
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 ﾖﾐ

他１ 青柳ともやと大仙の未来をつくる会 019-1701 大仙市神宮寺字坊ヶ沢堂ノ後８番地１８ 青柳　友哉 青柳　有理 R3.8.31 ｱｵﾔｷﾞﾄﾓﾔﾄﾀﾞｲｾﾝﾉﾐﾗｲｦﾂｸﾙｶｲ

他２ 青山ゆたか後援会 013-0035 横手市平和町１１番１号 青山　豊 青山　茂 H21.5.25 ｱｵﾔﾏﾕﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

他３ 赤坂光一後援会 010-1637 秋田市新屋扇町１３－７ 藤澤　浩 斎藤　充 S61.7.11 ｱｶｻｶｺｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他４ 秋田維新の会 010-0951 秋田市山王三丁目１－７　東カンビル２F 高貝　久遠 高橋　吾郎 H13.6.18 ｱｷﾀｲｼﾝﾉｶｲ

他５ 秋田研 010-1424 秋田市御野場一丁目１－９ 寺田　学 堀江　淳 H30.5.15 ｱｷﾀｹﾝ

他６ 秋田県医師連盟 010-0874 秋田市千秋久保田町６－６ 小玉　弘之　 三浦　進一 S27.7.27 ｱｷﾀｹﾝｲｼﾚﾝﾒｲ

他７ 秋田県印刷産業政治連盟 010-0921 秋田市大町一丁目３番８号秋田ディライトビル２階 大門　一平 五嶋　建二 H27.4.1 ｱｷﾀｹﾝｲﾝｻﾂｻﾝｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他８ 秋田県飲食業組合政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 齊藤　育雄 鈴木　清 H7.7.12 ｱｷﾀｹﾝｲﾝｼｮｸｷﾞｮｳｸﾐｱｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他９ 秋田県ＬＰガス政治連盟 010-0951 秋田市山王三丁目１－７ 高橋　弘隆 船木　和昭 S58.5.26 ｱｷﾀｹﾝｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１０ 秋田県改革協議会 010-0951 秋田市河辺北野田高屋字畑ノ沢１２６－１ 佐藤　哲治 成田　仁 R2.8.26 ｱｷﾀｹﾝｶｲｶｸｷｮｳｷﾞｶｲ

他１１ 秋田県介護政治連盟 013-0821 横手市上境字舘７４ 萱森　真雄 伊藤　二雄 H27.11.10 ｱｷﾀｹﾝｶｲｺﾞｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１２ 秋田県神谷まさゆき後援会 010-0874 秋田市千秋久保田町６－６ 大越　英雄 下田　航也 R3.1.28 ｱｷﾀｹﾝｶﾐﾔﾏｻﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他１３ 秋田県環衛団体政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５  秋田県社会福祉会館６階 北嶋　満雄 平野　秋光 S49.3.23 ｱｷﾀｹﾝｶﾝｴｲﾀﾞﾝﾀｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１４ 秋田県看護連盟 010-0922 秋田市旭北栄町４－２３ 草彅　真子 谷村　さゆ子 H9.1.1 ｱｷﾀｹﾝｶﾝｺﾞﾚﾝﾒｲ

他１５ 秋田県喫茶組合政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 保坂　与志広 加藤　明 H7.7.14 ｱｷﾀｹﾝｷｯｻｸﾐｱｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１６ 秋田県行政書士政治連盟 010-0951 秋田市山王四丁目４－１４　秋田県教育会館３Ｆ 千葉　一明 千葉　一明 S56.9.5 ｱｷﾀｹﾝｷﾞｮｳｾｲｼｮｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１７ 秋田県クリーニング組合政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５（社会福祉会館６F） 福岡　克正 大橋　清志 H7.7.1 ｱｷﾀｹﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾐｱｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１８ 秋田県警備業連盟 010-0061 秋田市旭北錦町１番１４号 内村　和人 木村　仁 R元.5.27 ｱｷﾀｹﾝｹｲﾋﾞｷﾞｮｳﾚﾝﾒｲ

他１９ 秋田県建設業政治連盟 010-0951 秋田市山王四丁目３－１０ 北林　一成 鈴木　隆 H6.11.28 ｱｷﾀｹﾝｹﾝｾﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他２０ 秋田県建築士事務所政経研究会 010-0951 秋田市山王三丁目１－７　東カンビル内 村田　良太 花田　順 H5.6.24 ｱｷﾀｹﾝｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮｾｲｹｲｹﾝｷｭｳｶｲ

他２１ 秋田県歯科医師連盟金田勝年後援会 010-0941 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ 藤原　元幸 鈴木　文登 H8.7.1 ｱｷﾀｹﾝｼｶｲｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｶﾈﾀｶﾂﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他２２ 秋田県歯科医師連盟 010-0941 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ 藤原　元幸 鈴木　文登 S35.11.10 ｱｷﾀｹﾝｼｶｲｼﾚﾝﾒｲ

他２３ 秋田県歯科衛生士連盟 010-0941 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ 川村　孝子 佐々木　礼子 H25.4.14 ｱｷﾀｹﾝｼｶｴｲｾｲｼﾚﾝﾒｲ

他２４ 秋田県歯科技工士連盟 019-2411 大仙市協和境字境２６ 佐藤　秀伸 佐藤　雄貴 H16.1.17 ｱｷﾀｹﾝｼｶｷﾞｺｳｼﾚﾝﾒｲ

他２５ 秋田県自動車整備政治連盟 010-0962 秋田市八橋大畑二丁目１２－６３ 三浦　廣己 佐々木　義弘 S60.4.16 ｱｷﾀｹﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｾｲﾋﾞｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他２６ 秋田県社会福祉政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５秋田県社会福祉会館８Ｆ 上村　清一 鈴木　文子 S63.4.23 ｱｷﾀｹﾝｼｬｶｲﾌｸｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他２７ 秋田県社会福祉法人政治連盟 010-0134 秋田市上新城道川字愛染５８社会福祉法人愛染会法人本部内白岩　和弘 佐々木　繁 R元.6.7 ｱｷﾀｹﾝｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他２８ 秋田県社会保険労務士政治連盟 010-0921 秋田市大町三丁目２－４４　協働大町ビル３階 舘岡　睦彦 髙橋　由博 S55.5.27 ｱｷﾀｹﾝｼｬｶｲﾎｹﾝﾛｳﾑｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他２９ 秋田県社交飲食組合政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 品川　敬一 小林　良平 H7.7.13 ｱｷﾀｹﾝｼｬｺｳｲﾝｼｮｸｸﾐｱｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３０ 秋田県獣医師連盟 010-0001 秋田市中通六丁目７－９　畜産会館内 竹下　博英 柿崎　正博 H7.5.12 ｱｷﾀｹﾝｼﾞｭｳｲｼﾚﾝﾒｲ

他３１ 秋田県柔道整復師連盟 010-0955 秋田市山王中島町３－１ 伊藤　護 吉岡　史裕 H14.8.24 ｱｷﾀｹﾝｼﾞｭｳﾄﾞｳｾｲﾌｸｼﾚﾝﾒｲ

他３２ 秋田県商工政治連盟 010-0902 秋田市保戸野金砂町2番46号 大森　三四郎 金子　治生 S47.5.23 ｱｷﾀｹﾝｼｮｳｺｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３３ 秋田県商店街政治連盟 010-0923 秋田市旭北錦町１－４７ 平澤　孝夫 佐藤　満 H4.6.24 ｱｷﾀｹﾝｼｮｳﾃﾝｶﾞｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３４ 秋田県鍼灸師連盟 010-0816 秋田市泉北一丁目６－１８ 菊池　直人 高橋　明 H28.7.10 ｱｷﾀｹﾝｼﾝｷｭｳｼﾚﾝﾒｲ

他３５ 秋田県鮨商生活衛生同業組合政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 佐藤　静夫 田中　康道 H7.7.1 ｱｷﾀｹﾝｽｼｼｮｳｾｲｶﾂｴｲｾｲﾄﾞｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３６ 秋田県税理士政治連盟 010-0001 秋田市中通５丁目６番３３号 鈴木　明夫 宇佐見　康伸 S51.8.1 ｱｷﾀｹﾝｾﾞｲﾘｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３７ 秋田県石油政治連盟 010-0951 秋田市山王三丁目７－２１ 工藤　保則 斉藤　鉱二 S44.8.1 ｱｷﾀｹﾝｾｷﾕｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３８ 秋田県宅建政治連盟 010-0942 秋田市川尻大川町１－３３秋田県不動産会館 赤田　英博 長門　孝一 S49.10.5 ｱｷﾀｹﾝﾀｯｹﾝｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３９ 秋田県中小企業団体政治連盟 010-0923 秋田市旭北錦町１－４７ 藤澤　正義 藤澤　正義 S50.1.17 ｱｷﾀｹﾝﾁｭｳｼｮｳｷｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾀｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４０ 秋田県電気工事政治連盟 010-0915 秋田市泉南一丁目１－１８ 千葉　三四郎 布谷　博 S58.11.17 ｱｷﾀｹﾝﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４１ 秋田県土地改良政治連盟 010-1431 秋田市仁井田二ツ屋１－４－３１ 高貝　久遠 倉部　明彦 S56.4.10 ｱｷﾀｹﾝﾄﾁｶｲﾘｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４２ 秋田県土地家屋調査士政治連盟 010-0951 秋田市山王六丁目１－１３ 赤塚　富治 金子　茂 H13.6.1 ｱｷﾀｹﾝﾄﾁｶｵｸﾁｮｳｻｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４３ 秋田県トライ政策研究会 010-0951 秋田市山王五丁目１５－６　東北電力㈱秋田支店内 加藤　忠浩 加藤　忠浩 H12.11.15 ｱｷﾀｹﾝﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他４４ 秋田県トラック政治連盟 011-0904 秋田市寺内蛭根一丁目１５－２０ 赤上　信弥 三杉　孝昌 S57.3.1 ｱｷﾀｹﾝﾄﾗｯｸｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４５ 秋田県農業会議農政推進連盟 018-4221 北秋田市下杉字小堤４２ 後藤　久美 佐藤　系悦 H13.6.25 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷﾞｮｳｶｲｷﾞﾉｳｾｲｽｲｼﾝﾚﾝﾒｲ

他４６ 秋田県農協政治連盟 010-0976 秋田市八橋南二丁目１０－１６ 斉藤　一志 杉渕　忠彦 S34.5.1 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４７ 秋田県農協政治連盟秋田おばこ支部 014-0017 大仙市佐野町５番５号 小原　正彦 淡路　保 H29.4.1 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｵﾊﾞｺｼﾌﾞ

他４８ 秋田県農協政治連盟あきた北支部 017-0864 大館市根下戸新町７－２２ 虻川　和義 鎌田　敏 H11.9.24 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｷﾀｼﾌﾞ

他４９ 秋田県農協政治連盟秋田しんせい支部 015-0065 由利本荘市荒町字塒台１－１ 小松　忠彦 釜台　悟 H11.1.27 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｼﾝｾｲｼﾌﾞ

他５０ 秋田県農協政治連盟秋田たかのす支部 018-3324 北秋田市大町３－１０ 小笠原　隆志 田村　純一 H11.10.26 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀﾀｶﾉｽｼﾌﾞ

他５１ 秋田県農協政治連盟秋田なまはげ支部 010-0877 秋田市千秋矢留町２番40号 佐藤　広美 長谷川　清仁 H30.4.1 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀﾅﾏﾊｹﾞｼﾌﾞ

他５２ 秋田県農協政治連盟秋田ふるさと支部 013-0036 横手市駅前町６番２２号 佐藤　誠一 小田嶋　博子 H11.2.26 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀﾌﾙｻﾄｼﾌﾞ

他５３ 秋田県農協政治連盟秋田やまもと支部 018-2104 山本郡三種町鹿渡字町後２７０ 檜森　保雄 大鐘　和弘 H11.7.16 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀﾔﾏﾓﾄｼﾌﾞ

他５４ 秋田県農協政治連盟うご支部 012-1115 雄勝郡羽後町足田字泉田４５－１ 佐藤　虎雄 髙橋　徹 H11.3.17 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｳｺﾞｼﾌﾞ

他５５ 秋田県農協政治連盟かづの支部 018-5201 鹿角市花輪字下中島１０－２５ 菅原　俊二 阿部　康明 H11.2.22 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｶﾂﾞﾉｼﾌﾞ

他５６ 秋田県農協政治連盟こまち支部 012-0825 湯沢市北荒町５－８ 遠田　武 竹原　薫 H12.2.7 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｺﾏﾁｼﾌﾞ

他５７ 秋田県農協政治連盟ＪＡあきた湖東支部 018-1721 南秋田郡五城目町字七倉123－２ 舘岡　誠一 伊藤　義和 H30.2.26 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｼﾞｪｲｴｲｱｷﾀｺﾄｳｼﾌﾞ

他５８ 秋田県農協政治連盟ＪＡあきた白神支部 016-0816 能代市富町２－３ 佐藤　謙悦 長内　斉 H11.10.1 ｱｷﾀｹﾝﾉｳｷｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｼﾞｪｲｴｲｱｷﾀｼﾗｶﾐｼﾌﾞ

他５９ 秋田県配置薬業連盟 011-0945 秋田市川尻みよし町７－７　秋田スパーク薬品(株)内 中谷　成作 中島　淑子 H23.7.1 ｱｷﾀｹﾝﾊｲﾁﾔｸｷﾞｮｳﾚﾝﾒｲ

他６０ 秋田県美容政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 明石　徹 佐藤　勉 H7.6.12 ｱｷﾀｹﾝﾋﾞﾖｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他６１ 秋田県ビルメンテナンス政治連盟 010-0951 秋田市山王三丁目１－７　東カンビル３Ｆ 佐藤　学 木村　仁 H3.11.26 ｱｷﾀｹﾝﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他６２ 秋田県藤井基之薬剤師後援会 010-0874 秋田市千秋久保田町６－６ 大越　英雄 下田　航也 H12.4.13 ｱｷﾀｹﾝﾌｼﾞｲﾓﾄﾕｷﾔｸｻﾞｲｼｺｳｴﾝｶｲ

他６３ 秋田県本田あきこ後援会 010-0870 秋田市千秋久保田町６番６号　秋田県総合保健センター３階大越　英雄 下田　航也 H29.12.15 ｱｷﾀｹﾝﾎﾝﾀﾞｱｷｺｺｳｴﾝｶｲ

他６４ 秋田県麺類飲食業政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５　社会福祉会館６Ｆ 山谷　久信 谷口　由明 H7.6.27 ｱｷﾀｹﾝﾒﾝﾙｲｲﾝｼｮｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他６５ 秋田県木材産業政治連盟 010-0003 秋田市東通二丁目７－３５ 大坂　真一 鈴木　光宏 S51.5.31 ｱｷﾀｹﾝﾓｸｻﾞｲｻﾝｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他６６ 秋田県薬剤師連盟 010-0874 秋田市千秋久保田町６－６ 大越　英雄 下田　航也 S59.4.1 ｱｷﾀｹﾝﾔｸｻﾞｲｼﾚﾝﾒｲ

他６７ 秋田県山田としお後援会 010-0976 秋田市八橋南二丁目１０－１６ 斉藤　一志 杉渕　忠彦 H18.8.23 ｱｷﾀｹﾝﾔﾏﾀﾞﾄｼｵｺｳｴﾝｶｲ

他６８ 秋田県理学療法士連盟 014-0805 大仙市高梨字沼田８０番地 倉田　昌一 ジョーンズ　佳子 H21.6.12 ｱｷﾀｹﾝﾘｶﾞｸﾘｮｳﾎｳｼﾚﾝﾒｲ

他６９ 秋田県理容政治連盟 010-0922 秋田市旭北栄町１－５　社会福祉会館６Ｆ 北嶋　満雄 水口　五助 S51.10.4 ｱｷﾀｹﾝﾘﾖｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他７０ 秋田県林業政治連盟 010-0931 秋田市川元山下町８－２８ 佐藤　重芳 岡田　博介 S55.1.24 ｱｷﾀｹﾝﾘﾝｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他７１ 秋田再起動を実現する会 015-0875 由利本荘市砂子下113-9 榊原　均 榊原　均 R2.12.20 ｱｷﾀｻｲｷﾄﾞｳｦｼﾞﾂｹﾞﾝｽﾙｶｲ

他７２ 秋田山王トライ政策研究会 010-0951 秋田市山王五丁目１５－６　東北電力㈱秋田支店内 八戸　隆仁 八戸　隆仁 H12.11.15 ｱｷﾀｻﾝﾉｳﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他７３ 秋田市歯科医師連盟 010-0951 秋田市川尻町字大川反１７０番１０２ 千葉　利昭 杉山　洋行 S57.4.1 ｱｷﾀｼｼｶｲｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他７４ 秋田商工政和会 011-0908 秋田市寺内大小路207－38 三浦　廣巳 田口　幹夫 S51.8.1 ｱｷﾀｼｮｳｺｳｾｲﾜｶｲ

他７５ 秋田中央建設業政治連盟 010-0951 秋田市山王四丁目３－７ 加藤　義光 田中　道 H26.2.10 ｱｷﾀﾁｭｳｵｳｹﾝｾﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他７６ 秋田土崎トライ政策研究会 011-0911 秋田市飯島字古道下川端２１７－６　東北電力（株）秋田火力発電所秋田火力支部内大友　陽介 大友　陽介 H12.11.15 ｱｷﾀﾂﾁｻﾞｷﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他７７ 秋田広小路トライ政策研究会 010-8588 秋田市中通二丁目１－１１　東北電力㈱秋田営業所内 佐々木　数也 佐々木　数也 H12.11.15 ｱｷﾀﾋﾛｺｳｼﾞﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他７８ 秋田分権自治フォーラム 010-0971 秋田市八橋三和町６番１７号 宇佐美　洋二朗 小川　正逸 H19.1.24 ｱｷﾀﾌﾞﾝｹﾝｼﾞﾁﾌｫｰﾗﾑ

他７９ 秋田の明日を創る会 010-0001 秋田市中通6-7-36　フォーラムアキタ１Ｆ 伊藤　功一 泉　利雄 R3.7.8 ｱｷﾀﾉｱｽｦﾂｸﾙｶｲ

他８０ 秋中交通政策研究会 010-0931 秋田市川元山下町６丁目１６番 千葉　昌秀 奈良　善美 H28.1.15 ｱｷﾁｭｳｺｳﾂｳｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他８１ 秋元ひでとし後援会 017-0202 鹿角郡小坂町鉱山字渡ノ羽１３ 奈良　文雄 竹村　政志 R2.1.21 ｱｷﾓﾄﾋﾃﾞﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他８２ 浅石昌敏後援会 018-5141 鹿角市八幡平字大里川原７ 浅石　正行 成田　実 H16.12.18 ｱｻｲｼﾏｻﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他８３ あすの潟上を創る会 010-0201 潟上市天王字北野301-９ 小林　利實 高橋　忠夫 H29.3.27 ｱｽﾉｶﾀｶﾞﾐｦﾂｸﾙｶｲ

他８４ 明日を創る会 014-0512 仙北市西木町上荒井字新屋１０－１ 門脇　光浩 門脇　五郎 H21.10.5 ｱｽｦﾂｸﾙｶｲ

他８５ 安達なりとし後援会 019-1611 大仙市太田町斉内字小曽野67番地３ 髙橋　勉 鈴木　進 R3.8.5 ｱﾀﾞﾁﾅﾘﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他８６ 新しい秋田をつくる会 010-0042 秋田市桜一丁目１３－３２ 鈴木　一正 山田　綾子 R3.2.15 ｱﾀﾗｼｲｱｷﾀｦﾂｸﾙｶｲ

その他団体一覧
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他８７ 新しい風、新しい秋田の会 010-0851 秋田市手形字大沢44-10 宇佐見　均 山本　嗣久 R2.12.16 ｱﾀﾗｼｲｶｾﾞｱﾀﾗｼｲｱｷﾀﾉｶｲ

他８８ あぶかわ敬後援会 018-3301 北秋田市綴子字田中40番２号 村上　常博 庄司　悟 H29.12.20 ｱﾌﾞｶﾜﾀｶｼｺｳｴﾝｶｲ

他８９ 鐙仁志後援会 018-1502 潟上市飯田川下虻川字屋敷２８－３ 佐藤　房雄 鐙　誠一 H17.10.11 ｱﾌﾞﾐﾋﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他９０ あべ十全後援会 015-0831 由利本荘市北裏地101－１ 阿部　綾子 大宮　勝則 H29.9.25 ｱﾍﾞｼﾞｭｳｾﾞﾝｺｳｴﾝｶｲ

他９１ 阿部のりひこ後援会 014-0515 仙北市西木町門屋字六本杉６７－３ 新山　悦男 佐藤　正人 H20.5.21 ｱﾍﾞﾉﾘﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他９２ 阿部文男後援会 017-0442 大館市有浦四丁目８－８ 斎藤　金栄 阿部　文夫 H23.1.4 ｱﾍﾞﾌﾐｵｺｳｴﾝﾝｶｲ

他９３ 阿部養助後援会 012-1243 雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢３９ 安倍　政幸 奥山　春一 H19.7.25 ｱﾍﾞﾏﾖｳｽｹｺｳｴﾝｶｲ

他９４ 阿部よしひと事務所 010-0902 秋田市保戸野金砂町２－48－１ 阿部　義人 阿部　義人 H31.1.1 ｱﾍﾞﾖｼﾋﾄｼﾞﾑｼｮ

他９５ 荒川しげる後援会 018-1706 南秋田郡五城目町字下夕町１７４ 川邉　潤 舘岡　留美 H28.3.4 ｱﾗｶﾜｼｹﾞﾙｺｳｴﾝｶｲ

他９６ 荒川達雄後援会 018-1721 南秋田郡五城目町字七倉８５－３ 菊地　晃 千葉　誠 H29.1.10 ｱﾗｶﾜﾀﾂｵｺｳｴﾝｶｲ

他９７ 荒木田俊一後援会 014-1201 仙北市田沢湖生保内字中宿７２ 倉橋　重基 荒木田　作榮 H9.8.3 ｱﾗｷﾀﾞｼｭﾝｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他９８ 淡路孝也後援会 018-3203 山本郡藤里町大沢字向山下７９ 安部　幸雄 佐々木　和史 H24.1.5 ｱﾜｼﾞﾀｶﾔｺｳｴﾝｶｲ

他９９ 安保誠一郎後援会 018-5201 鹿角市花輪字高屋50 安保　誠一郎 上田　千代 H29.4.20 ｱﾝﾎﾞｾｲｲﾁﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他１００ 飯尾航後援会 018-0435 にかほ市中三地字野手添４６ 飯尾　　航 井上　瑞江 R3.12.9 ｲｲｵｺｳｺｳｴﾝｶｲ

他１０１ 飯牟礼克年後援会 010-0914 秋田市保戸野千代田町１３－２６ローズコート千代田町２０１飯牟禮　克年 松岡　叡美 R3.1.4 ｲｲﾑﾚｶﾂﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他１０２ 石井清人後援会 018-1629 南秋田郡八郎潟町字中嶋１９４－２ 石井　秀樹 加藤　絹子 H24.11.1 ｲｼｲｷﾖﾄｺｳｴﾝｶｲ

他１０３ 石井ひろお後援会 010-0951 秋田市山王３－１－１５ 大久保　正樹 千葉　淳一 H22.4.1 ｲｼｲﾋﾛｵｺｳｴﾝｶｲ

他１０４ 石井光雅後援会 018-1713 南秋田郡五城目町馬場目字寺庭６０番地 石井　亥治 石井　利彦 H24.3.7 ｲｼｲﾐﾂﾏｻｺｳｴﾝｶｲ

他１０５ 石井雄二郎後援会 013-0205 横手市雄物川町字西ノ在家１３２－１ 石井　雄二郎 備前　次雄 H29.7.15 ｲｼｲﾕｳｼﾞﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他１０６ 石垣俊次後援会 012-1137 雄勝郡羽後町西馬音内堀回字元城下２９－１ 石垣　敏昭 西村　芳郎 H7.11.10 ｲｼｶﾞｷｼｭﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他１０７ 石垣博隆後援会 017-0839 大館市中山字中山１０３番地 関口　慎一 糸屋　由衛門 H27.2.25 ｲｼｶﾞｷﾀｶﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他１０８ 石川徹後援会 018-5336 鹿角市十和田錦木字浜田１１ 石川　典男 石川　公子 H9.1.27 ｲｼｶﾜﾄｵﾙｺｳｴﾝｶｲ

他１０９ 石川ひとみと共に歩む会 010-0962 秋田市八橋大畑一丁目６－１３ 五十嵐　正弘 石川　真正 H14.11.25 ｲｼｶﾜﾋﾄﾐﾄﾄﾓﾆｱﾕﾑｶｲ

他１１０ 石川隆一後援会 012-0051 湯沢市深堀字中川原107-１ 石川　隆一 石川　勇 H29.8.26 ｲｼｶﾜﾘｭｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他１１１ 石塚かしわ後援会 014-0004 大仙市泉町８－２８ 鈴木　勝博 髙橋　信太郎 H25.7.1 ｲｼｽﾞｶｶｼﾜｺｳｴﾝｶｲ

他１１２ 石田ひろし後援会 017-0896 大館市字大館１０５ 成田　栄一 立石　正直 S54.2.4 ｲｼﾀﾞﾋﾛｼｺｳｴﾝｶｲ

他１１３ 泉谷赳馬後援会 015-0014 由利本荘市石脇字山ノ神１１－４４９ 工藤　啓太 泉谷  赳馬 R3.1.18 ｲｽﾞﾐﾔｷｭｳﾏｺｳｴﾝｶｲ

他１１４ 伊勢潤後援会 010-0201 潟上市天王字上江川４７－５４４ 伊勢　潤 伊勢　みどり R3.1.23 ｲｾｼﾞｭﾝｺｳｴﾝｶｲ

他１１５ 市川雄次後援会 018-0132 にかほ市象潟町字鳥の海５－２８ 市川　雄次 市川　紀子 H8.1.15 ｲﾁｶﾜﾕｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他１１６ 一麦会 010-1424 秋田市御野場1-1-9 寺田　静 桑原　愛 R元.7.29 ｲﾁﾊﾞｸｶｲ

他１１７ いとうあつこ後援会 018-0143 にかほ市象潟町小砂川字カウヤ１５番地 伊東　温子 伊東　大作 H22.4.1 ｲﾄｳｱﾂｺｺｳｴﾝｶｲ

他１１８ 伊藤かずえい後援会 010-1417 秋田市四ツ小屋字笹葉９ 藤澤　實 鈴木　一彦 H22.11.13 ｲﾄｳｶｽﾞｴｲｺｳｴﾝｶｲ

他１１９ 伊藤巧一後援会 010-1224 秋田市雄和種沢字沼田４７ 今野　悟 伊藤　廣利 H18.5.1 ｲﾄｳｺｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他１２０ 伊藤孝年後援会 018-3201 山本郡藤里町藤琴字藤琴１２ 石田　勝則 市川　貞夫 H20.2.12 ｲﾄｳﾀｶﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他１２１ 伊藤たけし後援会 017-0012 大館市釈迦内字釈迦内１４９ 石田　強 菅原　忠敏 S61.8.18 ｲﾄｳﾀｹｼｺｳｴﾝｶｲ

他１２２ 伊藤たけふみ後援会 018-0143 にかほ市象潟町小砂川字清水場１４８－５１ 佐々木　正行 高橋　誠 H26.3.25 ｲﾄｳﾀｹﾌﾐｺｳｴﾝｶｲ

他１２３ 伊藤敏夫後援会 018-4421 北秋田郡上小阿仁村小沢田字釜渕１２－２ 伊藤　信雄 小林　強 H23.2.1 ｲﾄｳﾄｼｵｺｳｴﾝｶｲ

他１２４ 伊藤秀明後援会 018-4423 北秋田郡上小阿仁村仏社字高橋45－４ 武石　俊仁 萩野　進 H31.1.15 ｲﾄｳﾋﾃﾞｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他１２５ 伊藤福章後援会 019-1236 仙北郡美郷町上深井字松葉野１１６ 佐藤　繁美 渋谷　義勝 H1.2.11 ｲﾄｳﾌｸｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他１２６ 伊藤むねなり後援会 010-0342 男鹿市脇本脇本字兜ケ崎59番地 髙桑　繁 竹中　房恵 H29.3.16 ｲﾄｳﾑﾈﾅﾘｺｳｴﾝｶｲ

他１２７ 伊藤順男後援会 018-0721 由利本荘市大谷字冷尻７０－１ 深井　忠 伊藤　恵子 H9.2.19 ｲﾄｳﾖﾘｵｺｳｴﾝｶｲ

他１２８ 今川雄策連合後援会 010-0917 秋田市泉中央６丁目５－２４Jビル１０２号 佐藤　賢治 鎌田　博臣 H19.1.27 ｲﾏｶﾜﾕｳｻｸﾚﾝｺﾞｳｺｳｴﾝｶｲ

他１２９ 今野たかね後援会 016-0179 能代市浅内字成合下６０ 今野　伸義 今野　清孝 R3.11.7 ｲﾏﾉﾀｶﾈｺｳｴﾝｶｲ

他１３０ 岩船勝広後援会 018-5201 鹿角市花輪字妻ノ神５８－２ 柳澤　隆次 奥村　健一郎 R3.2.5 ｲﾜﾌﾈｶﾂﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他１３１ 岩本ゆうじ後援会 017-0012 大館市釈迦内字板子石７ 田畑　稔 三浦　兵治 H26.9.26 ｲﾜﾓﾄﾕｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他１３２ 岩谷政良後援会 010-0973 秋田市八橋本町四丁目１－２０ 船澤　久一 佐藤　光信 H19.1.17 ｲﾜﾔﾏｻﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他１３３ 上田隆後援会 013-0521 横手市大森町字大森１０４ 丹波　賢太郎 上田　昇一 H3.12.3 ｳｴﾀﾀｶｼｺｳｴﾝｶｲ

他１３４ うさみ康人と一緒に秋田を元気にする会 011-0942 秋田市土崎港東二丁目３－２９ 宇佐見　康人 宇佐見　昇平 H27.1.1 ｳｻﾐﾔｽﾋﾄﾄｲｯｼｮﾆｱｷﾀｦｹﾞﾝｷﾆｽﾙｶｲ

他１３５ うすい司の会 016-0131 能代市字鶴形208番地 宮腰　誠 薄井　真理子 H26.11.10 ｳｽｲﾂｶｻｺｳｴﾝｶｲ

他１３６ 瓜生のぞむ後援会 010-0201 潟上市天王字上江川47－1276 瓜生　望 瓜生　千春 H29.11.25 ｳﾘｭｳﾉｿﾞﾑｺｳｴﾝｶｲ

他１３７ Ａ・ＷＩＮＤ 明石ひろやす後援会 017-0804 大館市柄沢字山王台１６－２ 川田　諭 平泉　慎也 H11.2.15 ｴｳｲﾝﾄﾞｱｶｼﾋﾛﾔｽｺｳｴﾝｶｲ

他１３８ 遠藤忠裕後援会 013-0105 横手市平鹿町浅舞字浅舞２１７ 西成　忍 遠藤　健市 H21.9.5 ｴﾝﾄﾞｳﾀﾀﾞﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他１３９ 老松博行後援会 014-0021 大仙市川目字川目11４番地 池田　芳信 田仲　正一 H29.2.7 ｵｲﾏﾂﾋﾛﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他１４０ 大関嘉一後援会 015-0341 由利本荘市前郷字家岸７９－９ 阿部　満 阿部　只治 H11.9.29 ｵｵｾﾞｷｶｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他１４１ 大髙かける後援会 016-0151 能代市檜山字霧山下４番地１ 大髙　翔 森田　哲司 H29.10.20 ｵｵﾀｶｶｹﾙｺｳｴﾝｶｲ

他１４２ 大館北秋田建設業政治連盟 018-3301 北秋田市綴子字柳中１８ 北林　一成 萬　正一 H6.12.2 ｵｵﾀﾞﾃｼｷﾀｱｷﾀｸﾞﾝｹﾝｾﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１４３ 大館市の未来を創る会 018-5701 大館市比内町扇田字長岡４５ 田中　幸子 田中　伸夫 H31.4.1 ｵｵﾀﾞﾃｼﾉﾐﾗｲｦﾂｸﾙｶｲ

他１４４ 大館商工政和会 017-0044 大館市御成町二丁目８－１４ 佐藤　義晃 三ツ倉　和雄 S54.1.19 ｵｵﾀﾞﾃｼｮｳｺｳｾｲﾜｶｲ

他１４５ 大館トライ政策研究会 017-0895 大館市字長倉１２６　東北電力㈱大館営業所内 高橋　凌汰 高橋　凌汰 H12.11.15 ｵｵﾀﾞﾃﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他１４６ 大館力再生市民会議 017-0828 大館市向町２７ 福原　淳嗣 山内　巖 H23.3.1 ｵｵﾀﾞﾃﾘｮｸｻｲｾｲｼﾐﾝｶｲｷﾞ

他１４７ 太田豊秋後援会 012-1241 雄勝郡羽後町田代字旦金森１３８ 太田　豊秋 阿部　誠 H27.9.24 ｵｵﾀﾄﾖｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他１４８ 大日向香輝後援会 013-0217 横手市雄物川町道地家東１４３番地 佐藤　直紀 大日向　清隆 H29.2.9 ｵｵﾋﾅﾀｺｳｷｺｳｴﾝｶｲ

他１４９ 大曲トライ政策研究会 014-0013 大仙市朝日町１６－１５　東北電力㈱大曲営業所内 石井　博也 石井　博也 H12.11.15 ｵｵﾏｶﾞﾘﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他１５０ 大森みつのぶ後援会 018-3331 北秋田市鷹巣字愛宕下４０－１０ 大森　光信 檜森　正 H22.2.15 ｵｵﾓﾘﾐﾂﾉﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

他１５１ 大山豪後援会 012-0004 湯沢市二井田字掵上23 大山　豪 大山　陽子 H29.8.18 ｵｵﾔﾏｺﾞｳｺｳｴﾝｶｲ

他１５２ 大山りきち後援会 014-0113 大仙市堀見内字下田茂木２６ 小林　一雄 大釜　猛 H14.4.10 ｵｵﾔﾏﾘｷﾁｺｳｴﾝｶｲ

他１５３ オール秋田でつなぐ会 010-0951 秋田市山王三丁目１－７　東カンビル２F 佐藤　裕之 佐藤　忠 R3.3.12 ｵｰﾙｱｷﾀﾃﾞﾂﾅｸﾞｶｲ

他１５４ 小笠原しょうさく後援会 019-2111 大仙市土川字日渡花立野４の13 佐藤　主憲 斉藤　康徳 H29.7.1 ｵｶﾞｻﾜﾗｼｮｳｻｸｺｳｴﾝｶｲ

他１５５ 小笠原寿後援会 018-3316 北秋田市東横町５－８ 小笠原　寿 小笠原　美佳子 H22.2.16 ｵｶﾞｻﾜﾗﾋﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他１５６ 雄勝建設産業政治連盟 012-0857 湯沢市千石町二丁目１番１１号 髙嶋　伸夫 伊勢　禮晴 H25.12.11 ｵｶﾞﾁｹﾝｾﾂｻﾝｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１５７ 岡見よしと後援会 018-0726 由利本荘市岩谷麓字中谷地169 岡見　善孝 長谷部　芳勝 H29.6.24 ｵｶﾐﾖｼﾄｺｳｴﾝｶｲ

他１５８ 小川正文後援会 018-0411 にかほ市院内字城前７ 上山　正徳 小川　温子 H18.3.7 ｵｶﾞﾜﾏｻﾌﾐｺｳｴﾝｶｲ

他１５９ 小川光弘後援会 015-0051 由利本荘市川口八幡前38-1 柴田　和人 佐藤　仁 R3.7.7 ｵｶﾞﾜﾐﾂﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他１６０ 小田美恵子後援会 015-0051 由利本荘市川口字上菖蒲崎２８－１ 齋籐　久一 小田　敏 H7.1.14 ｵﾀﾞﾐｴｺｺｳｴﾝｶｲ

他１６１ 小野一彦後援会 015-0854 由利本荘市上大野85－１ 畠山　勉 小野　文彦 H31.1.17 ｵﾉｶﾂﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他１６２ 小野正伸後援会 019-1312 横手市金沢本町字田町４７－２ 佐藤　義孝 小野　勇吉 H15.12.14 ｵﾉｼｮｳｼﾝｺｳｴﾝｶｲ

他１６３ 小野寺まこと後援会 019-2741 秋田市河辺岩見字八慶４－４ 石塚　映 小野寺　明美 H16.3.15 ｵﾉﾃﾞﾗﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲ

他１６４ 小野立後援会 016-0846 能代市栄町６－１８ 小野　立 小野　平 H25.12.23 ｵﾉﾘｭｳｺｳｴﾝｶｲ

他１６５ 小畑きよし後援会 018-5751 大館市二井田字高村２４ 進藤　新昇 菅原　喜博 H14.11.1 ｵﾊﾞﾀｷﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他１６６ 小原まさてる後援会 013-0064 横手市上境字番匠田１１１ 菅谷　理市 松枝　英子 H23.3.8 ｵﾊﾞﾗﾏｻﾃﾙｺｳｴﾝｶｲ

他１６７ 小山緑郎後援会 014-0712 大仙市豊岡字大野中３７－３ 伊藤　進悦 小山　昭太郎 H15.10.1 ｵﾔﾏﾛｸﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他１６８ 利定己後援会 012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字本町９２ 利　定己 榊原　康夫 R2.2.19 ｶｶﾞｻﾀﾞﾐｺｳｴﾝｶｲ

他１６９ 加賀屋ちづ子後援会 011-0946 秋田市土崎港中央六丁目１３－４７ 中川　庄司 伊藤　紀久夫 H11.1.23 ｶｶﾞﾔﾁﾂﾞｺｺｳｴﾝｶｲ

他１７０ 柏原久寿後援会 019-0201 湯沢市泉沢字泉ノ里１６ 金子　忠久 半田　文隆 H12.3.9 ｶｼﾜﾊﾞﾗﾋｻｼｺｳｴﾝｶｲ

他１７１ 鹿角建設業政治連盟 018-5201 鹿角市花輪字扇の間１３番地 葛西　秀正 北林　良彦 H25.12.13 ｶﾂﾞﾉｹﾝｾﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他１７２ かづの２１懇話会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂五十刈５－３ 工藤　義幸 中村　吉夫 H15.6.10 ｶﾂﾞﾉﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾝﾜｶｲ
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他１７３ 鹿角の未来をつくる会 018-5201 鹿角市花輪字上花輪３４４ 関　厚 関　厚 R3.2.5 ｶﾂﾞﾉﾉﾐﾗｲｦﾂｸﾙｶｲ

他１７４ 加藤勝義後援会 019-0701 横手市増田町増田字新町１５１ 小坂　彦一 加藤　由利子 H25.5.17 ｶﾄｳｶﾂﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他１７５ 加藤しょうし後援会 012-0106 湯沢市三梨町字菻田１６２ 加藤　昭嗣 加藤　秀輔 H25.3.1 ｶﾄｳｼｮｳｼｺｳｴﾝｶｲ

他１７６ 加藤ひこじろう後援会 018-2101 山本郡三種町上岩川字西鰔渕１０６ 加藤　明義 加藤　智幸 H18.5.30 ｶﾄｳﾋｺｼﾞﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他１７７ かとう麻里後援会 019-1302 仙北郡美郷町金沢字元東根３２ 佐々木　長秀 奥山　順治 H22.10.9 ｶﾄｳﾏﾘﾚﾝｺﾞｳｺｳｴﾝｶｲ

他１７８ 加藤雄太後援会 013-0035 横手市平和町3番30号よねやＭＧビル101号室 佐々木　隆 加藤　雄太 R3.7.27 ｶﾄｳﾕｳﾀｺｳｴﾝｶｲ

他１７９ 加藤義康後援会 010-0341 男鹿市船越字内子２９４－８４６ 鈴木　清 加藤　邦夫 H2.11.24 ｶﾄｳﾖｼﾔｽｺｳｴﾝｶｲ

他１８０ 門脇あきゆき後援会 014-0515 仙北市西木町門屋字六本杉30－３ 門脇　晃幸 門脇　幸子 H30.1.14 ｶﾄﾞﾜｷｱｷﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他１８１ 門脇しょういち後援会（清流会） 014-0516 仙北市西木町小山田字高野２８ 元村　祐爾 菊田　順 H5.7.1 ｶﾄﾞﾜｷｼｮｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲｾｲﾘｭｳｶｲ

他１８２ 金澤大輔後援会 018-5201 鹿角市花輪字鉄砲２８－３ 金澤　大輔 金澤　ルミ子 H29.1.9 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲｽｹｺｳｴﾝｶｲ

他１８３ 金谷道男後援会 019-1603 大仙市太田町中里字二十町１０２－１ 伊藤　俊二 鈴木　長生 H17.7.1 ｶﾅﾔﾐﾁｵｺｳｴﾝｶｲ

他１８４ 兼子正寛後援会 018-0726 湯沢市皆瀬字沢梨台８－１ 兼子　雅博 佐藤　晴夫 H29.6.26 ｶﾈｺﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他１８５ 金田勝年後援会 016-0843 能代市中和１丁目１６－２ 菅原　廣悦 吉田　茂 H7.2.24 ｶﾈﾀｶﾂﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他１８６ 鎌田正後援会 019-2205 大仙市杉山田字家ノ前２５－１ 加藤　一弥 鎌田　静子 S62.11.8 ｶﾏﾀﾞﾀﾀﾞｼｺｳｴﾝｶｲ

他１８７ かめだ利美後援会 017-0205 鹿角郡小坂町大地字上羽ノ木田２４ 亀田　正己 奈良　道子 H21.3.18 ｶﾒﾀﾞﾄｼﾐｺｳｴﾝｶｲ

他１８８ 川口一後援会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字冷川４９ 多田　祥茂 工藤　義幸 H4.2.26 ｶﾜｸﾞﾁﾋﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他１８９ 川口博後援会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字野口１番地 秋本　繁雄 川口　広美 H25.3.10 ｶﾜｸﾞﾁﾋﾛｼｺｳｴﾝｶｲ

他１９０ 川口まさたけ後援会 010-0001 秋田市中通６－１５－１３ 進藤　政弘 能登谷　正人 H23.4.11 ｶﾜｸﾞﾁﾏｻﾀｹｺｳｴﾝｶｲ

他１９１ 神田清武後援会 010-0921 秋田市大町五丁目６－１２－４０５号 藤田　勝 渡部　伸 H31.1.1 ｶﾝﾀﾞｷﾖﾀｹｺｳｴﾝｶｲ

他１９２ がんばる市民の会 010-0951 秋田市山王二丁目１番５４号 升谷　昇平 高橋　洋子 H13.6.11 ｶﾞﾝﾊﾞﾙｼﾐﾝﾉｶｲ

他１９３ きくち時子後援会 016-0856 能代市藤山２３－１ 大塚　義千代 高橋　良栄 H11.3.25 ｷｸﾁﾄｷｺｺｳｴﾝｶｲ

他１９４ 菊地まもる後援会 018-0402 にかほ市平沢字中町９３ 加賀　雄一 菊地　政和 H18.1.17 ｷｸﾁﾏﾓﾙｺｳｴﾝｶｲ

他１９５ 北林康司後援会 010-0951 秋田市山王四丁目６－２０合同ビル２Ｆ 赤坂　栄紀 赤坂　栄紀 S57.7.1 ｷﾀﾊﾞﾔｼｺｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他１９６ 北林丈正後援会 018-3322 北秋田市住吉町４－１４ 奈良　浩平 伊藤　幸信 H18.7.29 ｷﾀﾊﾞﾔｼﾀｹﾏｻｺｳｴﾝｶｲ

他１９７ 希望ある未来への会 012-0827 湯沢市表町三丁目１番６号 菅原　大 菅原　政雄 H29.3.9 ｷﾎﾞｳｱﾙﾐﾗｲﾍﾉｶｲ

他１９８ 木村きよたか後援会 019-1108 横手市山内土渕字虫内８２ 石沢　達雄 伊藤　美佳子 H17.8.25 ｷﾑﾗｷﾖﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

他１９９ 木村けんいち後援会 018-4735 北秋田市阿仁比立内字前田表４１番地２ 松橋　善人 佐藤　英夫 R3.9.14 ｷﾑﾗｹﾝｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他２００ 木元利明後援会 010-0431 男鹿市払戸字大樋８８－２ 畠山　進 木元　鉄治 H18.3.13 ｷﾓﾄﾄｼｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他２０１ 桐越博樹後援会 018-3205 山本郡藤里町粕毛字清水岱７－１０５ 桐越　博樹 桐越　文子 R2.2.17 ｷﾘｺｼﾋﾛｷｺｳｴﾝｶｲ

他２０２ 沓沢正雄後援会 012-0104 湯沢市駒形町字八面清水田２２番地 沓沢　正雄 高橋　芳信 H25.2.20 ｸﾂｻﾞﾜﾏｻｵｺｳｴﾝｶｲ

他２０３ 工藤新一後援会 010-1424 秋田市御野場四丁目１０－９ 芳浦　修 深井　文雄 H25.4.1 ｸﾄﾞｳｼﾝｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他２０４ 工藤ともひこ後援会 010-1341 秋田市雄和芝野新波字樋口９番地１ 工藤　行雄 池田　幹雄 H31.2.5 ｸﾄﾞｳﾄﾓﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他２０５ 工藤政彦後援会 018-1851 南秋田郡五城目町内川浅見内字後田１００－４ 金子　久孝 遠藤　周司 R2.1.25 ｸﾄﾞｳﾏｻﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他２０６ 工藤みちこ後援会 018-1735 南秋田郡五城目町大川下樋口字古川敷１０－９ 工藤　途子 工藤　隆 R2.2.17 ｸﾄﾞｳﾐﾁｺｺｳｴﾝｶｲ

他２０７ 工藤よしのり後援会 010-0823 秋田市山内字田中１４３番地１ 田中　玲子 佐々木　清美 H18.11.1 ｸﾄﾞｳﾖｼﾉﾘｺｳｴﾝｶｲ

他２０８ くまがい重隆後援会 019-2625 秋田市河辺北野田高屋字雷谷地４７－２ 加賀谷　芳春 熊谷　鉄美 H17.1.1 ｸﾏｶﾞｲｼｹﾞﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

他２０９ 熊谷隆一後援会 019-1541 仙北郡美郷町土崎字上厨川１４７ 佐々木　輝男 柏谷　義長 H11.12.25 ｸﾏｶﾞｲﾘｭｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他２１０ くらおか誠後援会 018-5202 鹿角市尾去沢字瓜畑２４－２ 石川　勇一 佐々木　義美 H17.1.20 ｸﾗｵｶﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲ

他２１１ 栗山尚記後援会 018-5201 鹿角市花輪字下花輪１６８－２新町商店街振興組合内 栗山　尚記 山﨑　豊 H21.1.20 ｸﾘﾔﾏﾅｵｷｺｳｴﾝｶｲ

他２１２ 黒澤一夫後援会 018-5202 鹿角市尾去沢字下モ平１２－２ 安保　良悦 高杉　憲郎 H9.1.1 ｸﾛｻﾜｶｽﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他２１３ 黒澤芳彦後援会 018-4301 北秋田市米内沢字黒沢１５－２１ 生田嶋　照雄 髙橋　敏夫 H17.12.26 ｸﾛｻﾜﾖｼﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他２１４ KK観光推進会 010-0921 秋田市大町一丁目３番８号秋田ディライトビル４階 松村　讓裕 上野　恵市 H26.5.27 ｹｰｹｰｶﾝｺｳｽｲｼﾝｶｲ

他２１５ 現状維持を見直し隊 011-0946 秋田市土崎港中央七丁目２－29 船木　純 三浦　恵子 H31.1.17 ｹﾞﾝｼﾞｮｳｲｼﾞｦﾐﾅｵｼﾀｲ

他２１６ 幸福実現党秋田北後援会 018-2638 山本郡八峰町八森字茂浦３８－１３ 小笠原　忠 菅原　智 H21.6.4 ｺｳﾌｸｼﾞﾂｹﾞﾝﾄｳｱｷﾀｷﾀｺｳｴﾝｶｲ

他２１７ 幸福実現党秋田県本部 010-0971 秋田市八橋三和町1-26 佐藤　純郎 北口　和彦 H21.6.1 ｺｳﾌｸｼﾞﾂｹﾞﾝﾄｳｱｷﾀｹﾝﾎﾝﾌﾞ

他２１８ 幸福実現党秋田中央後援会 010-0943 秋田市土崎港南２－３－２０ 川口　信弘 北口　和彦 H22.1.8 ｺｳﾌｸｼﾞﾂｹﾞﾝﾄｳｱｷﾀﾁｭｳｵｳｺｳｴﾝｶｲ

他２１９ 幸福実現党秋田南後援会 013-0105 横手市平鹿町浅舞字小泉３３０ 伊藤　透 内山　雅彰 H21.6.5 ｺｳﾌｸｼﾞﾂｹﾞﾝﾄｳﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｺｳｴﾝｶｲ

他２２０ 公明党を支援する秋田県民の会 010-0943 秋田市川尻御休町１４－４５ 田口　聡 雲雀　俊亮 H10.4.6 ｺｳﾒｲﾄｳｦｼｴﾝｽﾙｱｷﾀｹﾝﾐﾝﾉｶｲ

他２２１ 小木田喜美雄後援会 010-0064 秋田市牛島南二丁目１－１３ 髙橋　一征 渡辺　新 H10.12.10 ｺｷﾞﾀｷﾐｵｺｳｴﾝｶｲ

他２２２ 国際勝共連合秋田県本部 011-0955 秋田市山王中島町１４－１９ーB205 笠原　尚子 岸　隆康 H16.5.1 ｺｸｻｲｼｮｳｷｮｳﾚﾝｺﾞｳｱｷﾀｹﾝﾎﾝﾌﾞ

他２２３ 児玉悦朗後援会 018-5201 鹿角市花輪字平元古館１番地２ 小鴨　健一 小田切　良一 H24.7.30 ｺﾀﾞﾏｴﾂﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他２２４ 児玉信長後援会 018-2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳４３－１ 児玉　勝一 小玉　勝紀 S59.3.10 ｺﾀﾞﾏﾉﾌﾞﾅｶﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２２５ 児玉春雄後援会 010-0201 潟上市天王字上の台１３ 金子　安夫 柏崎　博 H12.9.28 ｺﾀﾞﾏﾊﾙｵｺｳｴﾝｶｲ

他２２６ 児玉政明後援会 018-5201 鹿角市花輪字元苗代５６ 柳澤　隆次 奥村　健一郎 H21.1.27 ｺﾀﾞﾏﾏｻｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他２２７ ごとう健後援会 016-0855 能代市西大瀬23番地１ 織田　尚明 秋田　武英 H30.11.16 ｺﾞﾄｳｹﾝｺｳｴﾝｶｲ

他２２８ 後藤忠保後援会 012-1116 雄勝郡羽後町高尾田字家ノ下１９ 後藤　惣助 後藤　忠保 H28.1.14 ｺﾞﾄｳﾀﾀﾞﾔｽｺｳｴﾝｶｲ

他２２９ こども・保育政治連盟秋田県支部 010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 稲葉　盛栄 今野　真保 H31.4.1 ｺﾄﾞﾓ･ﾎｲｸｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞ

他２３０ 小林悦次後援会 018-4412 北秋田郡上小阿仁村五反沢字五反沢１６ 小林　重太郎 小林　豪夫 R2.10.21 ｺﾊﾞﾔｼｴﾂｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２３１ 小林一夫後援会 010-1503 秋田市下浜羽川字二十町７３ 大友　康二 中村　徹 H10.8.8 ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他２３２ 小林幸悦後援会 014-0344 仙北市角館町西長野堂の前２ 伊藤　隆一郎 佐藤　博之 H11.11.14 ｺﾊﾞﾔｼｺｳｴﾂｺｳｴﾝｶｲ

他２３３ 小林さとる後援会 018-1401 潟上市昭和大久保字街道下７０ 高橋　憲人 小林　繁 H23.4.25 ｺﾊﾞﾔｼｻﾄﾙｺｳｴﾝｶｲ

他２３４ 小林信後援会 018-4421 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原２１３ 田中　安規 田中　文隆 H11.2.4 ｺﾊﾞﾔｼﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲ

他２３５ 小松栄治後援会 019-2112 大仙市字刈和野２２７(郵送先は備考欄) 土井　裕一 佐藤　聖臣 H2.9.1 ｺﾏﾂｴｲｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２３６ 小松こういち後援会 015-0064 由利本荘市万願寺字館ノ内55-3 須田　純悦 小松　哲男 H29.6.1 ｺﾏﾂｺｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他２３７ 小松たける後援会 010-0963 秋田市八橋大沼町１５－３０ 藍原　博 小松　佑子 H15.1.4 ｺﾏﾂﾀｹﾙｺｳｴﾝｶｲ

他２３８ 小松穂積後援会 010-0431 男鹿市払戸字小深見９９－１ 小松　一夫 小松　二千六 H5.1.20 ｺﾏﾂﾎﾂﾞﾐｺｳｴﾝｶｲ

他２３９ 小森久博後援会 018-3205 山本郡藤里町粕毛字春日野９３ 安保　敏昭 村岡　幹白 H20.1.30 ｺﾓﾘﾋｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他２４０ 近藤健一郎後援会 018-4301 北秋田市米内沢字上強瀬５３－２ 武石　一男 楢岡　武彦 H12.6.11 ｺﾝﾄﾞｳｹﾝｲﾁﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他２４１ 斎藤光司後援会 019-0514 横手市十文字町睦合字川前１４７ 信太　政男 宮野　勝男 H11.12.2 ｻｲﾄｳｺｳｼｺｳｴﾝｶｲ

他２４２ 齋藤聡後援会 018-0103 にかほ市象潟町字上狐森９-195 齋藤　聡 齋藤　貞雄 H30.2.2 ｻｲﾄｳｻﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他２４３ さいとう滋宣後援会 018-3143 能代市二ツ井町字下野６７－２２ 金田　修身 伊藤　与四郎 H2.12.16 ｻｲﾄｳｼｹﾞﾉﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２４４ 齋藤晋後援会 018-1706 南秋田郡五城目町字下タ町５７番地 渡邉　誠一 渡辺　正志 H24.2.14 ｻｲﾄｳｽｽﾑｺｳｴﾝｶｲ

他２４５ 齋藤進後援会 018-0151 にかほ市象潟町横岡字仲田60番地２ 齋藤　光治 齋藤　康昭 H29.12.1 ｻｲﾄｳｽｽﾑｺｳｴﾝｶｲ

他２４６ さいとう善悦後援会 010-1222 秋田市雄和石田字中大部３０ 牧野　正則 齋藤　利廣 H1.7.29 ｻｲﾄｳｾﾞﾝｴﾂｺｳｴﾝｶｲ

他２４７ さいとう勝後援会 010-0802 秋田市外旭川字神田５７３－６ 藤井　翼 藤田　實 H14.12.16 ｻｲﾄｳﾏｻﾙｺｳｴﾝｶｲ

他２４８ さいとう光春後援会 018-0311 にかほ市金浦字上林４－25 阿部　一之助 齋藤　昭子 H30.1.29 ｻｲﾄｳﾐﾂﾊﾙｺｳｴﾝｶｲ

他２４９ 斎藤ゆうし後援会 018-0402 にかほ市平沢字上町57－３ 佐藤　竜博 齋藤　鈴子 R3.10.8 ｻｲﾄｳﾕｳｼｺｳｴﾝｶｲ

他２５０ 佐々木勝理後援会 018-0117 にかほ市象潟町字浜畑５９－３ 今野　敬夫 佐々木　さち子 H18.2.7 ｻｻｷｶﾂﾐﾁｺｳｴﾝｶｲ

他２５１ 佐々木慶治後援会 018-0904 由利本荘市岩野目沢字福沢２５ 鈴木　輝秋 東海林　正弘 H16.1.10 ｻｻｷｹｲｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２５２ 佐々木こうじ後援会 018-0402 にかほ市平沢字上町43 倉石　茂樹 小川　憲朗 H30.1.15 ｻｻｷｺｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２５３ 佐々木てつお後援会 019-0802 雄勝郡東成瀬村岩井川字村中２６－２ 谷藤　怜子 菊地　菊雄 H14.2.20 ｻｻｷﾃﾂｵｺｳｴﾝｶｲ

他２５４ 佐々木則夫後援会 015-0852 由利本荘市一番堰214-4 佐々木　正明 佐々木　めぐみ R3.6.19 ｻｻｷﾉﾘｵｺｳｴﾝｶｲ

他２５５ 佐々木仁茂後援会 018-1746 南秋田郡五城目町小池字森山下７６ 佐々木　正男 工藤　清彦 H24.2.17 ｻｻｷﾋﾄﾓｺｳｴﾝｶｲ

他２５６ ささき文明後援会 018-3205 山本郡藤里町粕毛字喜右エ門岱９８－１ 小山　初美 佐々木　富泰 H23.6.6 ｻｻｷﾌﾐｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他２５７ 佐々木まさかつ後援会 018-0402 にかほ市平沢字石橋６－６ 髙階　峯生 小松　一博 H30.2.4 ｻｻｷﾏｻｶﾂｺｳｴﾝｶｲ

他２５８ ささきまさし後援会 018-4621 北秋田市阿仁荒瀬字段ノ上44番地 佐々木　正史 福嶋　相 R3.8.30 ｻｻｷﾏｻｼｺｳｴﾝｶｲ
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他２５９ 佐々木やすひろ後援会 012-1126 雄勝郡羽後町杉宮字田畑48 佐々木　康寛 佐々木　秋雄 H27.11.20 ｻｻｷﾔｽﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他２６０ 佐々木雄太後援会 018-0433 にかほ市畑字福田75-1 佐々木　雄太 佐藤　幸毅 H26.1.6 ｻｻｷﾕｳﾀｺｳｴﾝｶｲ

他２６１ 佐々木吉一後援会 018-3201 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇１１２－１ 淡路　勝廣 佐々木　光雄 H12.2.21 ｻｻｷﾖｼｶｽﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２６２ 笹本真司後援会 018-5201 鹿角市花輪字新田町３０　関貸家２階 笹本　真司 笹本　真司 R3.1.22 ｻｻﾓﾄｼﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２６３ 佐竹のりひさ鹿角後援会 018-5141 鹿角市八幡平字永代地５０番地 柳澤　隆次 佐藤　弘毅 H28.11.19 ｻﾀｹﾉﾘﾋｻｶﾂﾞﾉｺｳｴﾝｶｲ

他２６４ 佐竹のりひさ後援会 010-0951 秋田市山王三丁目１－７　東カンビル２F 坂本　哲也 吉末　悟 H9.3.6 ｻﾀｹﾉﾘﾋｻｺｳｴﾝｶｲ

他２６５ 佐竹のりひさ小坂町後援会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈５－３ 川口　一 浅利　和彦 H25.4.5 ｻﾀｹﾉﾘﾋｻｺｻｶﾏﾁｺｳｴﾝｶｲ

他２６６ 佐藤愛子後援会 012-0033 湯沢市清水町五丁目１－８ 佐藤　愛子 柴田　均 R3.1.20 ｻﾄｳｱｲｺｺｳｴﾝｶｲ

他２６７ 佐藤いくお後援会 014-0207 大仙市長野字下川原２１－１ 熊谷　勲 高橋　長一郎 H25.7.1 ｻﾄｳｲｸｵｺｳｴﾝｶｲ

他２６８ 佐藤勇後援会 015-0414 由利本荘市矢島町立石字悪戸１４５ 山田　利昭 青木　資朗 H20.5.2 ｻﾄｳｲｻﾑｺｳｴﾝｶｲ

他２６９ 佐藤かずお後援会 019-0404 湯沢市高松字久根合１３９ 佐藤　一夫 前田　貞一 R3.1.12 ｻﾄｳｶｽﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他２７０ 佐藤賢一郎連合後援会 017-0044 大館市御成町３－７－１７ 石田　雅男 佐藤　忠 H12.1.23 ｻﾄｳｹﾝｲﾁﾛｳﾚﾝｺﾞｳｺｳｴﾝｶｲ

他２７１ 佐藤健司後援会 015-0041 由利本荘市薬師堂字堂ノ下49 佐藤　満 阿部　千良 H29.5.10 ｻﾄｳｹﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２７２ 佐藤こうえつ後援会 010-1408 秋田市上北手大戸字関上２１８ー１ 熊谷　勝 佐藤　宏悦 H22.12.10 ｻﾄｳｺｳｴﾂｺｳｴﾝｶｲ

他２７３ 佐藤じいち後援会 018-0432 にかほ市水沢字堤ノ下43 佐藤　幸一 佐藤　典之 H30.1.10 ｻﾄｳｼﾞｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他２７４ 佐藤重信後援会 018-1733 南秋田郡五城目町大川谷地中字原嶋４６ 佐藤　久男 佐藤　清美 H12.2.4 ｻﾄｳｼｹﾞﾉﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２７５ 佐藤重光後援会 018-3333 北秋田市坊沢字水上沢４３ 佐藤　茂延 大川　康具 H7.8.20 ｻﾄｳｼｹﾞﾐﾂｺｳｴﾝｶｲ

他２７６ 佐藤純子後援会 010-1605 秋田市新屋勝平町１１－２６ 工藤　一紘 嶋田　宗雄 H13.8.26 ｻﾄｳｼﾞｭﾝｺｺｳｴﾝｶｲ

他２７７ さとう真二後援会 018-4431 北秋田郡上小阿仁村大林字谷地５５ 鈴木　孝明 鈴木　孝明 H23.3.6 ｻﾄｳｼﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２７８ 佐藤しん平後援会 018-3505 大館市早口字上野１３ 武藤　定昭 五十嵐　強 H27.3.8 ｻﾄｳｼﾝﾍﾟｲｺｳｴﾝｶｲ

他２７９ さとう晋後援会 019-0524 横手市十文字町字本町８ 藤倉　繁 佐藤　峰子 H11.10.11 ｻﾄｳｽｽﾑｺｳｴﾝｶｲ

他２８０ 佐藤大成後援会 014-0515 仙北市西木町門屋東田２０ 佐藤　大成 八巻　果こ H25.11.1 ｻﾄｳﾀｲｾｲｺｳｴﾝｶｲ

他２８１ さとう大成後援会 019-1401 仙北郡美郷町鑓田字馬町114-2 髙橋　大成 佐藤　良一 R3.6.1 ｻﾄｳﾀｲｾｲｺｳｴﾝｶｲ

他２８２ 佐藤忠久後援会 013-0501 横手市大森町板井田字北松田６４ 髙村　正友 佐藤　仁 H7.10.1 ｻﾄｳﾀﾀﾞﾋｻｺｳｴﾝｶｲ

他２８３ 佐藤としお後援会 010-0101 潟上市天王字追分西２０－１ 桜庭　建一 佐藤　ひとみ H27.2.3 ｻﾄｳﾄｼｵｺｳｴﾝｶｲ

他２８４ 佐藤ともかず後援会 016-0171 能代市河戸川字新屋布１６４－２ 佐藤　秋夫 佐藤　八重子 H25.10.31 ｻﾄｳﾄﾓｶｽﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２８５ 佐藤なおや後援会 018-0311 にかほ市金浦字赤石38番地 佐藤　直哉 佐藤　直 H30.1.28 ｻﾄｳﾅｵﾔｺｳｴﾝｶｲ

他２８６ 佐藤のぶき後援会 018-2401 山本郡三種町鵜川字大曲５３－２ 成田　浩美 小川　稔 H26.8.17 ｻﾄｳﾉﾌﾞｷｺｳｴﾝｶｲ

他２８７ 佐藤元後援会 018-0436 にかほ市樋目野字百目木６ー２ 佐藤　仁志 佐藤　紘三 H20.5.17 ｻﾄｳﾊｼﾞﾒｺｳｴﾝｶｲ

他２８８ 佐藤久勝後援会 018-5604 大館市軽井沢字下岱２０－３８ 斎藤　孝治 柴田　幸成 H14.11.23 ｻﾄｳﾋｻｶﾂｺｳｴﾝｶｲ

他２８９ 佐藤廣久後援会 010-0873 秋田市千秋城下町４－２６ 鈴木　恒生 冨岡　洋子 H19.2.1 ｻﾄｳﾋﾛﾋｻｺｳｴﾝｶｲ

他２９０ 佐藤ふみあき後援会 018-0413 にかほ市馬場字細久保５６ 佐藤　英一 奥山　金弥 H11.7.1 ｻﾄｳﾌﾐｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他２９１ 佐藤文信後援会 018-3454 北秋田市脇神字脇神囲ノ内８１ 中嶋　巖 佐藤　雅人 H20.5.1 ｻﾄｳﾌﾐﾉﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２９２ 佐藤まこと後援会 010-0511 男鹿市船川港船川字海岸通り二号２－１７ 船木　博明 太田　勸 H22.1.10 ｻﾄｳﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲ

他２９３ 佐藤まさひろ後援会 013-0102 横手市平鹿町醍醐字中篭田８ 泉　孝文 飛田　清 H17.9.1 ｻﾄｳﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他２９４ 佐藤まさる後援会 012-0107 湯沢市稲庭町字三嶋91 髙橋　政介 杉山　政介 R3.6.13 ｻﾄｳﾏｻﾙｺｳｴﾝｶｲ

他２９５ 佐藤みじろう後援会 010-0511 男鹿市船川港船川字船川６９ 菅原　茂 佐藤  子 H7.3.5 ｻﾄｳﾐｼﾞﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他２９６ 佐藤光子後援会 018-4273 北秋田市根田字家ノ下５１－２ 櫻田　博 三浦　昌幸 H22.2.23 ｻﾄｳﾐﾂｺｺｳｴﾝｶｲ

他２９７ 佐藤芳雄後援会 019-1901 大仙市南外字悪戸野６０ 佐藤　清悦 佐藤　京子 H4.1.28 ｻﾄｳﾖｼｵｺｳｴﾝｶｲ

他２９８ 佐藤よしただ後援会 019-0803 大館市東台６丁目７－１２ 西村　久進 田中　晃二 H22.4.17 ｻﾄｳﾖｼﾀﾀﾞｺｳｴﾝｶｲ

他２９９ 佐藤義久後援会 018-1402 潟上市昭和乱橋下畑９１－１ 佐藤　義久 佐藤　美喜男 H21.5.20 ｻﾄｳﾖｼﾋｻｺｳｴﾝｶｲ

他３００ 佐藤義之後援会 015-0417 由利本荘市矢島町元町字新所53 土田　与七郎 佐藤　隆一 H29.7.20 ｻﾄｳﾖｼﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他３０１ 佐藤隆盛後援会 014-0801 大仙市戸地谷字大和田１１９ 進藤　豊和 佐々木　隆美 H11.9.4 ｻﾄｳﾘｭｳｾｲｺｳｴﾝｶｲ

他３０２ 沢井昭二郎後援会 018-1415 潟上市昭和豊川竜毛字轌田１５ 沢井　修 川上　泰雄 R3.12.9 ｻﾜｲｼｮｳｼﾞﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他３０３ 塩田勉後援会 013-0206 横手市雄物川町二井山字二井山１４０ 大塚　昭一 遠藤　勇孝 H11.12.23 ｼｵﾀﾂﾄﾑｺｳｴﾝｶｲ

他３０４ 獅子の会 015-0001 由利本荘市砂子下１１３－９ 三浦　俊一 髙野　陽子 H16.10.12 ｼｼﾉｶｲ

他３０５ 柴田忍後援会 013-0105 横手市平鹿町浅舞字豊前17 柴田　忍 柴田　忍 R3.9.1 ｼﾊﾞﾀｼﾉﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３０６ 柴田知之後援会 012-1131 雄勝郡羽後町西馬音内字本町１番地 柴田　知之 佐藤　秀人 H27.11.1 ｼﾊﾞﾀﾄﾓﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他３０７ 柴田まさとし後援会 013-0214 横手市雄物川町柏木字三ツ屋２０ 利　源四郎 髙橋　和博 H14.8.27 ｼﾊﾞﾀﾏｻﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他３０８ 嶋津宣美後援会 018-2509 山本郡八峰町峰浜沼田字家ノ下１５６番地２ 小林　光男 嶋津　宣美 H26.3.1 ｼﾏｽﾞﾉﾘﾐｺｳｴﾝｶｲ

他３０９ 市民参加の政治を実現する会 011-0946 秋田市土崎港中央１－１２－１８ 倉田　芳浩 倉田　光子 H18.10.19 ｼﾐﾝｻﾝｶﾉｾｲｼﾞｦｼﾞﾂｹﾞﾝｽﾙｶｲ

他３１０ 社会民主主義フォーラム 010-0001 秋田市中通6丁目7番36号フォーラムアキタ 石田   寛 藤枝  隆博 R3.4.25 ｼｬｶｲﾐﾝｼｭｼｭｷﾞﾌｫｰﾗﾑ

他３１１ ＪＡＭ秋田政治連盟 015-0872 由利本荘市瓦谷地１－２ 三浦　勝 大八木　和彦 H12.8.7 ｼﾞｬﾑｱｷﾀｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３１２ じゅんろうと共ににかほ市をもっと元気にする会後援会018-0126 にかほ市象潟町字一丁目塩越23 佐藤　純郎 池田　光男 H29.7.7 ｼﾞｭﾝﾛｳﾄﾄﾓﾆﾆｶﾎｼｦﾓｯﾄｹﾞﾝｷﾆｽﾙｶｲｺｳｴﾝｶｲ

他３１３ 勝山会 011-0901 秋田市寺内字蛭根８５－７ 辻　良之 佐野　元彦 H26.8.28 ｼｮｳｻﾞﾝｶｲ

他３１４ 庄司紘八後援会 016-0115 能代市字悪戸２７－１ 夏井　光彦 浅野　和一郎 H14.12.6 ｼｮｳｼﾞｺｳﾔｺｳｴﾝｶｲ

他３１５ 東海林洋後援会 019-0112 湯沢市下院内字常盤町１０７ 東海林　洋 東海林　留美子 H17.9.13 ｼｮｳｼﾞﾖｳｺｳｴﾝｶｲ

他３１６ 進藤かねひこ秋田県後援会連絡協議会 010-1424 秋田市御野場三丁目４番３号 髙貝　久遠 倉部　明彦 R3.12.7 ｼﾝﾄﾞｳｶﾈﾋｺｱｷﾀｹﾝｺｳｴﾝｶｲﾚﾝﾗｸｷｮｳｷﾞｶｲ

他３１７ 菅大輔後援会 017-0005 大館市花岡町字神山７６ 中田　信直 中村　勲 S61.7.17 ｽｶﾞﾀﾞｲｽｹｺｳｴﾝｶｲ

他３１８ 菅義偉秋田ふるさと後援会 012-0823 湯沢市湯ノ原２－２－５１ 高久　臣一 加賀谷　政美 H21.1.10 ｽｶﾞﾖｼﾋﾃﾞｱｷﾀﾌﾙｻﾄｺｳｴﾝｶｲ

他３１９ 菅原明雅後援会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字上田表15-13 和田　昌剛 菅原　明雅 R2.3.1 ｽｶﾞﾜﾗｱｷﾏｻｺｳｴﾝｶｲ

他３２０ すがわらきよし後援会 013-0105 横手市平鹿町浅舞字伊勢堂88 佐々木　又英 菅原　亀代嗣 H29.7.7 ｽｶﾞﾜﾗｷﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他３２１ 菅原きよし後援会 010-0916 秋田市泉北四丁目１７－７ 菅野　宗一 菅原　亀代嗣 R3.2.22 ｽｶﾞﾜﾗｷﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他３２２ 菅原恵悦後援会 019-0514 横手市十文字町睦合字下谷地２３１ 小川　誠悦 伊藤　孝信 H12.1.28 ｽｶﾞﾜﾗｹｲｴﾂｺｳｴﾝｶｲ

他３２３ すがわら隆文後援会 018-3155 能代市二ツ井町字比井野１１１－１ 畠山　定雄 菅原　未来子 H20.5.7 ｽｶﾞﾜﾗﾀｶﾌﾐｺｳｴﾝｶｲ

他３２４ 菅原琢哉後援会 011-0913 秋田市飯島鼠田三丁目５－１９ 菅原　琢哉 菅原　勝子 H14.9.13 ｽｶﾞﾜﾗﾀｸﾔｺｳｴﾝｶｲ

他３２５ 菅原正志後援会 013-0102 横手市平鹿町醍醐字四ツ屋４４ 奥　勝也 佐々木日出幸 H25.7.31 ｽｶﾞﾜﾗﾀﾀﾞｼｺｳｴﾝｶｲ

他３２６ 菅原秀雄と潟上市の向上を目指す会 010-0201 潟上市天王字三枚橋下２ 菅原　秀雄　 菅原　智子 H29.9.1 ｽｶﾞﾜﾗﾋﾃﾞｵﾄｶﾀｶﾞﾐｼﾉｺｳｼﾞｮｳｦﾒｻﾞｽｶｲ

他３２７ 菅原龍太郎後援会 018-1401 潟上市昭和大久保字宮の前１０５ 高橋　善祐 菅原　真弓 R3.2.25 ｽｶﾞﾜﾗﾘｭｳﾀﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他３２８ 杉田えみ後援会 010-0971 秋田市八橋三和町１－26 杉田　愛弥 杉田　愛弥 H30.6.23 ｽｷﾞﾀｴﾐｺｳｴﾝｶｲ

他３２９ 杉渕一弘後援会 018-4201 北秋田市増沢字村並117番地 杉渕　茂秋 奈良　俊幹 H30.1.15 ｽｷﾞﾌﾞﾁｶｽﾞﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他３３０ 杉本としひこ後援会 010-0511 男鹿市船川港船川字元浜町193－２ 杉本　俊比古 杉本　光 H29.3.16 ｽｷﾞﾓﾄﾄｼﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他３３１ 鈴木勝雄後援会 013-0066 横手市塚堀字般若寺４５ 佐藤　茂 鈴木　敏夫 H7.2.12 ｽｽﾞｷｶﾂｵｺｳｴﾝｶｲ

他３３２ 寿松木孝後援会 013-0348 横手市大雄字田根森４１－４ 寿松木　孝 寿松木由喜子 H25.5.8 ｽｽﾞｷｺｳｺｳｴﾝｶｲ

他３３３ 鈴木さとし後援会 010-0037 秋田市楢山愛宕下14-11 福木　幹郎 柳原　久美夫 H22.11.15 ｽｽﾞｷｻﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他３３４ 鈴木そうじ後援会 018-1401 潟上市昭和大久保字堤の上９１－８２ 菅原　伊久雄 中山　正利 H25.10.20 ｽｽﾞｷｿｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３３５ 鈴木雄大後援会 010-0201 潟上市天王字羽立１７５ 三浦　正義 藤田　浩 H27.1.1 ｽｽﾞｷﾀｹﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他３３６ 鈴木司後援会 010-0101 潟上市天王字追分西９９－２９ 長門　幸矢 鈴木　菊男 R3.10.8 ｽｽﾞｷﾂｶｻｺｳｴﾝｶｲ

他３３７ 鈴木勉後援会 018-1305 由利本荘市岩城二古字横砂子58-159 鈴木　勉 鈴木　勉 R3.6.15 ｽｽﾞｷﾂﾄﾑｺｳｴﾝｶｲ

他３３８ 鈴木まさひろ後援会 019-1404 仙北郡美郷町六郷町六郷字西高方町９９番地４ 鈴木　正洋 鈴木　千春 R3.3.10 ｽｽﾞｷﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他３３９ 鈴木真実後援会 018-1513 南秋田郡井川町黒坪字小泉36 勝田　誠 鈴木　孝 H31.1.29 ｽｽﾞｷﾏﾐｺｳｴﾝｶｲ

他３４０ 鈴木もとあきと男鹿の未来づくりの会後援会010-0511 男鹿市船川港船川字鳥屋場１番地423 鈴木　元章 鈴木　智佳子 H29.12.3 ｽｽﾞｷﾓﾄｱｷﾄｵｶﾞﾉﾐﾗｲｽﾂﾞｸﾘﾉｶｲｺｳｴﾝｶｲ

他３４１ すずき洋一後援会 017-0045 大館市中道３丁目１番５０号 戸田　直人 川田　宏明 H2.3.1 ｽｽﾞｷﾖｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他３４２ 鈴木よしかつ後援会 019-1236 仙北郡美郷町上深井字松葉野１１８ 佐藤　時夫 鈴木　美穂子 H17.5.10 ｽｽﾞｷﾖｼｶﾂｺｳｴﾝｶｲ

他３４３ 住谷達後援会 012-0031 湯沢市鶴館３９－４セントラルビル２F２０２号 住谷　達 髙橋　真紀子 H29.3.7 ｽﾐﾀﾆﾄｵﾙｺｳｴﾝｶｲ

他３４４ 税理士による金田勝年後援会 016-0843 能代市中和一丁目8番37号 櫻井　康 平川　孝信 H22.11.22 ｾﾞｲﾘｼﾆﾖﾙｶﾈﾀﾞｶﾂﾄｼｺｳｴﾝｶｲ



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 ﾖﾐ

その他団体一覧

他３４５ 税理士による寺田学後援会 010-0951 秋田市山王６丁目５番９号 佐々木　茂美 宇佐見　康伸 H22.12.12 ｾﾞｲﾘｼﾆﾖﾙﾃﾗﾀﾏﾅﾌﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３４６ 税理士による中泉松司後援会 010-0511 男鹿市船川港船川字小沢田１７番地の２ 和田　英幸 山本　登 H27.1.31 ｾﾞｲﾘｼﾆﾖﾙﾅｶｲｽﾞﾐﾏﾂｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３４７ 税理士による村岡敏英後援会 015-0855 由利本荘市二番堰36－４ 鈴木　正男 三浦　秀明 H26.1.11 ｾﾞｲﾘｼﾆﾖﾙﾑﾗｵｶﾄｼﾋﾃﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３４８ 関厚後援会 018-5201 鹿角市花輪字上花輪３４４ 関　厚 関　厚 R3.2.5 ｾｷｱﾂｼｺｳｴﾝｶｲ

他３４９ せきぐち正則後援会 018-4515 北秋田市阿仁前田字神成８２ 佐藤　恵治 金沢　照男 H22.2.1 ｾｷｸﾞﾁﾏｻﾉﾘｺｳｴﾝｶｲ

他３５０ 全国小売酒販政治連盟秋田県支部 010-0912 秋田市保戸野千代田町３－49 伊藤　文雄 伊藤　文雄 H7.4.27 ｾﾞﾝｺｸｺｳﾘｼｭﾊﾝｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞ

他３５１ 全国たばこ耕作者政治連盟秋田県支部 010-0003 秋田市東通一丁目１－２３ 加藤　義康 高橋　純 S40.6.1 ｾﾞﾝｺｸﾀﾊﾞｺｺｳｻｸｼｬｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞ

他３５２ 全国旅館政治連盟秋田県支部 010-0921 秋田市大町一丁目３番８号秋田ディライトビル４Ｆ 松村　讓裕 松村　讓裕 S47.10.30 ｾﾞﾝｺｸﾘｮｶﾝｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞ

他３５３ 全日本不動産政治連盟秋田県本部 010-0951 秋田市山王五丁目９番１１号山王ガーデンビル１F-B 目黒　和磨 佐藤　光三 H15.3.1 ｾﾞﾝﾆﾎﾝﾌﾄﾞｳｻﾝｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝﾎﾝﾌﾞ

他３５４ 仙北建設業政治連盟 014-0063 大仙市大曲日の出町２－５－２２ 佐藤　吉博 北小路　聡 H25.12.18 ｾﾝﾎﾞｸｹﾝｾﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他３５５ 全力加速あきた 010-0851 秋田市手形字大沢44－１３ 若松　尚利 若松　尚利 R3.3.1 ｲﾜﾌﾈｶﾂﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他３５６ 相馬えみ子後援会 017-0878 大館市川口字洞バミ４５－７１ 鈴木　義教 相馬　忠雄 H3.3.5 ｿｳﾏｴﾐｺｺｳｴﾝｶｲ

他３５７ 大仙昌龍会 014-0103 大仙市高関上郷字大村4-9 鈴木　昌幸 渡邉　直 R3.8.15 ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳﾘｭｳｶｲ

他３５８ 田井博之後援会 010-0511 男鹿市船川港船川字鳥屋場１－２１１ 田井　博之 明石　静香 R3.11.9 ﾀｲﾋﾛﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他３５９ 高久昭二後援会 014-0314 仙北市角館町岩瀬１６９ 佐々木　敏男 黒澤　宏 H23.4.17 ﾀｶｸｼｮｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３６０ 髙橋かずき後援会 013-0028 横手市朝倉町３－33 髙橋　和樹 阿部　三琅 H25.6.21 ﾀｶﾊｼｶｽﾞｷｺｳｴﾝｶｲ

他３６１ 髙橋和子後援会 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見字上原１６７－５ 佐藤　郁夫 藤原　和男 H16.2.2 ﾀｶﾊｼｶｽﾞｺｺｳｴﾝｶｲ

他３６２ 高橋克己後援会 012-0824 湯沢市裏門二丁目２－３ 須田　治哉 藤原　利哉 H15.2.2 ﾀｶﾊｼｶﾂﾐｺｳｴﾝｶｲ

他３６３ 高橋賢一後援会 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見字上貝沢４ 鈴木　富未雄 佐藤　勉 H10.5.28 ﾀｶﾊｼｹﾝｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他３６４ 高橋ごう後援会 014-0352 仙北市角館町外ノ山２２－４ 藤田　真秀 柴田　裕 H21.12.1 ﾀｶﾊｼｺﾞｳｺｳｴﾝｶｲ

他３６５ 高橋栄後援会 012-0813 湯沢市前森二丁目２－８ 高橋　久志 髙橋　由子 H29.7.1 ﾀｶﾊｼｻｶｴｺｳｴﾝｶｲ

他３６６ 高橋せいご後援会 013-0064 横手市赤坂字甚吉森３２－１ 加賀谷　徹 高橋　美華 H15.2.20 ﾀｶﾊｼｾｲｺﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３６７ 髙橋大後援会 013-0068 横手市梅の木町７－３ 熊谷　一郎 佐藤　良一 H16.1.1 ﾀｶﾊｼﾀﾞｲｺｳｴﾝｶｲ

他３６８ 高橋てるひこ後援会 014-0302 仙北市角館町白岩上西野128 高橋　輝彦 高橋　和子 H29.11.28 ﾀｶﾊｼﾃﾙﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他３６９ 高橋達後援会 019-0321 湯沢市秋ノ宮字清水川原56番地１ 菅原　正則 高橋　万実花 H29.7.1 ﾀｶﾊｼﾄｵﾙｺｳｴﾝｶｲ

他３７０ 高橋としひで後援会 014-0072 大仙市大曲西根字嶋村６４ 小原　恒男 深谷　明 H6.7.15 ﾀｶﾊｼﾄｼﾋﾃﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３７１ 髙橋信雄後援会 015-0363 由利本荘市町村字上ノ畑５４－１ 木内　鉄男 髙橋　利夫 H11.8.24 ﾀｶﾊｼﾉﾌﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他３７２ 髙橋のりひさ後援会 014-0048 大仙市大曲上大町12番20号 髙橋　徳久 佐藤　真一 H29.3.19 ﾀｶﾊｼﾉﾘﾋｻｺｳｴﾝｶｲ

他３７３ 高橋ひろと後援会（元気会） 010-0442 南秋田郡大潟村字東２－６－１１ 伊藤　功正 加藤　瑞晶 H12.7.10 ﾀｶﾊｼﾋﾛﾄｺｳｴﾝｶｲ

他３７４ 髙橋雄幸後援会 019-0321 湯沢市秋ノ宮字堰ノ口２３５ 髙橋　洋子 髙橋　雄幸 R3.3.3 ﾀｶﾊｼﾕｳｺｳｺｳｴﾝｶｲ

他３７５ 髙松和夫後援会 010-0041 秋田市下北手松崎字大巻１５０－９ 高松　和夫 鎌田　満 H2.9.20 ﾀｶﾏﾂｶｽﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他３７６ 髙山茂雄後援会 019-1512 仙北郡美郷町本堂城回字ハツ目川298番地 杉澤　隆一 杉澤　良治 H29.9.4 ﾀｶﾔﾏｼｹﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他３７７ 田川政幸後援会 018-2304 山本郡三種町豊岡金田字金光寺86－８ 田川　政幸 田川　博行 H30.2.26 ﾀｶﾞﾜﾏｻﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他３７８ 田口ともあき後援会 014-1201 仙北市田沢湖生保内字男坂５ 佐藤　大志 三浦　誠 R3.8.9 ﾀｸﾞﾁﾄﾓｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他３７９ 田口ひさよし後援会 014-1201 仙北市田沢湖生保内字黒沢１７１ 田口　英博 田口　美由紀 H17.12.26 ﾀｸﾞﾁﾋｻﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他３８０ 武石辰久後援会 018-4423 北秋田郡上小阿仁村仏社字長信田日ノ台３１７番地 武石　勝美 武石　忠夫 H27.2.3 ﾀｹｲｼﾀﾂﾋｻｺｳｴﾝｶｲ

他３８１ たけうち伸文の活動を支援する会 010-0945 秋田市川尻みよし町５番２６号 髙堂　裕 青井　智 H26.12.1 ﾀｹｳﾁﾉﾌﾞﾌﾐﾉｶﾂﾄﾞｳｦｼｴﾝｽﾙｶｲ

他３８２ 竹下博英後援会 010-1223 秋田市雄和妙法字上大部１７－７ 砂原　和文 鈴木　忠実 H5.7.10 ﾀｹｼﾀﾋﾛﾋﾃﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３８３ 武田晋後援会 018-5701 大館市比内町扇田字南扇田１１８－１ 渡辺　照雄 成田　弘幸 H12.2.15 ﾀｹﾀﾞｽｽﾑｺｳｴﾝｶｲ

他３８４ 武田正広後援会 016-0103 能代市字宮ノ前３３ 笠井　利通 加賀　次朗 S62.2.25 ﾀｹﾀﾞﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他３８５ たつみ万千子後援会 013-0048 横手市安田原町１４－１５ 立身　万千子 立身　万千子 H15.1.15 ﾀﾂﾐﾏﾁｺｺｳｴﾝｶｲ

他３８６ 舘花一仁後援会 018-5141 鹿角市八幡平字上苗代６１番地１ 阿部　英樹 阿部　公彦 H25.1.20 ﾀﾃﾊﾅｶｽﾞﾋﾄｺｳｴﾝｶｲ

他３８７ 田中耕太郎後援会 017-0863 大館市根下戸町１０－９ 竹村　雅行 田中　郡司 H15.1.11 ﾀﾅｶｺｳﾀﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他３８８ 田村富男後援会 018-5335 鹿角市十和田瀬田石字八幡平２０ 斉藤　博美 田村　幸雄 H12.1.25 ﾀﾑﾗﾄﾐｵｺｳｴﾝｶｲ

他３８９ 田村秀雄後援会 018-3501 大館市岩瀬字田茂の木53 佐藤　健一 田村　厚子 H31.2.12 ﾀﾑﾗﾋﾃﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他３９０ 田村儀光後援会 018-3502 大館市山田字一本柳３８ 田村　好司 田村　貴明 H27.1.25 ﾀﾑﾗﾖｼﾐﾂｺｳｴﾝｶｲ

他３９１ 地域政策懇談会 019-1235 仙北郡美郷町金沢西根字二ツ柳１３２ 佐藤　久 松田　由美子 H12.4.13 ﾁｲｷｾｲｻｸｺﾝﾀﾞﾝｶｲ

他３９２ 千種清一後援会 018-1504 潟上市飯田川飯塚字飯塚８９ 石沢　金豊 小玉　誠 H6.6.24 ﾁｸﾞｻｾｲｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他３９３ 千田孝八後援会 019-0701 横手市増田町増田字本町２２ 佐々木　孝志 岩谷　寛 H17.4.1 ﾁﾀﾞｺｳﾊﾁｺｳｴﾝｶｲ

他３９４ 次の世代に責任を持つ会 010-0875 秋田市中通１－１－３３ランドマーク９０７号 寺田　典城 栗谷　幸之助 H22.6.14 ﾂｷﾞﾉｾﾀﾞｲﾆｾｷﾆﾝｦﾓﾂｶｲ

他３９５ 椿谷竹治後援会 017-0202 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部６０番地４ 浅利　和彦 椿谷　弘子 H21.3.27 ﾂﾊﾞｷﾔﾀｹｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３９６ つや永光後援会 018-3321 北秋田市松葉町３－１５ 藤本　忠 長岐　兼雄 S61.12.10 ﾂﾔｴｲｺｳｺｳｴﾝｶｲ

他３９７ つるた有司後援会 013-0031 横手市鍛冶町４－２ 佐々木　隆一 平田　洸一 H5.9.28 ﾂﾙﾀﾕｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他３９８ 寺田純二と湯沢市を元気にする会 012-0033 湯沢市清水町６－１－２１ 寺田　純二 須原　学 H28.5.31 ﾃﾗﾀｼﾞｭﾝｼﾞﾄﾕｻﾞﾜｼｦｹﾞﾝｷﾆｽﾙｶｲ

他３９９ 富樫孝後援会 017-0853 大館市板沢字乙上野３６－５ 富樫　文則 富樫　清幸 H23.4.1 ﾄｶﾞｼﾀｶｼｺｳｴﾝｶｲ

他４００ とがし博之後援会 010-1427 秋田市仁井田新田三丁目１３－２０ 熊谷　恵 越前谷　茂 H6.11.10 ﾄｶﾞｼﾋﾛﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他４０１ 土佐正寛後援会 018-3201 山本郡藤里町藤琴字藤琴１９６ 市川　和弘 土佐　かおる H24.1.11 ﾄｻﾏｻﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他４０２ 戸田俊樹後援会 010-0201 潟上市天王字ハラヘ８３ 戸田　久紀 大野　庄一 H11.6.21 ﾄﾀﾞﾄｼｷｺｳｴﾝｶｲ

他４０３ 戸田よしたか後援会 018-5336 鹿角市十和田錦木字浜田１１１－５ 川口　仁人 戸田　芳孝 H28.9.23 ﾄﾀﾞﾄｼｷｺｳｴﾝｶｲ

他４０４ 冨岡喜芳後援会 014-0202 大仙市上鴬野字古館７３ 冨岡　斉 鈴木　嘉則 S63.3.10 ﾄﾐｵｶｷﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他４０５ 永井まさたか後援会 018-3333 北秋田市坊沢字屋敷９４－１ 永井　昌孝 野宮　幸博 R3.12.16 ﾅｶﾞｲﾏｻﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

他４０６ なかいずみ松司後援会 010-0951 秋田市山王３－１－７　東カンビル４階 小山田　雍 清水　正幸 H25.4.1 ﾅｶｲｽﾞﾐﾏﾂｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４０７ 中川光博後援会 010-0101 潟上市天王字北野３０１-９ 小林　利實 高橋　忠夫 H28.12.21 ﾅｶｶﾞﾜﾐﾂﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他４０８ 長崎かつひこ後援会 018-3333 北秋田市坊沢字善千鳥坂８６ 長崎　秀蔵 長崎　義男 H7.11.1 ﾅｶﾞｻｷｶﾂﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他４０９ 中嶋洋子後援会 018-3454 北秋田市脇神字川口塚ノ岱６ 照内　洋子 高堰　映子 H7.11.15 ﾅｶｼﾞﾏﾖｳｺｺｳｴﾝｶｲ

他４１０ 中田謙三後援会 010-0413 男鹿市松木沢字松木８ 中田　芳一 小玉　良弘 H18.1.25 ﾅｶﾀｹﾝｿﾞｳｺｳｴﾝｶｲ

他４１１ 長沼久利後援会 015-0211 由利本荘市東由利老方字西ノ浜１４－１６ 佐野　拓和 阿部　清太郎 H12.5.6 ﾅｶﾞﾇﾏﾋｻﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他４１２ 中村房司後援会 012-1123 雄勝郡羽後町貝沢字貝沢４ 佐々木　晴男 中村　憲吾 H24.2.11 ﾅｶﾑﾗﾌｻｼｺｳｴﾝｶｲ

他４１３ 中山一男後援会 018-5201 鹿角市花輪字下花輪１０９ 中山　一男 泉澤　優 H25.1.8 ﾅｶﾔﾏｶｽﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他４１４ なべや暁後援会 016-0014 能代市落合字中大野台116－12 鍋谷　　暁 鍋谷　久美子 R3.10.4 ﾅﾍﾞﾔｱｶﾂｷｺｳｴﾝｶｲ

他４１５ 奈良順子後援会 011-0946 秋田市土崎港中央６丁目13－47 風間　幸蔵 中川　庄司 H29.9.6 ﾅﾗｼﾞｭﾝｺｺｳｴﾝｶｲ

他４１６ 成田武後援会 017-0005 大館市花岡町字大森野８３－４ 成田　武 成田　国三 H10.6.8 ﾅﾘﾀﾀｹｼｺｳｴﾝｶｲ

他４１７ なりた哲男後援会 018-5333 鹿角市十和田岡田字中野１０番地３ 大森　照人 成田　初千代 H25.1.5 ﾅﾘﾀﾃﾂｵｺｳｴﾝｶｲ

他４１８ 成田直人後援会 017-0202 鹿角郡小坂町小坂鉱山字渡ノ羽５１－２ 成田　俊昭 成田　誠司 H12.1.28 ﾅﾘﾀﾅｵﾄｺｳｴﾝｶｲ

他４１９ 西村武後援会 010-0201 潟上市天王字松渕５２１－２ 原田　稔 目黒　幹子 H21.11.20 ﾆｼﾑﾗﾀｹｼｺｳｴﾝｶｲ

他４２０ 日本遺族政治連盟秋田県本部 010-0951 秋田市山王五丁目２－２５ 阿部　勇 田口　昭益 S52.6.1 ﾆﾎﾝｲｿﾞｸｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝﾎﾝﾌﾞ

他４２１ 日本共産党藤田和久後援会 014-0065 大仙市下深井字相布４５ 佐藤　幸美 佐藤　絹子 H16.4.1 ﾆﾎﾝｷｮｳｻﾝﾄｳﾌｼﾞﾀｶｽﾞﾋｻｺｳｴﾝｶｲ

他４２２ 日本司法書士政治連盟秋田県会 010-0951 秋田市山王六丁目３－４ 児玉　傳一郎 藤原　信悦 H21.12.2 ﾆﾎﾝｼﾎｳｼｮｼｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝｶｲ

他４２３ 日本薬業政治連盟秋田県支部 010-0061 秋田市卸町四丁目９－５株式会社メディセオ内 大高　裕樹 大高　裕樹 S52.3.1 ﾆﾎﾝﾔｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞ

他４２４ 日本臨床検査技師連盟秋田県支部 010-0013 秋田市南通亀の町６－９シティガーデン南通１　１０１ 藤田　雅人 高橋　一彦 H27.10.22 ﾆﾎﾝﾔｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲｱｷﾀｹﾝｼﾌﾞ

他４２５ 沼澤幸平後援会 012-1132 雄勝郡羽後町大戸字原狐８４番地 沼澤　雄二 沼澤　幸平 H27.11.29 ﾇﾏｻﾞﾜｺｳﾍｲｺｳｴﾝｶｲ

他４２６ 能代貢建会政治連盟 016-0121 能代市鰄渕字下悪戸116－３ 大森　三四郎 清水　靖 H29.7.18 ﾉｼﾛｺｳｹﾝｶｲｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４２７ 能代商工政和会 016-0831 能代市元町１１－７ 広幡　信悦 平川　善子 S53.12.20 ﾉｼﾛｼｮｳｺｳｾｲﾜｶｲ

他４２８ 能代白神トライ政策研究会 016-0807 能代市字大森山１－６　東北電力㈱能代火力内 小笠原　勝太 小笠原　勝太 H12.11.15 ﾉｼﾛｼﾗｶﾐﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他４２９ 能代山本建設業政治連盟 016-0103 能代市字宮ノ前１６番地１ 大森　三四郎 土崎　銑悦 H25.11.5 ﾉｼﾛﾔﾏﾓﾄｹﾝｾﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４３０ 萩野芳紀後援会 018-4422 北秋田郡上小阿仁村堂川字山根３７ 萩野　芳紀 萩野　謙一 H23.3.23 ﾊｷﾞﾉﾖｼﾉﾘｺｳｴﾝｶｲ
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他４３１ はしむら誠後援会 014-0073 大仙市内小友字館前１０９ 大槻　四郎 三浦　正彦 H17.5.23 ﾊｼﾑﾗﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲ

他４３２ 橋本たくし後援会 019-2413 大仙市協和上淀川字大橋向146 加藤　孝悦 高橋　市夫 R3.6.15 ﾊｼﾓﾄﾀｸｼｺｳｴﾝｶｲ

他４３３ 畠山かずあき後援会 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅５－１５ 畠山　一昭 畠山　まき子 H11.11.1 ﾊﾀｹﾔﾏｶｽﾞｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他４３４ 畠山勝巳を励ます会 018-2405 山本郡三種町芦崎字大谷地597 佐藤　毅 前田　喜久男 H30.1.20 ﾊﾀｹﾔﾏｶﾂﾐｦﾊｹﾞﾏｽｶｲ

他４３５ 畠山きくお後援会 018-1623 南秋田郡八郎潟町字下川原１４－３ 伊藤　敦朗 畠山　健正 H20.7.16 ﾊﾀｹﾔﾏｷｸｵｺｳｴﾝｶｲ

他４３６ 畠山富勝後援会 010-0685 男鹿市北浦真山字白根坂台１３１ 畠山　富勝 石川　修造 H9.1.20 ﾊﾀｹﾔﾏﾄﾐｶﾂｺｳｴﾝｶｲ

他４３７ 畠貞一郎後援会 016-0181 能代市字大瀬侭下８２－２７ 畠　貞一郎 畠　貞一郎 H15.2.15 ﾊﾀﾃｲｲﾁﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他４３８ 働く女性のネットワーク 014-0204 大仙市清水字下大蔵153 戸嶋　貴美子 戸嶋　文子 R3.7.28 ﾊﾀﾗｸｼﾞｮｾｲﾉﾈｯﾄﾜｰｸ

他４３９ 八郎潟町石井ひろお後援会 018-1622 南秋田郡八郎潟町一日市３０２－１１ 畠山　菊夫 村井　剛 H22.6.14 ﾊﾁﾛｳｶﾞﾀﾏﾁｲｼｲﾋﾛｵｺｳｴﾝｶｲ

他４４０ ばっけの会 010-1615 秋田市新屋船場町６－５３　（株）英明工務店内 加藤　憲成 三浦　稔 H9.11.7 ﾊﾞｯｹﾉｶｲ

他４４１ 花岡有一後援会 017-0803 大館市東台一丁目３－２８ 殿村　直也 多賀谷　幸正 S58.2.20 ﾊﾅｵｶﾕｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他４４２ 花田清美後援会 010-1421 秋田市仁井田本町一丁目１５－３ 花田　清美 花田　清美 H10.9.10 ﾊﾅﾀｷﾖﾐｺｳｴﾝｶｲ

他４４３ 花田強後援会 017-0042 大館市字観音堂620－７ 花田　強 花田　英美 H31.1.1 ﾊﾅﾀﾂﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他４４４ 林一輝後援会 013-0002 横手市追廻一丁目2-48 林　一輝 長谷川　聖史 R3.8.19 ﾊﾔｼｶｽﾞｷｺｳｴﾝｶｲ

他４４５ はら幸子後援会 014-0112 大仙市板見内字弥兵衛谷地２３８ 草彅　吉朗 豊嶋　完造 H19.1.24 ﾊﾗｺｳｺｺｳｴﾝｶｲ

他４４６ はらた悦子の会 016-0805 能代市大手町２－１０ 保坂　雅子 武田　仁 H7.3.26 ﾊﾗﾀｴﾂｺﾉｶｲ

他４４７ はりがね勝彦後援会 016-0014 能代市落合字中大野台１－１２４ 塚本　陽一 宮腰　敬慶 H18.3.15 ﾊﾘｶﾞﾈｶﾂﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他４４８ 播磨博一後援会 013-0204 横手市雄物川町谷地新田字大元１０ 皆川　勝雄 播磨　利光 H11.11.11 ﾊﾘﾏﾋﾛｶｽﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４４９ 日景けんご後援会 017-0012 大館市釈迦内字釈迦内１８７番地３ 木村　健一 日景　英子 H27.1.22 ﾋｶｹﾞｹﾝｺﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４５０ １００社会 010-0041 秋田市下北手松崎字大巻１５０－９ 砂原　和文 猿田　満 H15.7.30 ﾋｬｸｼｬｶｲ

他４５１ 平鹿建設産業政治連盟 013-0033 横手市旭川二丁目４番１３号 武茂　広行 加賀屋　好宣 H25.12.9 ﾋﾗｶｹﾝｾﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他４５２ 平元駿作後援会 014-0321 仙北市角館町西勝楽町６３ 高橋　秋夫 平元　久美子 H13.2.21 ﾋﾗﾓﾄｼｭﾝｻｸｺｳｴﾝｶｲ

他４５３ 福田誠後援会 013-0002 横手市追廻二丁目2番6号 福田　誠 福田　誠 R3.9.23 ﾌｸﾀﾞﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲ

他４５４ 深沢均後援会 019-1532 仙北郡美郷町羽貫谷地字谷地中８ 渡辺　千加士 武田　弘 H20.9.9 ﾌｶｻﾜﾋﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他４５５ 深沢義一後援会 019-1235 仙北郡美郷町金沢西根字下四ツ谷１２３ 小林　孔昭 鎌田　清 H13.8.19 ﾌｶｻﾜﾖｼｶｽﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４５６ 藤枝隆博後援会 010-1632 秋田市新屋大川町１６－１ 高橋　眞人 一関　敏伸 H22.7.1 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾀｶﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他４５７ 藤田たくと後援会 016-0116 能代市字機織轌ノ目１０９－３ 藤田　真吾 大塚　和敬 R3.12.11 ﾌｼﾞﾀﾀｸﾄｺｳｴﾝｶｲ

他４５８ 藤田たけし後援会 012-0841 湯沢市大町一丁目３－５４ 阿部　和夫 飯塚　康 R3.2.1 ﾌｼﾞﾀﾀｹｼｺｳｴﾝｶｲ

他４５９ 藤田まこと後援会 010-0003 秋田市東通五丁目２番１０号 藤田　信 藤田　恵子 H27.3.1 ﾌｼﾞﾀﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲ

他４６０ ふじた豊後援会 010-0058 秋田市下北手桜字桜谷地16-1-2 藤田　豊 藤田　裕子 H31.3.15 ﾌｼﾞﾀﾕﾀｶｺｳｴﾝｶｲ

他４６１ 伏見俊一後援会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字岩ノ下１０１番地５ 佐々木　雅也 竹村　政志 R2.12.1 ﾌｼﾐｼｭﾝｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他４６２ 藤原明後援会 018-5731 大館市比内町笹館字羽立９７－２ 藤原　良一 藤原　定巳 H12.1.6 ﾌｼﾞﾜﾗｱｷﾗｺｳｴﾝｶｲ

他４６３ 藤原かずひこ後援会 012-1126 雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻６６番地１ 藤原　和彦 藤原　博子 H24.2.23 ﾌｼﾞﾜﾗｶｽﾞﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他４６４ 藤原仁美後援会 010-0201 潟上市天王字二田150－８ 寺田　信博 鈴木　亜紀 H29.10.29 ﾌｼﾞﾜﾗﾋﾄﾐｺｳｴﾝｶｲ

他４６５ 藤原政春の後援会 019-1302 仙北郡美郷町金沢字長岡森１２２ 藤原　政春 柳原　良一 H25.7.31 ﾌｼﾞﾜﾗﾏｻﾊﾙﾉｺｳｴﾝｶｲ

他４６６ 藤原要司後援会 012-1103 雄勝郡羽後町林崎字槻の前４２ 照井　久一郎 大庭　一 H24.2.16 ﾌｼﾞﾜﾗﾖｳｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４６７ 藤原義美後援会 012-1351 雄勝郡羽後町下仙道字苗代沢５４ 土田　繁喜 後藤　昌太朗 H11.5.13 ﾌｼﾞﾜﾗﾖｼﾐｺｳｴﾝｶｲ

他４６８ 船木金光後援会 010-0532 男鹿市船川港椿字東７０ 船木　幸彦 船木　節子 H18.1.19 ﾌﾅｷｶﾈﾐﾂｺｳｴﾝｶｲ

他４６９ 船水隆一後援会 017-0202 鹿角郡小坂町小坂鉱山字渡ノ羽１５－２ 高嶋　光雄 船水　友子 H16.3.4 ﾌﾅﾐｽﾞﾘｭｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他４７０ 古谷たけみ後援会 014-1413 大仙市角間川町字中木内２４４－１ 古谷　武美 古谷　恵美子 H25.6.10 ﾌﾙﾔﾀｹﾐｺｳｴﾝｶｲ

他４７１ ほかりたかこ後援会 015-0041 由利本荘市薬師堂字二本木124-3 沼倉　只輔 三嶋　一子 R3.7.1 ﾎｶﾘﾀｶｺｺｳｴﾝｶｲ

他４７２ 細井邦男後援会 019-1502 仙北郡美郷町千屋字荒町６ 深澤　大地 細井　正美 H25.8.4 ﾎｿｲｸﾆｵｺｳｴﾝｶｲ

他４７３ 細川信二後援会 011-0946 秋田市土崎港中央一丁目１５－７ 最上　眞 細川　信二 H26.12.12 ﾎｿｶﾜｼﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４７４ 細越みつる後援会 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈７－１ 目時　英規 浅利　和彦 H21.3.7 ﾎｿｺﾞｴﾐﾂﾙｺｳｴﾝｶｲ

他４７５ 穂積志後援会 010-0951 秋田市山王二丁目１番５４号 船木　耕太郎 升谷　昇平 S61.1.24 ﾎﾂﾞﾐﾓﾄﾑｺｳｴﾝｶｲ

他４７６ 堀井克見後援会 010-0201 潟上市天王字持谷地３－４ 鎌田　一男 藤原　廣 H7.4.28 ﾎﾘｲｶﾂﾐｺｳｴﾝｶｲ

他４７７ 掘井しんたろう後援会 018-1301 由利本荘市岩城内道川字風平35番地3 掘井　新太郎 掘井　新太郎 R3.7.6 ﾎﾘｲｼﾝﾀﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他４７８ ほりべ寿後援会 018-3452 北秋田市七日市字葛黒５９ 堀部　明博 九島　平悦 H22.1.10 ﾎﾘﾍﾞﾋｻｼｺｳｴﾝｶｲ

他４７９ 本間輝男後援会 014-0113 大仙市堀見内字福嶋９３ 安部　光夫 大山　忠 H3.11.2 ﾎﾝﾏﾃﾙｵｺｳｴﾝｶｲ

他４８０ 本間利博後援会 013-0814 横手市金沢中野字十二牲５８ 高橋　宗一 本間　慶一郎 H21.7.5 ﾎﾝﾏﾄｼﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他４８１ 正木修一後援会 018-0733 由利本荘市大倉沢字沖田94 佐々木　良行 正木　幸子 H29.6.5 ﾏｻｷｼｭｳｲﾁｺｳｴﾝｶｲ

他４８２ まさき寿浩後援会 014-1113 仙北市田沢湖卒田字沖田２ 真崎　章 真崎　寿浩 H5.8.6 ﾏｻｷﾄｼﾋﾛｺｳｴﾝｶｲ

他４８３ 松浦真後援会事務所 018-1734 南秋田郡五城目町大川大川東屋布１３７－２ 松浦　真 松浦　智子 R2.1.9 ﾏﾂｳﾗﾏｺﾄｺｳｴﾝｶｲｼﾞﾑｼｮ

他４８４ 松橋久敏後援会 018-4742 北秋田市阿仁幸屋渡字広様道上28 松橋　英捷 松橋　勝利 R3.8.7 ﾏﾂﾊｼﾋｻﾄｼｺｳｴﾝｶｲ

他４８５ マツモトマナブサポーターズ 018-0604 由利本荘市西目町沼田字新道下512－８ 松本　学 齋藤　渉 R3.8.20 ﾏﾂﾓﾄﾏﾅﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ

他４８６ 丸岡孝文を応援する会 018-5201 鹿角市花輪字合野１７９ 大里　明男 浅石　忠義 H28.11.1 ﾏﾙｵｶﾀｶﾌﾐｦｵｳｴﾝｽﾙｶｲ

他４８７ 三浦晃後援会 015-0417 由利本荘市矢島町元町字九日町１１６ 三浦　忠一郎 豊島　定雄 H25.8.23 ﾐｳﾗｱｷﾗｺｳｴﾝｶｲ

他４８８ 三浦利通後援会 010-0421 男鹿市鵜木字鵜木２８ 三浦　博之 大越　寿一 H12.9.20 ﾐｳﾗﾄｼﾐﾁｺｳｴﾝｶｲ

他４８９ 三浦秀雄後援会 015-0041 由利本荘市薬師堂字谷地３００－１１ 工藤　兼雄 阿部　文雄 S58.3.22 ﾐｳﾗﾋﾃﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他４９０ 三浦秀雄を励ます会 015-0041 由利本荘市薬師堂字谷地３００－１１ 長谷部　哲 嵯峨　忠 S62.1.17 ﾐｳﾗﾋﾃﾞｵｦﾊｹﾞﾏｽｶｲ

他４９１ みのり川政経クラブ 014-0046 大仙市大曲田町２０－３２ 佐々木　繁治 栁田　聰 H27.6.1 ﾐﾉﾘｶﾜｾｲｹｲｸﾗﾌﾞ

他４９２ みのり川信英後援会 014-0046 大仙市大曲田町２０－３２ 佐々木　繁治 佐藤　春男 H15.7.27 ﾐﾉﾘｶﾜﾉﾌﾞﾋﾃﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４９３ 宮川拓也応援の会 013-0064 横手市赤坂字伏山２８７－１８－２０１ 宮川　拓也 宮川　拓也 H30.3.1 ﾐﾔｶﾜﾀｸﾔｵｳｴﾝﾉｶｲ

他４９４ 宮野和秀後援会 018-5421 鹿角市十和田大湯字川原の湯６－３ 平塚　富徳 奥寺　準一 H12.9.1 ﾐﾔﾉｶｽﾞﾋﾃﾞｺｳｴﾝｶｲ

他４９５ むとう義彦後援会 014-0602 仙北市西木町桧木内字相沢141 浅利　重昭 武藤　雄紀 H30.2.1 ﾑﾄｳﾖｼﾋｺｺｳｴﾝｶｲ

他４９６ 宮信後援会 018-5511 鹿角郡小坂町十和田湖字休平３５ 佐々木　一郎 立崎　正広 H28.2.12 ﾑﾗｲﾂﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他４９７ 村井剛後援会 018-1606 南秋田郡八郎潟町夜叉袋字中羽立３２ 須田　誠 村井　節志 H12.12.11 ﾑﾗｲﾂﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他４９８ 村岡兼幸後援会 015-0001 由利本荘市砂子下１１３－９ 高橋　昌一 三浦　俊一 H12.11.1 ﾑﾗｵｶｶﾈﾕｷｺｳｴﾝｶｲ

他４９９ 村上亨後援会 015-0331 由利本荘市川西字奉行免４４ 佐藤　千秋 工藤　繁子 S62.9.8 ﾑﾗｶﾐﾄｵﾙｺｳｴﾝｶｲ

他５００ 村上ふみお後援会 015-0875 由利本荘市砂子下１３－４ 関口　隆史 尾形　吉多郎 H12.5.14 ﾑﾗｶﾐﾌﾐｵｺｳｴﾝｶｲ

他５０１ 目時重雄後援会 017-0204 鹿角郡小坂町荒谷字荒川５９－２ 目時　勝夫 目時　力 H20.1.16 ﾒﾄｷｼｹﾞｵｺｳｴﾝｶｲ

他５０２ 森田新一郎後援会 018-2501 山本郡八峰町峰浜水沢字三ツ森カッチキ台228 大高　忠生 阿部　富広 H30.2.3 ﾓﾘﾀｼﾝｲﾁﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他５０３ 森鉄也後援会 018-0163 にかほ市象潟町長岡字家尻８ 斎藤　喜信 森　浩 H30.2.12 ﾓﾘﾃﾂﾔｺｳｴﾝｶｲ

他５０４ 森元淑雄後援会 019-1533 仙北郡美郷町安城寺字張山館４２－１ 鈴木　孝美 森元　伊佐雄 H11.11.4 ﾓﾘﾓﾄﾖｼｵｺｳｴﾝｶｲ

他５０５ 森山大輔を応援する会 018-2407 山本郡三種町浜田字堂前114－１ 森山　大輔 森山　裕子 H30.4.6 ﾓﾘﾔﾏﾀﾞｲｽｹｦｵｳｴﾝｽﾙｶｲ

他５０６ 安井誠悦後援会 010-0951 秋田市山王二丁目１１番４９号 横山　真司 楢岡　毅 H27.1.12 ﾔｽｲｾｲｴﾂｺｳｴﾝｶｲ

他５０７ 安井ひであき後援会 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅89－11 池端　伸夫 安井　良和 H3.11.1 ﾔｽｲﾋﾃﾞｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他５０８ 安岡あきおの会 016-0845 能代市通町１－１６ 丹波　望 安岡　里江 H15.2.5 ﾔｽｵｶｱｷｵﾉｶｲ

他５０９ 栁館晃後援会 017-0868 大館市南神明町１７番４２号 田面木　友久 浅利　大造 H22.11.7 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃｺｳｺｳｴﾝｶｲ

他５１０ 柳田ゆうへい後援会 018-1622 南秋田郡八郎潟町字一日市６９－３ 柳田　裕平 三戸　義雄 H24.11.15 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾕｳﾍｲｺｳｴﾝｶｲ

他５１１ 山形健二後援会 019-0701 横手市増田町増田字上町17-2 山形　健二 山形　友春 H29.6.1 ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝｼﾞｺｳｴﾝｶｲ

他５１２ 山崎将後援会 016-0814 能代市能代町字中川原２４番１０号 山崎　将 山崎　将 R3.5.18 ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾙｺｳｴﾝｶｲ

他５１３ 山谷よしもと後援会 019-2413 大仙市協和上淀川字上淀川83 伊藤　作十郎 鈴木　均 R3.6.10 ﾔﾏﾔﾖｼﾓﾄｺｳｴﾝｶｲ

他５１４ 谷々兼慶後援会 010-0802 秋田市外旭川字梶ノ目91－６ 石川　惣一 佐藤　清廣 H30.11.17 ﾔﾔｶﾈﾖｼｺｳｴﾝｶｲ

他５１５ 湯瀬誠喜後援会 018-5421 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯３４－３ 湯瀬　誠喜 湯瀬　芳博 R2.10.1 ﾕｾﾞｾｲｷｺｳｴﾝｶｲ

他５１６ 湯瀬弘充後援会 018-5421 鹿角市十和田大湯字下夕ノ平３４－５ 湯瀬　弘充 渋谷　加好 R3.2.5 ﾕｾﾞﾋﾛﾐﾂｺｳｴﾝｶｲ
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他５１７ 由利建設業政治連盟 015-0824 由利本荘市古雪町２５ 村岡　淑郎 橋本　一康 H6.12.21 ﾕﾘｹﾝｾﾝﾂｷﾞｮｳｾｲｼﾞﾚﾝﾒｲ

他５１８ 横手商工政和会 013-0021 横手市大町７－１８ 奥山　和彦 石谷　修治 H7.6.9 ﾖｺﾃｼｮｳｺｳｾｲﾜｶｲ

他５１９ 横手トライ政策研究会 013-0037 横手市前郷二番町１１－２４　東北電力㈱横手営業所内 清水　奨也 清水　奨也 H12.11.15 ﾖｺﾃﾄﾗｲｾｲｻｸｹﾝｷｭｳｶｲ

他５２０ 吉方せいげん後援会清流会 016-0854 能代市豊祥岱１－５０ 酒井　文雄 宇野　公規 H22.10.7 ﾖｼｶﾀｾｲｹﾞﾝｺｳｴﾝｶｲｾｲﾘｭｳｶｲ

他５２１ 吉田ともこ後援会 015-0014 由利本荘市石脇字山ノ神１１－３１１ 三浦　克己 吉田　隆 H25.8.1 ﾖｼﾀﾞﾄﾓｺｺｳｴﾝｶｲ

他５２２ 吉原正後援会 018-5712 大館市比内町新館字駒橋屋布１４ 杉沢　喜一 杉沢　勝蔵 H8.4.1 ﾖｼﾜﾗﾀﾀﾞｼｺｳｴﾝｶｲ

他５２３ 米谷勝後援会 010-0341 男鹿市船越字内子２８－６ 畠山　義博 今泉　時男 H18.1.11 ﾖﾈﾔﾏｻﾙｺｳｴﾝｶｲ

他５２４ 和泉嘉郎後援会 012-1115 雄勝郡羽後町足田字土舘３ 斉藤　久市 大森　政輔 H24.1.23 ﾜｲｽﾞﾐﾖｼﾛｳｺｳｴﾝｶｲ

他５２５ 和井内貞光後援会 018-5421 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯２０－８ 和井内　貞光 和井内　友子 H20.12.10 ﾜｲﾅｲｻﾀﾞﾐﾂｺｳｴﾝｶｲ

他５２６ 和をもって湯沢の未来を創る会 012-0813 湯沢市前森一丁目２－１４ 前田　貞一 松田　圭司 R3.2.8 ﾜｦﾓｯﾃﾕｻﾞﾜﾉﾐﾗｲｦﾂｸﾙｶｲ

他５２７ 我妻けい子後援会 013-0038 横手市前郷一番町７－５ 鈴木　望 髙橋　肇 H15.10.16 ﾜｶﾞﾂﾏｹｲｺｺｳｴﾝｶｲ

他５２８ わたなべ聖一を支援する会 015-0851 由利本荘市中梵天７７－５ 植田　宣夫 笹矢　輝幸 H21.8.1 ﾜﾀﾅﾍﾞｾｲｲﾁｦｼｴﾝｽﾙｶｲ

他５２９ 渡辺達仁後援会 010-0135 秋田市上新城五十丁字小林１３９ 佐藤　彰 渡辺　金春 H22.12.26 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀﾂﾋﾄｺｳｴﾝｶｲ

他５３０ 渡辺彦兵衛後援会 018-1706 南秋田郡五城目町字下タ町４８ 伊藤　惠朗 齋藤　圭 H17.1.16 ﾜﾀﾅﾍﾞﾋｺﾍﾞｴｺｳｴﾝｶｲ

他５３１ わたなべ正明後援会 012-0801 湯沢市岩崎字南一条１７－６ 児玉　東平 佐々木　孝夫 H14.4.27 ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻｱｷｺｳｴﾝｶｲ

他５３２ 渡辺もとむ後援会 019-2112 大仙市刈和野字清光院後42－４ 諸橋　敏夫 菊地　英文 H29.4.1 ﾜﾀﾅﾍﾞﾓﾄﾑｺｳｴﾝｶｲ

他５３３ 渡辺もとむ政治経済研究会 019-2112 大仙市刈和野字清光院後42－４ 菊地　英文 千葉　幸一 H28.11.25 ﾜﾀﾅﾍﾞﾓﾄﾑｾｲｼﾞｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳｶｲ


