
整理番号 政治団体の名称 〒 主たる事務所の所在地 代表者 会計責任者 設立年月日 公職の種類 指定年月日 ﾖﾐ

資１ 秋田政経研究会 011-0903 秋田市寺内油田２－１１－１３プラムビレッジ２０１ 京極　利美 京極　琴子 H10.9.9 県議会議員 H10.9.9 ｱｷﾀｾｲｹｲｹﾝｷｭｳｶｲ

資２ 秋田地域政策研究会 019-1302 仙北郡美郷町金沢字元東根３２ 加藤　麻里 加藤　伸 H22.11.10 県議会議員 H22.11.10 ｱｷﾀﾁｲｷｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

資３ 秋田を変える！南秋田郡真実の会 018-1513 南秋田郡井川町黒坪字小泉36 鈴木　真実 鈴木　孝 H31.1.29 県議会議員 H31.1.29 ｱｷﾀｦｶｴﾙ!ﾐﾅﾐｱｷﾀｸﾞﾝｼﾝｼﾞﾂﾉｶｲ

資４ 秋田を変える！由利本荘市民の会 015-0854 由利本荘市上大野85－１ 小野　一彦 小野　文彦　 H31.1.17 県議会議員 H31.1.17 ｱｷﾀｦｶｴﾙ!ﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼﾐﾝﾉｶｲ

資５ 阿部博雄後援会 018-5201 鹿角市花輪字赤面１２－４ 阿部　博雄 佐藤　芳美 H23.1.21 県議会議員 H23.1.21 ｱﾍﾞﾋﾛｵｺｳｴﾝｶｲ

資６ 安藤豊後援会 012-1113 雄勝郡羽後町郡山字上郡８ 安藤　豊 安藤　寛 S59.2.5 市町村長 H10.4.14 ｱﾝﾄﾞｳﾕﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

資７ 石塚ひでひろ後援会 010-1423 秋田市仁井田字大野１４３－３ 石塚　秀博 柴野　良悦 H14.9.1 市町村議会議員 H20.3.28 ｲｼﾂﾞｶﾋﾃﾞﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

資８ 伊勢谷勝美後援会 019-0801 雄勝郡東成瀬村田子内字下田104 伊勢谷　勝美 伊勢谷　美代子 H31.1.18 市町村議会議員 H31.1.18 ｲｾﾔｶﾂﾐｺｳｴﾝｶｲ

資９ 井上忠征後援会 013-0044 横手市横町２－２ 井上　忠征 井上　京子 R3.5.11 市町村議会議員 R3.5.11 ｲﾉｳｴﾁｭｳｾｲｺｳｴﾝｶｲ

資１０ 老松博行を励ます会 014-0066 大仙市川目字川目１１４ 老松　博行 菊地　重直 H29.2.7 市町村長 H29.2.7 ｵｲﾏﾂﾋﾛﾕｷｦﾊｹﾞﾏｽｶｲ

資１１ 大館政経研究会 017-0896 大館市字大館１０５ 石田　寛 立石　正直 H7.1.7 県議会議員 H7.1.7 ｵｵﾀﾞﾃｾｲｹｲｹﾝｷｭｳｶｲ

資１２ おがわのりよ後援会 015-0011 由利本荘市石脇字赤はげ１－１１５ 小川　幾代 小川　敦子 R3.1.16 市町村議会議員 R3.1.16 ｵｶﾞﾜﾉﾘﾖｺｳｴﾝｶｲ

資１３ おぎわら貴幸後援会 011-0911 秋田市飯島字古道下川端217－６ 荻原　貴幸 大友　陽介 H30.3.26 市町村議会議員 H30.3.26 ｵｷﾞﾜﾗﾀｶﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

資１４ 奥山豊和後援会 013-0409 横手市大雄字東四津屋２７１ 奥山　豊和 奥山　豊 H25.6.1 市町村議会議員 R2.11.12 ｵｸﾔﾏﾄﾖｶｽﾞｺｳｴﾝｶｲ

資１５ 小棚木政之後援会 017-0044 大館市御成町二丁目１５番２２号 小棚木　政之 太田　豊康 H19.1.17 市町村議会議員 H19.1.19 ｵﾀﾞﾅｷﾞﾏｻﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

資１６ 小畑新一後援会 017-0847 大館市幸町１３－９ 小畑　新一 伊藤　忠彦 H26.11.1 市町村議会議員 H26.11.1 ｵﾊﾞﾀｼﾝｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

資１７ 加藤鉱一後援会 018-1218 由利本荘市岩城亀田大町字肴町７ 加藤　鉱一 高橋　茂 S62.6.25 県議会議員 H12.10.10 ｶﾄｳｺｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

資１８ 門脇みつひろ後援会 014-0512 仙北市西木町上荒井字新屋１０－１ 門脇　光浩 門脇　五郎 H14.10.4 市町村長 H14.10.4 ｶﾄﾞﾜｷﾐﾂﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

資１９ 北浦経済調査会 014-0515 仙北市西木町門屋字屋敷田６３ 佐藤　雄孝 佐藤　則子 R元.10.25 県議会議員 R元.10.25 ｷﾀｳﾗｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ

資２０ 工藤嘉範みのる会 010-0823 秋田市山内字田中１４３番地１ 工藤　嘉範 金子　幹一 H18.11.1 県議会議員 H18.11.1 ｸﾄﾞｳﾖｼﾉﾘﾐﾉﾙｶｲ

資２１ くまがい一夫後援会 014-1201 仙北市田沢湖生保内字造道２６－３５ 熊谷　一夫 菅原　一男 H22.1.5 市町村議会議員 H22.1.5 ｸﾏｶﾞｲｶｽﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

資２２ くまがい良夫後援会 019-1401 仙北郡美郷町鑓田字庚塚２８－１ 熊谷　良夫 石川　悟 H17.5.5 市町村議会議員 H17.5.5 ｸﾏｶﾞｲﾖｼｵｺｳｴﾝｶｲ

資２３ 黒沢たつみ後援会 014-0345 仙北市角館町山谷川崎黒沢１９０ 黒沢　龍己 黒沢　春美 H15.11.8 市町村議会議員 H15.11.8 ｸﾛｻﾜﾀﾂﾐｺｳｴﾝｶｲ

資２４ 経済調査会 014-0046 大仙市大曲田町２０－３２ 御法川　信英 佐藤　春男 H15.7.27 衆議院議員 H15.7.28 ｹｲｻﾞｲﾁｮｳｻｶｲ

資２５ 幸友会 015-0001 由利本荘市砂子下１１３－９ 村岡　兼幸 三浦　俊一 H12.11.13 知事 H12.11.13 ｺｳﾕｳｶｲ

資２６ 後藤たかし後援会 019-2112 大仙市刈和野字小野４５－１ 後藤　健 後藤　由紀子 H21.1.15 市町村議会議員 H21.1.15 ｺﾞﾄｳﾀｶｼｺｳｴﾝｶｲ

資２７ 古仲清尚後援会 010-0683 男鹿市北浦北浦表町字表町４６番地 古仲　清尚 加藤　真一 H25.10.31 市町村議会議員 H25.10.31 ｺﾅｶｷﾖﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

資２８ 小松隆明後援会 019-2112 大仙市刈和野字愛宕下２４６－１ 小松　隆明 佐藤　主憲 S62.10.1 県議会議員 H7.7.4 ｺﾏﾂﾀｶｱｷｺｳｴﾝｶｲ

資２９ 斉藤則幸後援会 017-0872 大館市片山町二丁目１－２ 斉藤　則幸 田中　セイ H14.6.2 市町村議会議員 H21.3.27 ｻｲﾄｳﾉﾘﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

資３０ 佐々木こうじ後援会 017-0868 大館市南神明町２－４８ 佐々木　公司 佐々木　民造 H7.3.15 市町村議会議員 H7.3.15 ｻｻｷｺｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

資３１ 佐々木哲男政策研究会 019-0802 雄勝郡東成瀬村岩井川字村中２６－２ 佐々木　哲男 佐々木　謙吉 H10.1.20 市町村長 H10.3.4 ｻｻｷﾃﾂｵｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

資３２ 佐々木敏春後援会 018-0114 にかほ市象潟町沖ノ田13－14 佐々木　敏春 佐々木　文夫 H30.1.4 市町村議会議員 H30.1.4 ｻｻｷﾄｼﾊﾙｺｳｴﾝｶｲ

資３３ 佐藤功平後援会 012-0105 湯沢市川連町字大舘３５－１ 佐藤　功平 佐藤　幸一 H17.7.1 市町村議会議員 H17.7.1 ｻﾄｳｺｳﾍｲｺｳｴﾝｶｲ

資３４ 佐藤正一郎後援会 012-1242 雄勝郡羽後町上到米字上野３３ 佐藤　正一郎 藤原　要司 H3.1.10 県議会議員 H11.1.5 ｻﾄｳｼｮｳｲﾁﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

資３５ さとうてつじ後援会 019-2741 秋田市河辺岩見字萱森２９－１ 佐藤　哲治 戸井田　連子 H11.2.10 市町村議会議員 H11.2.10 ｻﾄｳﾃﾂｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

資３６ 佐藤正人後援会 015-0352 由利本荘市西沢字上屋敷56 佐藤　正人 佐藤　静子 R3.5.11 市町村議会議員 R3.5.11 ｻﾄｳﾏｻﾄｺｳｴﾝｶｲ

資３７ しずか後援会 010-1424 秋田市御野場１－1－９ 寺田　静 桑原　愛 H31.3.1 参議院議員 H31.3.1 ｼｽﾞｶｺｳｴﾝｶｲ

資３８ 渋谷俊二後援会 019-1235 仙北郡美郷町金沢西根字元村２７５ 渋谷　俊二 照井　孔誠 H9.7.27 市町村議会議員 H9.8.1 ｼﾌﾞﾔｼｭﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

資３９ 翔雄会 010-0917 秋田市泉中央六丁目５-24 今川　雄策 鎌田　博臣 H29.4..1 県議会議員 H29.4.1 ｼｮｳﾕｳｶｲ

資４０ 翔洋会 017-0045 大館市中道三丁目１－５０ 鈴木　洋一 川田　宏明 H7.1.13 県議会議員 H7.1.13 ｼｮｳﾖｳｶｲ

資４１ 新秋田経営同友会 010-0341 男鹿市船越字内子２９４－８４６ 加藤　義康 太田　健一 H6.1.15 県議会議員 H7.4.13 ｼﾝｱｷﾀｹｲｴｲﾄﾞｳﾕｳｶｲ

資４２ 新時代政策研究会 010-0951 秋田市山王３－１－７　東カンビル４階 中泉　松司 清水　正幸 R1.8.1 参議院議員（候補者等）R1.8.1 ｼﾝｼﾞﾀﾞｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

資４３ 進藤ゆう子後援会 010-0422 男鹿市角間崎字下屋長根３２－１ 進藤　優子 進藤　徳行 H26.1.22 市町村議会議員 H26.1.22 ｼﾝﾄﾞｳﾕｳｺｺｳｴﾝｶｲ

資４４ 菅だいすけを育てる会 017-0005 大館市花岡町字神山７６ 菅　大輔 中村　勲 H1.6.4 市町村議会議員 H7.1.6 ｽｶﾞﾀﾞｲｽｹｦｿﾀﾞﾃﾙｶｲ

資４５ 菅卓司後援会 012-0106 湯沢市小野字東堺６７－３ 菅　卓司 菅　真由美 H7.3.22 県議会議員 H7.3.22 ｽｶﾞﾀｸｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

資４６ 菅原こうじ後援会 010-0511 男鹿市脇本脇本字向山２３７－１ 菅原　広二 明石　千代末 H23.1.24 市町村長 H23.1.24 ｽｶﾞﾜﾗｺｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

資４７ 菅原大後援会 0102-0827 湯沢市表町三丁目１番６号 菅原　大 菅原　政雄 H29.2.3 市町村長 H29.2.3 ｽｶﾞﾜﾗﾋﾛｼｺｳｴﾝｶｲ

資４８ 菅原りえ子後援会 018-1401 潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山９５－４ 菅原　理恵子 佐藤　涼子 H21.11.26 市町村議会議員 H21.11.26 ｽｶﾞﾜﾗﾘｴｺｺｳｴﾝｶｲ

資４９ すずき健太後援会 010-0842 秋田市手形山北町４－５ 鈴木　健太 山谷　純 H26.1.30 県議会議員 H26.1.30 ｽｽﾞｷｹﾝﾀｺｳｴﾝｶｲ

資５０ 晴山会 018-1725 南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目２－４２ 平山　晴彦 渡辺　京子 H10.9.14 県議会議員 H10.9.24 ｾｲｻﾞﾝｶｲ

資５１ 大輪の会 013-0068 横手市梅の木町７－３ 高橋　大 伊藤　弘明 H26.3.1 市町村長 H26.3.1 ﾀｲﾘﾝﾉｶｲ

資５２ たかはしだいすけ後援会 012-0055 湯沢市山田字福島尻１７９ 高橋　大輔 半田　晋 R3.1.6 市町村長 R3.1.6 ﾀｶﾊｼﾀﾞｲｽｹｺｳｴﾝｶｲ

資５３ 髙橋たけひろ後援会 018-3102 能代市二ツ井町小繋字恋の沢８２－１ 髙橋　武浩 荒谷　武寿 H27.1.1 県議会議員 H27.1.1 ﾀｶﾊｼﾀｹﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

資５４ 高橋肇後援会 019-0205 湯沢市小野字小野１４２ 高橋　肇 加藤　邦明 H21.8.12 市町村議会議員 H21.8.12 ﾀｶﾊｼﾊｼﾞﾒｺｳｴﾝｶｲ

資５５ たけだ浩人後援会 018-3331 北秋田市鷹巣字下家下７２－７ 武田　浩人 藤田　冨美雄 H22.1.13 市町村議会議員 H22.1.13 ﾀｹﾀﾞﾋﾛﾄｺｳｴﾝｶｲ

資５６ 武田正子後援会 010-0043 秋田市桜ガ丘一丁目８－２ 武田　正子 武田　正人 H26.11.17 市町村議会議員 H26.11.17 ﾀｹﾀﾞﾏｻﾄｺｳｴﾝｶｲ

資５７ 地域活性化研究会 018-3157 能代市二ツ井町字下野６７－２２ 齊藤　滋宣 佐藤　久義 H2.12.21 市町村長 H7.1.4 ﾁｲｷｶｯｾｲｶｹﾝｷｭｳｶｲ

資５８ 地域経済研究会 010-0951 秋田市山王三丁目１－７　東カンビル２Ｆ 佐竹　敬久 鈴木　憲 H9.3.31 知事 H9.3.31 ﾁｲｷｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳｶｲ

資５９ ちちぶ博樹後援会 014-0713 大仙市栗沢字北野１４７ 秩父　博樹 秩父　美幸 H25.7.22 市町村議会議員 H25.7.22 ﾁﾁﾌﾞﾋﾛｷｺｳｴﾝｶｲ

資６０ 土田ゆり子後援会 013-0821 横手市上境字谷地中２７１－１ 土田　百合子 柴田　健一 H10.9.27 市町村議会議員 H10.10.1 ﾂﾁﾀﾞﾕﾘｺｺｳｴﾝｶｲ

資６１ 土谷勝悦後援会 019-0514 横手市十文字町睦合字川前１７０ 土谷　勝悦 土谷　勝二 H10.9.10 県議会議員 H10.9.10 ﾂﾁﾔｼｮｳｴﾂｺｳｴﾝｶｲ

資６２ 寺田学後援会 010-1424 秋田市御野場１－1－９ 寺田　学 堀江　淳 H15.9.18 衆議院議員 H15.9.18 ﾃﾗﾀﾏﾅﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

資６３ とざわ祐一後援会 018-5201 鹿角市花輪字柴内太田谷地１７－６ 兎澤　祐一 茂木　悟 H21.1.6 市町村議会議員 H21.1.6 ﾄｻﾞﾜﾕｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

資６４ 鳥井修後援会 010-8588 秋田市中通二丁目１－１１ 鳥井　修 小熊　伸佳 H14.6.22 県議会議員 H14.6.22 ﾄﾘｲｵｻﾑｺｳｴﾝｶｲ

資６５ 成沢じゅんこ後援会 011-0923 秋田市飯島文京町２－３ 成沢　淳子 進藤　和子 H10.9.25 市町村議会議員 H10.10.1 ﾅﾘｻﾜｼﾞｭﾝｺｺｳｴﾝｶｲ

資６６ 沼谷純後援会 010-0044 秋田市横森４－６－４３ 沼谷　純 高野　正之 H23.3.8 市町村長 H23.3.8 ﾇﾏﾔｼﾞｭﾝｺｳｴﾝｶｲ

資６７ 能代山本未来研究会 016-0131 能代市鶴形字２０８番地 薄井　司 薄井　真理子 H27.1.13 県議会議員 H27.1.16 ﾉｼﾛﾔﾏﾓﾄﾐﾗｲｹﾝｷｭｳｶｲ

資６８ 長谷川幸子後援会 019-1501 仙北郡美郷町浪花字南荒井１８ 長谷川　幸子 長谷川　弘美 R3.5.11 市町村議会議員 R3.5.11 ﾊｾｶﾞﾜｻﾁｺｺｳｴﾝｶｲ

資６９ はたさわ洋子後援会 018-1852 南秋田郡五城目町内川湯ノ又後田６１－２ 畑澤　洋子 畑澤　武 H24.1.12 市町村議会議員 H24.1.12 ﾊﾀｻﾜﾖｳｺｺｳｴﾝｶｲ

資７０ 挽野利恵後援会 014-0064 大仙市小貫高野字中荒所60-40 挽野　利恵 杉沢　千恵子 H29.5.11 市町村議会議員 H29.5.11 ﾋｷﾉﾘｴｺｳｴﾝｶｲ

資７１ 福原淳嗣後援会 017-0828 大館市向町２７番 福原　淳嗣 石戸谷　英樹 H23.1.4 市町村長 H23.1.4 ﾌｸﾊﾗｼﾞｭﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

資７２ 船木正博後援会 010-0341 男鹿市船越字八郎谷地１０６ 船木　正博 鈴木　周孝 H10.11.15 県議会議員 H10.11.15 ﾌﾅｷﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

資７３ ふもと幸子と秋田おばこの会 018-5701 大館市比内町扇田字長岡45 田中　幸子 田中　伸夫 H31.2.1 市町村長 H31.2.1 ﾌﾓﾄｻﾁｺﾄｱｷﾀｵﾊﾞｺﾉｶｲ

資７４ 穂積志政策研究会 010-0951 秋田市山王２－１－５４ 穂積  志 高橋　洋子 H7.2.15 市町村長 H7.2.15 ﾎﾂﾞﾐﾓﾄﾑｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

資７５ 本田よし子後援会 017-0202 鹿角郡小坂町小坂鉱山字苦竹６－７ 本田　佳子 佐々木　武文 H24.1.12 市町村議会議員 H24.1.12 ﾎﾝﾀﾞﾖｼｺｺｳｴﾝｶｲ

資７６ 牧野守後援会 011-0902 秋田市寺内堂ノ沢１－８－38グランモア堂ノ沢201号牧野　守 牧野　春美 H31.1.18 市町村議会議員 H31.1.18 ﾏｷﾉﾏﾓﾙｺｳｴﾝｶｲ

資７７ 松田知己後援会 019-1235 仙北郡美郷町金沢西根字二ツ柳１３２ 松田　知己 小林　浩司 H12.3.14 市町村長 H12.4.4 ﾏﾂﾀﾞﾄﾓﾐｺｳｴﾝｶｲ

資７８ 松田とよおみ後援会 010-1413 秋田市御所野地蔵田２－４－４ 松田　豊臣 鈴木　正 H23.1.13 県議会議員 H23.1.13 ﾏﾂﾀﾞﾄﾖｵﾐｺｳｴﾝｶｲ

資７９ 三浦えいいち後援会 015-0858 由利本荘市出戸町字赤沼下道７２－１２ 三浦　英一 三浦　順子 H10.10.1 県議会議員 H10.10.12 ﾐｳﾗｴｲｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

資８０ 三浦茂人後援会 010-0802 秋田市外旭川字四百刈２２ 三浦　茂人 石塚　清彦 H22.9.1 県議会議員 H22.9.1 ﾐｳﾗｼｹﾞﾄｺｳｴﾝｶｲ

資８１ 見上まり子応援団 010-0844 秋田市手形山中町１０－１６ 見上　万里子 見上　裕子 H23.1.21 市町村議会議員 H23.3.8 ﾐｶﾐﾏﾘｺｵｳｴﾝﾀﾞﾝ

資８２ 緑川たかし後援会 017-0897 大館市三ノ丸９２ 緑川　貴士 長崎　朋典 H27.5.15 衆議院議員 R元.11.26 ﾐﾄﾞﾘｶﾜﾀｶｼｺｳｴﾝｶｲ

資８３ みなと貴信後援会 015-0051 由利本荘市川口字八幡前２４１－３ 木内　義範 湊　洋二 H21.9.25 市町村長 R3.3.22 ﾐﾅﾄﾀｶﾉﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

資８４ 村岡敏英後援会 015-0001 由利本荘市砂子下１１３－９ 三浦　俊一 髙野　陽子 H16.10.12 知事 R3.1.1 ﾑﾗｵｶﾄｼﾋﾃﾞｺｳｴﾝｶｲ

資８５ 安井正浩後援会 010-0917 秋田市泉南三丁目９番２４号 安井　正浩 安井　正浩 H27.3.7 市町村議会議員 H27.3.7 ﾔｽｲﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

資金管理団体一覧



整理番号 政治団体の名称 〒 主たる事務所の所在地 代表者 会計責任者 設立年月日 公職の種類 指定年月日 ﾖﾐ

資金管理団体一覧

資８６ 八柳良太郎後援会 014-0347 仙北市角館町小勝田中川原１２６－２０ 八柳　良太郎 八柳　浩太郎 H4.1.18 市町村議会議員 H8.2.16 ﾔﾂﾔﾅｷﾞﾘｮｳﾀﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

資８７ 山崎宗雄を応援する会 010-0013 秋田市南通築地１５－１６ 山崎　宗雄 藤原　常太 R3.3.8 市議会議員 R3.3.8 ﾔﾏｻﾞｷﾑﾈｵｦｵｳｴﾝｽﾙｶｲ

資８８ 山本ヒサヒロ後援会 010-0851 秋田市手形字大沢44-10 山本　久博 山本　嗣久 R2.12.16 秋田県知事 R2.12.16 ﾔﾏﾓﾄﾋｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

資８９ 吉田清孝後援会 010-0341 男鹿市船越字内子１－２４９ 吉田　清孝 吉田　秀孝 H11.1.24 市町村議会議員 H11.1.25 ﾖｼﾀﾞｷﾖﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

資９０ わたなべ英治後援会 014-0062 大仙市大曲上栄町１１－９ 渡部　英治 中村　耕三 S61.1.8 県議会議員 H7.3.4 ﾜﾀﾅﾍﾞｴｲｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

資９１ 渡部聖一聖風会 015-0851 由利本荘市中梵天７７－５ 渡部　聖一 笹矢　輝幸 H21.1.7 市町村議会議員 H21.1.9 ﾜﾀﾅﾍﾞｾｲｲﾁｾｲﾌｳｶｲ

資９２ 渡辺ゆう子後援会 016-0162 能代市字大内田６０ 渡辺　優子 佐々木　弘美 H18.3.2 市町村議会議員 H18.3.2 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳｺｺｳｴﾝｶｲ

資９３ 渡辺正宏後援会 010-0943 秋田市川尻御休町４－２３ 渡辺　正宏 佐藤　義治 H15.1.6 市町村議会議員 H15.2.13 ﾜﾅﾀﾍﾞﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ


