重松　公子 大椨　学 熊本県熊本市中央区細工町２－３２

465 何川雅彦後援会 何川　雅彦 何川　スミ子 熊本県上天草市大矢野町登立５６５

466 鍋田平後援会 石坂　信一 下田　司 熊本県上益城郡嘉島町上島２７７４番地

467 成松ゆきお後援会 成松　由紀夫 田中　雅代 熊本県八代市上野町１９４８－１

468 南関町野田たけしの会 坂井　徹也 西林　一弘 熊本県玉名郡南関町下坂下４６２２－３

469 南部しゅんぺい後援会 南部　隼平 南部　歌歩子 熊本県熊本市東区上南部１丁目２番４０号

470 西岡誠也と住みよいまちをつくる会 西岡　誠也 森上　玲子 熊本県熊本市南区御幸笛田２丁目２０－２０ ○

471 錦町を良くする会 藤川　喜一 桑原　信一 熊本県球磨郡錦町木上東４０８

472 西聖一と活力ある県政を創る会 西　聖一 前平　亜希子 熊本県熊本市北区鶴羽田２丁目８番４１号 ○

473 西信八郎後援会 下原　拓義 西　ルミ 熊本県人吉市上田代町９６５番地

474 西濵和博後援会 松永　隆宏 広瀬　功一 熊本県八代市上日置町４７９１－１ アレンタワー新八代１０３号

475 西村尚武後援会 西村　尚武 西村　道雄 熊本県天草市亀場町亀川１６９６－１ー１０３ ○

476 西村博則後援会 西村　博則 西村　しのぶ 熊本県上益城郡益城町平田６８５－１ ○

477 西本ともはる後援会 西本　友春 西本　恵子 熊本県菊池郡菊陽町久保田１５７５ ○

478 西山むねたか後援会 西山　宗孝 田尻　正三 熊本県宇土市三拾町２５９－１

479 にし洋子後援会 大坪　次則 西　明彦 熊本県人吉市上林町１０３４

480 日本第一党熊本県本部 石原　明希徳 西本　雄紀 熊本県玉名郡和水町下津原１２１９

481 日本遺族政治連盟熊本県本部 横田　輝雄 辛川　順子 熊本県熊本市中央区紺屋町２丁目８－１

482 日本栄養士連盟熊本県支部 戸次　元子 森田　悦代 熊本県熊本市中央区千葉城町５－２１

483 日本共産党いせり栄次後援会 小手川　宏明 安達　純子 熊本県熊本市東区新生２－５－１８

484 日本共産党上野みえこ後援会 立野　義和 宮本　さわ子 熊本県熊本市中央区帯山３丁目５－１７－１３

485 日本共産党濱元幸一郎後援会 宮田　信一 宮田　信一 熊本県合志市須屋１５４９－３

486 日本共産党やまべひろし後援会 横田　芙美子 古澤　京子 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘１－１０－１

487 日本司法書士政治連盟熊本会 中村　信二 西塔　祐一郎 熊本県熊本市中央区大江４丁目４番３４号

488 日本精神科病院熊本県政治連盟 犬飼　邦明 梶尾　博 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目４３番７号　くませいビル

489 日本弁護士政治連盟熊本県支部 由井　照二 下山　和也 熊本県熊本市中央区京町１丁目１３番１１号 熊本県弁護士会館内

490 日本薬業政治連盟熊本県支部 冨田　久雄 谷口　理一郎 熊本県熊本市中央区九品寺６－２－３５ 富田薬品株式会社内

491 日本憂国義烈会 山下　清次 山下　大輔 熊本県熊本市東区江津２－１２－４－３１

492 日本臨床検査技師連盟熊本県支部 瀧口　巌 中潟　順子 熊本県熊本市北区大窪１丁目６番３号

493 野口修一後援会 岡崎　俊克 濱田　四男 熊本県宇土市網引町１３７４

494 のぐち正一後援会 轟　幸雄 野口　和子 熊本県合志市合生４０４７－６

495 野﨑伸也後援会 山田　洋史 平野　真一 熊本県八代市十条町１－１

496 望の会 河津　悦雄 齋藤　雄二郎 熊本県菊池市泗水町吉富２０６２

497 野田たけしの会 吉村　浩平 清水　順子 熊本県熊本市南区田井島２－７－１

498 野田たけしを囲む公認会計士の会 林田　素行 吉川　榮一 熊本県熊本市中央区水前寺５丁目１番１３号

499 野田ゆうし後援会 野田　祐士 野田　昭年 熊本県上益城郡益城町大字木山４７２番地

500 野田ゆみ後援会 野田　学 藤本　ゆかり 熊本県荒尾市住吉町１１－１２

501 橋口海平後援会 橋口　海平 橋口　剛志 熊本県熊本市中央区出水７丁目５６－２５

502 橋本幸一後援会 梅田　行憲 中野　敏憲 熊本県八代市東陽町南３４３７

503 橋本誠剛後援会 寺井　功 橋本　裕子 熊本県荒尾市府本５１５－２

504 橋本たかよし後援会 橋本　貴喜 橋本　小百合 熊本県八代市鏡町両出１２５１

505 はしもと徳一郎後援会 遠山　直毅 遠山　直毅 熊本県八代市旭中央通１７－８

506 橋本まこと後援会 落合　泰三 木本　隆典 熊本県球磨郡あさぎり町上北１５４７－５

507 橋本隆一後援会 橋本　隆一 橋本　英江 熊本県八代市鏡町塩浜１４３ ○

508 はっとり香代後援会 荒尾　智恵子 倉原　謙治 熊本県山鹿市山鹿５８７番地

509 花園校区野田たけし後援会 前田　豊弘 古閑　誠 熊本県熊本市西区花園３丁目１４－１７

510 馬場こうせい後援会 馬場　功世 友枝　真 熊本県熊本市中央区九品寺１－１７－９ 労働者福祉会館３階

511 馬場しょうじ後援会 馬場　昭治 松下　亮 熊本県天草市本渡町広瀬１－７２ ○

512 馬場せいし後援会 馬場　成志 久保　清子 熊本県熊本市東区小山６－２－２０ ○ ○

513 浜崎あきおみ後援会 高尾　孝也 上野　幸喜 熊本県天草市魚貫町１６３６

514 浜崎久後援会 濱﨑　久 濱﨑　慎太郎 熊本県玉名郡長洲町大字長洲２８２３－１

515 濱崎英利後援会 中川　貴之 田中　博幸 熊本県荒尾市府本１０７２

516 濱洲大心後援会 濱洲　大心 濱洲　英星 熊本県天草市佐伊津町９２１－１

517 浜田しげじろう後援会 浜田　繁次郎 浜田　繁次郎 熊本県玉名市繁根木１７６－２

518 浜田大介後援会 浜田　大介 坂本　明 熊本県熊本市南区出仲間５丁目６－１－６０６号 ○

519 濱田大造後援会 濱田　大造 濱田　晶子 熊本県熊本市中央区水前寺１－２１－５ 1301 ○
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520 浜村芳光を励ます会 濱村　剛正 可徳　修一郎 熊本県玉名郡長洲町宮野２６０－２

521 林田燿宏後援会 林田　燿宏 林田　燿宏 熊本県葦北郡芦北町湯浦２２２－１０

522 早田順一後援会 髙田　大一郎 山内　正晴 熊本県山鹿市鹿北町芋生３９５６ー２

523 原口亮志後援会 藤井　良一 山口　和子 熊本県熊本市北区植木町円台寺７５０番地

524 原田ゆうさく後援会 白﨑　幸紀 中村　記允子 熊本県宇城市小川町新田出４７３－２

525 原とおる後援会 村田　誠一 吉田　宏平 熊本県熊本市中央区八王寺町１４－３７

526 原亨政経研究会 原　亨 吉田　宏平 熊本県熊本市中央区八王寺町１４－３７ ○

527 坂東俊子後援会 坂東　俊子 合志　伸行 熊本県荒尾市牛水７７８－３

528 日隈忍後援会 日隈　忍 日隈　尚子 熊本県熊本市東区新南部５丁目６番１００号ー２０３

529 久村昌司後援会 黒田　正 古本　英二 熊本県葦北郡津奈木町大字津奈木１４８番地

530 人吉球磨地域経済研究会（がまだす会） 中村　春喜 緒方　良治 熊本県球磨郡あさぎり町上北２５１

531 人吉市保育事業推進会議 田中　都志子 中村　禎成 熊本県人吉市北泉田町２２３ー１

532 人吉商工政治連盟 岩下　博明 今村　修 熊本県人吉市南泉田町３ー３ 人吉商工会議所気付

533 日吉地区野田たけし後援会 織田　義一 清田　好弘 熊本県熊本市南区平成２－４－１０

534 平川ゆうじの会 平川　勇二 安武　敬倫 熊本県熊本市中央区九品寺２丁目６番６５号

535 平田清吉後援会 大柿　友一 長友　資親 熊本県人吉市中神町字段４０５

536 平山泰司後援会 小林　光義 平山　賢一 熊本県天草市瀬戸町４０－３

537 ひろせ英二後援会 濱田　孝司 山部　仁嗣 熊本県菊池郡菊陽町新山３丁目１０－１３

538 福島ひでのり後援会 福島　英徳 福島　英徳 熊本県菊池市七城町高田６４０－１

539 福田ともあき後援会 柴尾　秋博 井田　善信 熊本県玉名市岱明町野口２１７０

540 福田秀憲後援会 福田　秀憲 福田　弘子 熊本県下益城郡美里町馬場３２９ー７ ○

541 福田ふみはる後援会 本田　稔 立野　和樹 熊本県玉名郡長洲町高浜１３５０

542 福田まさたか後援会 福田　政隆 内田　絹代 熊本県菊池市龍門３５６

543 福田良二後援会 福田　良二 長野　浩二 熊本県宇城市小川町東海東８７８

544 福永啓後援会 塩山　紘一 塩山　誠子 熊本県上益城郡御船町御船１０３３－２

545 福本みや子後援会 奥山　泰臣 中島　貴代人 熊本県玉名郡長洲町清源寺１４４６－３

546 福山マサコ後援会 島村　清美 福山　マサコ 熊本県熊本市北区清水亀井町４－２－２０２

547 藤井慶峰後援会 永松　正敏 植田　信幸 熊本県宇土市神馬町７０８番地

548 藤川隆夫後援会 藤川　隆夫 宍倉　渉 熊本県熊本市東区水源１丁目１５－１３ ○

549 藤川たみ後援会 平山　洋介 佐藤　憲次 熊本県上益城郡山都町長崎２７５番地

550 藤木しんや熊本後援会 森　日出輝 小山　勲 熊本県上益城郡嘉島町大字鯰字高八２７９２

551 藤木正幸後援会 山下　民翁 永本　文宣 熊本県上益城郡御船町御船７９１

552 藤永弘後援会 藤永　弘 溝川　博明 熊本県熊本市西区横手４丁目１６の１９ ○

553 藤本かずおみ後援会 苅萱　健次 蔵原　邦昭 熊本県八代郡氷川町高塚９３５番地

554 藤本としこ後援会 中村　雄幸 永野　隆文 熊本県水俣市袋１－４３

555 藤山英美後援会 箕田　高明 藤山　正文 熊本県熊本市東区東野１－１５－１８ １Ｆみた商事内

556 布田悟後援会 布田　悟 布田　理恵 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２３８５－５ ○

557 渕上しげき後援会 渕上　茂樹 平上　健二 熊本県水俣市長崎８８８

558 渕上陽一後援会 渕上　陽一 野田　正行 熊本県山鹿市久原５０１６

559 船辺修後援会 船辺　修 江口　輝喜 熊本県天草市新和町大多尾２８４４－５

560 古家しげおみ後援会 古家　茂臣 富田　啓二 熊本県山鹿市山鹿１００－１０

561 古川和博後援会 古川　和博 古川　和博 熊本県山鹿市鹿北町四丁６２３－１

562 古川さとこ後援会 上妻　正勝 山口　必勝 熊本県熊本市西区小島２丁目８－５７

563 古木孝宏後援会 古木　孝宏 古木　公夫 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨２１２１

564 古島つよし後援会 稲津　秀憲 古嶋　祐子 熊本県八代市鏡町内田８５５

565 古田ひろとし後援会 古田　浩敏 古田　浩敏 熊本県菊池市七城町砂田２５９３

566 へ べっぷ靖彦後援会 別府　靖彦 別府　文代 熊本県人吉市西間上町２５０６ ○

567 ほかむら剛後援会 外村　剛 齋藤　壽賀子 熊本県熊本市東区尾ノ上２－１５－１０

568 北誠会 田上　秀一 牛嶋　智幸 熊本県熊本市北区釜尾町３１６－２

569 星山こうしろう後援会 星山　幸司朗 星山　ひとみ 熊本県荒尾市本井手１５５２－３０

570 堀江たかおみ後援会 本田　明男 堀江　紀久美 熊本県上天草市姫戸町二間戸３８６２番地５１

571 堀口あきらがまだす友志会 松出　賢治 岩下　新治 熊本県八代市出町２－９

572 堀てつお後援会 多田　稔 黒川　真由美 熊本県八代市古城町１６９４－１

573 本田あきこ後援会「顕政会」 本田　顕子 野田　佳祐 熊本県熊本市西区花園７丁目１２－１６ ○ ○

574 本田雄三後援会 本田　雄三 本田　雄三 熊本県熊本市東区月出６－５－１５ ○

575 本藤きよし後援会 本藤　潔 岡田　勝則 熊本県菊池市豊間５０５－１

576 前川收後援会 前川　收 橋本　勉 熊本県菊池市片角３２５番地１ ○

577 前川しょう子後援会 井樋口　一義 松尾　拓生 熊本県八代市鏡町貝洲１２２６－６
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578 前田移津行後援会 狩野　光明 山野　博満 熊本県玉名郡玉東町木葉１２９－３

579 前田けいすけ後援会 前田　敬介 前田　信子 熊本県荒尾市増永２９００－１８－１ 前田けいすけ事務所 ○

580 まえだ徹一後援会 前田　文雄 前田　文雄 熊本県芦北郡芦北町米田１２５

581 前田憲秀後援会 前田　憲秀 前田　信子 熊本県熊本市南区南高江６－１９－５０ ○

582 前田正之後援会 前田　正之 前田　里美 熊本県天草市栖本町馬場２９９番地１

583 前田美和子後援会 船津　竜子 濱田　あけみ 熊本県玉名郡長洲町宮野４５－３

584 前田ゆうじ後援会 前田　裕二 道脇　千鶴 熊本県荒尾市金山８７９番地

585 牧下恭之後援会 牧下　恭之 牧下　久代 熊本県水俣市牧ノ内１６－５５ ○

586 増岡司後援会 増岡　司 西郡　英浩 熊本県上益城郡嘉島町大字上六嘉２２２番地 ○

587 ますだかずき後援会 米本　三千雄 増田　美奈子 熊本県八代市豊原下町３４２６

588 増田安至後援会 増田　安至 増田　久美子 熊本県上益城郡御船町滝尾６０２

589 ますなが慎一郎後援会 増永　慎一郎 田上　忍 熊本県上益城郡御船町御船１０４６－１ ○

590 俣川勝範後援会 俣川　勝範 俣川　マサエ 熊本県荒尾市菰屋２０８２－３ ○

591 松井みつ子後援会 松井　みつ子 松井　尚武 熊本県合志市御代志２０８６－１１４ ○

592 松岡隼人後援会 松岡　隼人 中村　光宏 熊本県人吉市灰久保町１８－２ 青井ビル１Ｆ ○

593 松岡ひさし後援会 松岡　寿 松本　三枝子 熊本県天草市天草町高浜南６２５

594 松岡ゆずる後援会 松岡　讓 歌丸　光典 熊本県菊池市七城町水次１４２０

595 松川善範後援会 藤井　修一 石本　智美 熊本県熊本市北区植木町大和５７－１５

596 松田三郎後援会 松田　三郎 今溝　慶喜 熊本県球磨郡錦町西３２８７－５６ ○

597 松谷浩一後援会 須恵　悦郎 中根　耕造 熊本県球磨郡球磨村大字三ケ浦乙３９６

598 松野明美後援会 前田　千歳 今井　祐介 熊本県熊本市北区植木町投刀塚１０１

599 松野信夫後援会 松野　信夫 清藤　啓 熊本県熊本市中央区京町１－１０－８

600 松野頼久後援会 松野　頼久 渡邊　一弘 熊本県熊本市中央区坪井４－３－３５

601 松見真一後援会 渡辺　正巳 満井　建士 熊本県山鹿市鹿本町来民１６０８－１

602 松村秀逸後援会 松村　秀逸 坂梨　京一 熊本県熊本市北区高平３丁目１３番３５号１Ｆ ○

603 松村太後援会 松村　太 松村　太 熊本県人吉市鶴田町５４－９

604 松本けんじ後援会 河口　康広 寺本　智恵 熊本県玉名市横島町共栄９９

605 松本ゆきたか後援会 松本　幸隆 松本　敦美 熊本県熊本市南区会富町１２６－３

606 ＭＩＣＡ後援会 杉嶌　ミカ 塩﨑　真琴 熊本県熊本市東区下江津８－１１－１ サンガーデン下江津Ａ２０１ ○

607 ＭＩＣＡコミュニティ～つながる熊本～ 有馬　和那 塩﨑　真琴 熊本県熊本市南区田井島２－９－８ ａｌｌｙｍａｒｒｙ

608 右田けんご後援会 右田　孝利 右田　貴志子 熊本県玉名市立願寺９１－１

609 右田宣之後援会 岡元　一博 右田　良子 熊本県球磨郡錦町大字西１４４２

610 三島良之後援会 三島　良之 後藤　敦夫 熊本県熊本市東区湖東２－６－６

611 水上隆光後援会 水上　隆光 水上　隆光 熊本県菊池市旭志弁利１３０６

612 三角たかし後援会 三角　隆史 三角　由佳 熊本県宇城市三角町三角浦１１５９

613 みぞぐち幸治後援会 小林　祐介 田中　聡 熊本県人吉市九日町８３ ２Ｆ

614 溝口幸治の会 溝口　幸治 田中　聡 熊本県人吉市九日町８３ ２Ｆ ○

615 溝口峰男後援会 畑中　幹一郎 溝口　秀子 熊本県球磨郡あさぎり町上東１１２－１

616 みぞみ友一後援会 中山　靖朗 岩田　倫尚 熊本県宇城市松橋町松橋１３２０－１

617 光永くにやす後援会 矢嶋　正昭 光永　季子 熊本県熊本市東区健軍１丁目１９－２６

618 満永としひろ後援会 坂本　敏則 満永　寿隆 熊本県熊本市東区小山２丁目１ー４０

619 満永としひろ市政研究会 満永　寿博 満永　寿隆 熊本県熊本市東区小山２ー１ー４０ ○

620 水俣市芦北郡医師連盟 眞鍋　哲郎 宮島　伸治 熊本県水俣市八幡町２丁目１番３３号

621 水俣の元気をつくる会 緒方　誠也 澤井　真美 熊本県水俣市昭和町２－４－８

622 三森りか後援会 三森　至加 三森　至加 熊本県熊本市中央区帯山５丁目３８－１０－５０１ ○

623 宮内道則後援会 竹田　保之 江口　実 熊本県葦北郡芦北町大字白岩１０９５－１

624 宮尾秀行後援会 入江　政彰 宮尾　健郎 熊本県芦北郡芦北町大字田浦８６５番地

625 宮﨑きんじ後援会 河内　義博 木下　文洋 熊本県上益城郡益城町安永８０３の９

626 宮﨑保後援会 岡本　勝男 西田　幸代 熊本県人吉市下永野町１８２

627 宮崎司後援会 恒吉　隆史 恒吉　和子 熊本県荒尾市大平町２丁目５１ー３ サクセス２１　１０３号

628 宮下しょう子後援会 福田　義人 山崎　順子 熊本県上天草市姫戸町姫浦２３８１

629 みやはら将志後援会 東　生吾 宮原　由佳 熊本県人吉市東間上町３４２４－１

630 宮原雄一後援会 田嶋　光則 宮原　清美 熊本県宇土市恵塚町２８１

631 宮脇ゆきお後援会 宮脇　幸生 宮脇　和子 熊本県荒尾市牛水４７８－１

632 村上恵一後援会 村上　恵一 村上　恵一 熊本県人吉市北泉田町２００－９

633 村上博と市民ネットワーク 村上　博 中嶋　康普 熊本県熊本市北区麻生田３－４－１００ 中嶋気付 ○

634 村上まゆこ後援会 岡田　沙織 竹村　寛治 熊本県宇城市松橋町久具３５８－５８

635 村上まゆこの会 村上　真由子 村上　諭 熊本県宇城市松橋町久具３５８－５８ ○
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636 村上まろ後援会 村上　麿 村上　龍一 熊本県熊本市東区小山５－２－１５ ○

637 村田宣雄後援会 今村　正光 村田　睦子 熊本県宇土市新開町１６６

638 村山としおみ後援会 村山　俊臣 村山　満枝 熊本県八代市大福寺町９３３－７

639 め ＭＥＬＯＮ熊本社会活動委員会 東　郷史 西川　和敏 熊本県合志市御代志９９７ 労働組合内

640 元松茂樹後援会 元松　茂樹 元松　和彦 熊本県宇土市南段原町１８８－２２ ○

641 百田隆後援会 百田　隆 浜田　千代子 熊本県八代市平山新町５５１５－３ ○

642 守田憲史後援会 守田　憲史 江﨑　充奈子 熊本県宇城市小川町江頭３８番地５ ○

643 森本完一後援会 宮崎　伸幸 高橋　秀明 熊本県球磨郡錦町大字一武２８２６－１２

644 森元秀一後援会 森元　秀一 松田　龍吉 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４８４６－１３ ○

645 森本康仁後援会 森本　康仁 小島　盛弥 熊本県熊本市中央区出水７丁目４７－７

646 森山政臣後援会 森山　政臣 白木　喜久男 熊本県人吉市上林町９７７－３

647 安武むつお後援会 安武　信也 安武　道代 熊本県菊池市旭志伊萩３０９－２

648 安田やすのり後援会 西村　和博 安田　稲子 熊本県荒尾市蔵満４３６

649 やなぎさこ好則後援会 新立　豊 新立　広 熊本県葦北郡津奈木町大字岩城２９５１－２６

650 柳田光芳後援会 柳田　光芳 柳田　光芳 熊本県天草市本渡町広瀬２４９４－２ ○

651 山内勝志と住みよいまちをつくる会 山内　勝志 河野　朋子 熊本県熊本市東区健軍４丁目６－４０－３０１ ○

652 山口和幸後援会 山口　芳勝 岩村　美智子 熊本県球磨郡あさぎり町免田東３４１

653 山口としお後援会 山口　利生 山口　利生 熊本県天草郡苓北町富岡３６７８ー２

654 山口ゆたか後援会 山口　裕 迫田　守江 熊本県上天草市大矢野町登立８７８８ ○

655 山﨑秀典後援会 山本　政人 坂元　俊司 熊本県天草郡苓北町志岐１７６３

656 やませ義也後援会 川口　弘明 中川　孝一 熊本県菊池市下河原４７５９番地

657 山田豊隆後援会 福山　信久 宮嶋　弘行 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木１１４

658 山田宏熊本県後援会 伊藤　明彦 鶴田　善久 熊本県熊本市中央区坪井２－４－１５

659 山中惣一郎後援会 山中　満 山中　知世 熊本県熊本市東区小峯１－３－７

660 やまべ良二後援会 山部　良二 山部　優子 熊本県菊池郡大津町美咲野３－２４－８ ○

661 山本孝二後援会 山本　孝二 田上　忍 熊本県上益城郡御船町木倉２４２４ー１ ○

662 山本たかあき後援会 山本　敬晃 山本　敬晃 熊本県八代市長田町３３４１－１

663 山本伸裕後援会 永富　章代 西川　悦子 熊本県熊本市中央区細工町２－３２
664 山本ひろゆき後援会 山本　浩之 山本　真理子 熊本県熊本市中央区花畑町１３番１０号１階 ○
665 山本ゆきひろ幸友会 穂田　末造 木村　誠也 熊本県八代市葭牟田町３４
666 山森悦嗣後援会 山森　悦嗣 山森　千恵 熊本県宇城市豊野町山崎２８８－１
667 鎗光秀孝後援会 鎗光　秀孝 鎗光　恵美子 熊本県天草市五和町御領９８３３－１４番地
668 悠成会 太田　吉浩 後藤　彰久 熊本県阿蘇郡南阿蘇村吉田１６８７－１
669 熊青同志会 松村　寿浩 春日　堅一 熊本県熊本市中央区水前寺６－４１－５ 千代田レジデンス県庁東１０１
670 幸村かよこ後援会 中野　美江 西田　久美子 熊本県八代市本野町２０２７－１
671 吉川みか後援会 吉川　美加 坂本　美枝 熊本県上益城郡山都町井無田１１１０－２
672 吉田おさむ後援会 吉田　修 吉田　栄里子 熊本県天草市浄南町１－１
673 吉田健一後援会 吉田　健一 吉田　健一 熊本県熊本市東区尾ノ上４－７－１ プリマベラ・デ・尾ノ上２０３ ○
674 吉田けんじ後援会 吉田　憲司 吉田　智恵 熊本県玉名市中２０２１－１０
675 吉田こうへい後援会 吉野　不二夫 宮川　昭吾 熊本県宇城市松橋町久具３５８－２４
676 吉田まき子後援会 吉田　英輝 清田　レイ子 熊本県玉名市伊倉北方２２７９－４
677 よしなが和世後援会 池田　豪 福浦　拓也 熊本県水俣市月浦５４－１３６
678 吉永健司後援会 上野　慶一 吉永　八郎 熊本県合志市野々島３０９９
679 芳野校区野田毅後援会 内田　敏輝 内田　一臣 熊本県熊本市西区河内町東門寺８２６
680 吉松啓一後援会 吉松　啓一 吉松　啓一 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬９３８番地
681 吉村けんじ後援会 吉村　健治 吉村　良一 熊本県熊本市北区鶴羽田町１０４１－１２０
682 吉村たけふみ後援会 吉村　建文 吉村　建文 熊本県上益城郡益城町惣領１４８４－１５ ○
683 よしもっと！いいまちをつくる会 吉本　孝寿 大和　悟 熊本県菊池郡菊陽町津久礼１８３７
684 吉本たかとし後援会 吉本　孝寿 吉本　孝寿 熊本県菊池郡菊陽町津久礼１８３７
685 米村洋後援会 米村　洋 伊藤　正剛 熊本県八代郡氷川町鹿野６９７－３
686 れ 令和愛国党 杉野　浩之 肖　増美 熊本県熊本市東区秋津町秋田３０６６－７９
687 若山敬介と地域づくりを進める会 若山　敬介 森下　雅成 熊本県天草市楠浦町６５８２ー１ ○
688 わさだ和彦後援会 和田　力徳 園田　東洋 熊本県球磨郡錦町大字一武８４３－２
689 渡辺せいお後援会 山野　知章 吉永　正人 熊本県上益城郡益城町大字小谷３７３ー２
690 わたなべせいじ後援会 渡邉　誠次 高嵜　桂輔 熊本県阿蘇郡小国町大字下城小畑４１５５番地３
691 渡辺裕之後援会 渡邊　裕之 桑野　雅弘 熊本県菊池郡菊陽町杉並台１－７－１１ ○
692 渡辺勇一後援会 渡辺　勇一 沼田　康子 熊本県荒尾市川登２０９３－６
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