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公明党上尾総支部 埼玉県上尾市本町１－１０－９　西本ビル１０１ 島野　和夫 潮田　幸子

公明党朝霞総支部 埼玉県朝霞市膝折町４－９－１１－１００６ 利根川　仁志 伊藤　智砂子

公明党春日部総支部 埼玉県春日部市藤塚２５０－３３７ 権守　幸男 荒木　洋美

公明党川口総支部 埼玉県川口市安行慈林４８２－４２ 萩原　一寿 江袋　正敬

公明党川越総支部 埼玉県川越市今泉８８－１４ 深谷　顕史 藤野　登

公明党熊谷総支部 埼玉県熊谷市上之１８８２－６ 三浦　和一 五間　くみ子

公明党越谷総支部 埼玉県越谷市千間台西５－５－３ 守屋　亨 畑谷　茂

公明党埼玉県本部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－６－１５　４階 西田　実仁 塩野　正行

公明党さいたま総支部 埼玉県さいたま市西区指扇７０８－２ 上三信　彰 吉田　一志

公明党参議院埼玉選挙区第１総支部 埼玉県さいたま市北区大成町４－８１－２０１ 矢倉　克夫 中居　俊夫 １号

公明党参議院埼玉選挙区第２総支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－７－４－２Ｆ 西田　実仁 関谷　富士男 １号

公明党所沢総支部 埼玉県所沢市中富南３－８－１０ 西山　淳次 亀山　恭子

公明党戸田総支部 埼玉県戸田市川岸１－６－２ 三浦　芳一 石川　清明

公明党羽生総支部 埼玉県羽生市東１－３－５５ 斉藤　隆 大内　清心

公明党ふじみ野総支部 埼玉県富士見市鶴馬２００５－４ 篠田　剛 川畑　京子

公明党三郷総支部 埼玉県草加市新里町１４２２　ヴィシティ草加４－１３０４ 蒲生　徳明 佐藤　睦郎

国民民主党埼玉県総支部連合会 埼玉県新座市東北２－２９－２６　松栄ビル４０５号 鈴木　義弘 淺野　克彦

国民民主党埼玉県第４区総支部 埼玉県朝霞市三原４－５－１８　ベルコーポⅠ－１０２ 淺野　克彦 土屋　奈々 １号

国民民主党埼玉県第１４区総支部 埼玉県三郷市戸ケ崎３－３４７ 鈴木　義弘 山川　英郎 １号

参政党埼玉西部支部 埼玉県深谷市西島町１－１－１９　ネオハイツ深谷９０４ 松原　一成 斉藤　かおり

参政党埼玉中央支部 埼玉県さいたま市浦和区前地３－９－１２　ＡＴＬＡＳＣａｒｏ浦和前地３０１号室 石賀　忠宏 沖　卓

参政党埼玉東部支部 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原２－６－２４　チェリー館１０１ 秋山　優 青野　祐樹

社会民主党岩槻支部 埼玉県さいたま市岩槻区上野９６８ 平田　穆 小嶋　達雄

社会民主党浦和支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－３７－５　埼玉社会文化会館１階 中島　修 船岡　弘治

社会民主党大宮支部 埼玉県さいたま市見沼区春岡３－４０－２２　合谷方 松澤　悦子 芳賀　聡子

社会民主党川越支部 埼玉県川越市旭町１－２－４８ 高橋　剛 新井　利之

社会民主党久喜支部 埼玉県久喜市本町４－１３－３１ 船橋　延嘉 田村　晶子

社会民主党熊谷支部 埼玉県熊谷市曙町５－２５ 茂木　幸蔵 野口　雄一

社会民主党埼玉県連合 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－３７－５ 武井　誠 松澤　悦子

自由民主党上尾支部 埼玉県上尾市仲町１－５－７ 尾花　瑛仁 田島　純

自由民主党朝霞支部 埼玉県朝霞市溝沼７－４－５３ 獅子倉　千代子 須田　義博

自由民主党荒川支部 埼玉県秩父市荒川白久１４７６ 町田　久雄 逸見　容明

自由民主党伊奈支部 埼玉県北足立郡伊奈町小針新宿３５７－１ 佐藤　弘一 藤原　義春

自由民主党入間支部 埼玉県入間市宮寺１８９９－５ 近藤　常雄 長谷川　渉

自由民主党大井支部 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞３－６－２ 土屋　惠一 板倉　篤

自由民主党大里支部 埼玉県熊谷市上恩田４３２－１ 大久保　照夫 大島　隆幸

自由民主党大滝支部 埼玉県秩父市大滝５３４ 山口　民弥 清川　芳明

自由民主党大利根支部 埼玉県加須市弥兵衛３３０－２ 佐藤　好利 赤塚　一男

自由民主党小鹿野支部 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野１８８１ 強矢　好光 斉藤　祐二

自由民主党桶川支部 埼玉県桶川市坂田西２－１２－２０ 岡地　優 栗原　広孝

自由民主党越生支部 埼玉県入間郡越生町越生８９５ 武内　政文 宮﨑　正人

自由民主党春日部支部 埼玉県春日部市中央１－１－５ 時田　美野吉 竹ノ内　昌道

自由民主党加須支部 埼玉県加須市中央１－１１－４６ 千葉　達也 桑子　榮

自由民主党神川支部 埼玉県児玉郡神川町渡瀬７６２ 森　勇 古川　征治

自由民主党上里支部 埼玉県児玉郡上里町大御堂７０８－２ 小暮　敏美 坂本　茂

自由民主党上福岡支部 埼玉県ふじみ野市上野台１－１－１－７０２ 小髙　時男 宮寺　康夫

自由民主党川口支部 埼玉県川口市並木１－１０－２２ 立石　泰広 目良　一貴

自由民主党川越支部 埼玉県川越市久保町５－３ 中野　英幸 吉敷　賢一郎

自由民主党川里支部 埼玉県鴻巣市広田２３１３－１ 金子　克司 朝見　良治

自由民主党川島支部 埼玉県比企郡川島町中山１８２８ 関口　清吉 飯野　徹也

自由民主党騎西支部 埼玉県加須市上高柳６０５ 細田　一明 小坂　裕

自由民主党北川辺支部 埼玉県加須市飯積１２７６　新井方 平井　喜一郎 柿沼　秀雄

自由民主党北本支部 埼玉県北本市高尾４－２３７ 新井　一徳 滝瀬　光一

自由民主党行田支部 埼玉県行田市荒木２０１５ 鈴木　享子 鈴木　徳子

自由民主党久喜支部 埼玉県久喜市下清久２７０－１ 高木　学 成田　ルミ子

自由民主党熊谷支部 埼玉県熊谷市三ケ尻２７０８ 栗原　良太 橋本　昌代

自由民主党栗橋支部 埼玉県久喜市伊坂１４２４ 柿沼　繁男 吉岡　良昭

自由民主党鴻巣支部 埼玉県鴻巣市東３－１１－１８－１０３ 中屋敷　慎一 矢野　久江

自由民主党越谷支部 埼玉県越谷市越ケ谷２－８－２４　森田ビル２０１ 浅井　明 畔上　順平

自由民主党児玉支部 埼玉県本庄市児玉町児玉２４７７ 田島　敏包 早野　清
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自由民主党埼玉県医師支部 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－５－１ 金井　忠男 長又　則之

自由民主党埼玉県遺族会支部 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１３－８ 江田　肇 福居　一夫

自由民主党埼玉県運輸環境支部 埼玉県大里郡寄居町用土８８５－１ 吉田　正博 竹島　美香子

自由民主党埼玉県介護支部 埼玉県新座市本多１－１－２４ 金子　守 山口　豪一

自由民主党埼玉県環境保全支部 埼玉県越谷市大間野町５―１０９―１ 志賀　教夫 佐藤　三郎

自由民主党埼玉県看護連盟支部 埼玉県さいたま市西区西大宮３－３　埼玉県看護協会研修センター内 竹内　良子 瀬山　澄江

自由民主党埼玉県北第一区第一支部 埼玉県秩父市中町８－８ 新井　豪 山中　幸衛

自由民主党埼玉県北第二区第一支部 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬６１８０ 阿左美　健司 向井　芳文

自由民主党埼玉県北第三区第一支部 埼玉県児玉郡上里町三町８５９ 齊藤　邦明 岡泉　淳

自由民主党埼玉県北第三区第二支部 埼玉県本庄市小島南２－４－７ 飯塚　俊彦 峯　俊仁

自由民主党埼玉県北第四区第一支部 埼玉県深谷市針ケ谷３９９－１ 神尾　髙善 倉林　悦夫

自由民主党埼玉県北第五区第一支部 埼玉県熊谷市小江川８９４ 杉田　茂実 長谷川　健一

自由民主党埼玉県警備支部 埼玉県川口市西青木２－３－１１　ＮＴＴ川口青木ビル１Ｆ 髙柳　恵造 熊木　義尚

自由民主党埼玉県建設支部 埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１－７　埼玉県建設業協会内 小川　貢三郎 磯田　和彦

自由民主党埼玉県ゴルフ練習場連盟支部 埼玉県川越市脇田本町１０－１７　伊勢原七番館５０７ 塩野　英昭 村山　典久

自由民主党埼玉県参議院選挙区第四支部 埼玉県秩父郡皆野町皆野２３９１―９ 関口　昌一 多田　政弘 １号

自由民主党埼玉県参議院選挙区第五支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４　小峰ビル３階 古川　俊治 牧　健太郎 １号

自由民主党埼玉県歯科医師支部 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－１６５－２６ 今坂　俊介 荒井　利夫

自由民主党埼玉県歯科技工士支部 埼玉県さいたま市浦和区常盤３－１－１ 野島　正美 野村　穐生

自由民主党埼玉県支部連合会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－９－１４ 柴山　昌彦 梅澤　佳一

自由民主党埼玉県支部連合会小川支部 埼玉県比企郡小川町小川７１６－２ 根岸　成美 島﨑　隆夫

自由民主党埼玉県柔道整復師支部 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１６６－６ 大河原　晃 銭場　信雄

自由民主党埼玉県食育普及調査連盟支部 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地３－２３－１４ 佐々木　太郎 中村　裕美

自由民主党埼玉県石油販売業支部 埼玉県川越市久下戸３６８２ 有泉　勝之 石川　忠

自由民主党埼玉県倉庫支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１３－１９浦和第２大栄ビル５階 渡邉　留雄 島田　豊保

自由民主党埼玉県第一選挙区支部 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２７－９ 村井　英樹 二宮　尚徳 １号

自由民主党埼玉県第２選挙区支部 埼玉県川口市並木１－１０－２２ 新藤　義孝 飯嶋　頼康 １号

自由民主党埼玉県第三選挙区支部 埼玉県草加市金明町１－１　中野マンション１０２号室 黄川田　仁志 石井　あゆ子 １号

自由民主党埼玉県第四選挙区支部 埼玉県朝霞市本町２－１－１　野口ビル２０２ 穂坂　泰 酒井　慶太 １号

自由民主党埼玉県第五選挙区支部 埼玉県さいたま市中央区上落合２－１－２４　三殖ビル５Ｆ 牧原　秀樹 末廣　慎二 １号

自由民主党埼玉県第六選挙区支部 埼玉県鴻巣市本町３－９－２８ 中根　一幸 犬飼　俊郎 １号

自由民主党埼玉県第七選挙区支部 埼玉県川越市久保町５－３ 中野　英幸 久保田　徹 １号

自由民主党埼玉県第八選挙区支部 埼玉県所沢市小手指町２－１２－４－１０１ 柴山　昌彦 大塚　隆浩 １号

自由民主党埼玉県第九選挙区支部 埼玉県入間市豊岡１－２－２３　清水ビル２階 大塚　拓 谷　由美 １号

自由民主党埼玉県第十選挙区支部 埼玉県坂戸市仲町１２－１０ 山口　晋 鈴木　勝 １号

自由民主党埼玉県第十一選挙区支部 埼玉県本庄市駅南１－１６－１９ 小泉　龍司 新井　敏之 １号

自由民主党埼玉県第十二選挙区支部 埼玉県加須市大越２１９４ 野中　厚 中里　昌弘 １号

自由民主党埼玉県第十三選挙区支部 埼玉県春日部市粕壁東２－３－４０　グレースヒル橋本１０１ 土屋　品子 佐々木　太郎 １号

自由民主党埼玉県第十四選挙区支部 埼玉県幸手市千塚４９０ 三ッ林　裕巳 鈴木　進 １号

自由民主党埼玉県第十五選挙区支部 埼玉県さいたま市南区南本町１－１４－５　第３小池ビル１０４号 田中　良生 福山　真樹 １号

自由民主党埼玉県タクシー協会支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１０－４ 小谷　彰治 高原　昭

自由民主党埼玉県宅建支部 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町６－１５　埼玉県宅建会館 内田　茂 井上　敏

自由民主党埼玉県たばこ販売支部 埼玉県さいたま市北区日進町１－７０９ 髙沢　啓 嶋田　龍二

自由民主党埼玉県中古自動車販売支部 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田谷際２５２ 薄　辰美 野口　雅之

自由民主党埼玉県ちんたい支部 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２７３－１ 高橋　誠一 三角　賢固

自由民主党埼玉県電気通信職域支部 埼玉県桶川市坂田１２１４－９７ 中島　弘道 小暮　正明

自由民主党埼玉県ときわ会支部 埼玉県さいたま市南区別所６－１４－７　（株）ジェイアール東日本都市開発埼京支社内 齋藤　順治 飯島　昇

自由民主党埼玉県土地改良支部 埼玉県狭山市新狭山３－７－６（大図様方） 大野　貞二 大図　早孝

自由民主党埼玉県トラック支部 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－２９９－３ 瀬山　豪 池田　豊

自由民主党埼玉県西第一区第一支部 埼玉県所沢市小手指町１－３０－２０－２０１ 岡田　静佳 小林　秀郎

自由民主党埼玉県西第五区第一支部 埼玉県ふじみ野市丸山８－３－６０１ 渡辺　大 渡辺　大

自由民主党埼玉県西第十区第一支部 埼玉県坂戸市八幡１－１－２ 小川　直志 渋谷　博

自由民主党埼玉県西第十三区第一支部 埼玉県比企郡小川町青山８０２ 小久保　憲一 田中　勝

自由民主党埼玉県農業団体支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９（埼玉県農林会舘内） 大木　清志 清水　節男

自由民主党埼玉県板金工業組合支部 埼玉県さいたま市中央区本町西２－６－５ 伊藤　孝栄 加藤　英雄

自由民主党埼玉県東第七区第二支部 埼玉県春日部市備後西３－４－１３ 白土　幸仁 白土　幸男

自由民主党埼玉県東第九区第一支部 埼玉県八潮市八條３９３－２ 宇田川　幸夫 山口　行雄

自由民主党埼玉県東第十区第二支部 埼玉県三郷市采女１－９１ 美田　宗亮 谷古宇　則雄

自由民主党埼玉県東第十区第三支部 埼玉県三郷市早稲田２－１０－７ 逢澤　圭一郎 石山　義男

自由民主党埼玉県東第十二区第一支部 埼玉県吉川市中野１００－３ 松澤　正 嵐　弥生
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自由民主党埼玉県福祉支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－７－２　さくら草ビル３Ｆ 山本　良治 石井　幸子

自由民主党埼玉県ふるさと振興支部 埼玉県本庄市けや木１－２６－１８　ＳＴビル２階 山﨑　邦子 内藤　久義

自由民主党埼玉県保育推進支部 埼玉県朝霞市膝折町１－６－２９ 根岸　広幸 木村　和孝

自由民主党埼玉県南第一区第一支部 埼玉県草加市吉町５－９－５２ 木下　博信 吉岡　浩之

自由民主党埼玉県南第二区第一支部 埼玉県川口市西川口６－４－１３－１０１ 立石　泰広 佐藤　智恵子

自由民主党埼玉県南第二区第三支部 埼玉県川口市本町１－６－１０ 永瀬　秀樹 田原　浩之

自由民主党埼玉県南第四区第一支部 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１０６ 関根　信明 関根　成夫

自由民主党埼玉県南第五区第一支部 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－７８　パストラルハイム１０５号 藤井　健志 横田　松博

自由民主党埼玉県南第六区第一支部 埼玉県さいたま市見沼区東新井５８７－２ 田村　琢実 相見　兼太郎

自由民主党埼玉県南第七区第一支部 埼玉県さいたま市中央区本町西４－１９－１９－２０５ 宮﨑　吾一 山口　俊一郎

自由民主党埼玉県南第十区第二支部 埼玉県さいたま市南区大谷口１０６４ 宮崎　栄治郎 大塚　進

自由民主党埼玉県南第十一区第一支部 埼玉県さいたま市緑区中尾２７０ 高橋　政雄 橋本　健二

自由民主党埼玉県南第十二区第二支部 埼玉県さいたま市岩槻区本宿２９８－５ 小島　信昭 小島　好子

自由民主党埼玉県南第十四区第一支部 埼玉県桶川市坂田西２－１２－２０ 岡地　優 村田　道子

自由民主党埼玉県南第十五区第一支部 埼玉県北本市高尾４－２３７ 新井　一徳 高橋　和美

自由民主党埼玉県南第十九区第一支部 埼玉県蕨市中央３－１７－２３－１０２ 須賀　敬史 前川　康恵

自由民主党埼玉県南第二十一区第一支部 埼玉県朝霞市朝志ケ丘２－２－１８ 松井　弘 神谷　幸恵

自由民主党埼玉県野球振興支部 埼玉県さいたま市緑区三室１３０１－１０ 横田　晃明 林　光雄

自由民主党埼玉県薬剤師支部 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－５－１　埼玉県県民健康センター４階 金子　伸行 池田　和久

自由民主党埼玉県遊技産業支部 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺１４９７ 請地　昌一 瀬尾　基

自由民主党埼玉県郵政政治連盟支部 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷４０７ 竹澤　朝之 三田　浩嗣

自由民主党埼玉県理学療法士連盟支部 埼玉県さいたま市見沼区東宮下１９６ 原嶋　創 高木　優一

自由民主党埼玉県理容支部 埼玉県鴻巣市天神５－１－２６ 若山　有 浜島　近

自由民主党埼玉県連坂戸支部 埼玉県坂戸市千代田４－６－３３　フラワーマンション１０３　小澤弘事務所内 小澤　弘 堀口　地利

自由民主党埼玉県連三芳支部 埼玉県入間郡三芳町竹間沢７００－６ 抜井　尚男 林　善美

自由民主党さいたま市岩槻区支部 埼玉県さいたま市岩槻区本宿２９８－５ 小島　信昭 新井　重男

自由民主党さいたま市浦和区支部 埼玉県さいたま市浦和区岸町４―２―６ 松永　光 脇田　敬子

自由民主党さいたま市大宮区支部 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－５８７ 原田　和夫 川鍋　裕夫

自由民主党さいたま市北区支部 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１１５－５　２階 関根　信明 高橋　理恵

自由民主党さいたま市桜区支部 埼玉県さいたま市桜区西堀２－２－１０－１階 荒木　裕介 大澤　和治

自由民主党さいたま市中央区支部 埼玉県さいたま市中央区上落合２－１－２４　三殖ビル５Ｆ 牧原　秀樹 池田　洋子

自由民主党さいたま市電業支部 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１８　（株）積田電業社内 川合　昭 積田　優

自由民主党さいたま市西区支部 埼玉県さいたま市西区内野本郷１１２２ 増永　久 久下　良夫

自由民主党さいたま市緑区支部 埼玉県さいたま市緑区三室２３５４ 武笠　光明 長谷川　浄意

自由民主党さいたま市南区支部 埼玉県さいたま市南区大谷口１０６３ 宮崎　栄治郎 西川　博之

自由民主党さいたま市見沼区支部 埼玉県さいたま市見沼区東新井５８７－２ 田村　琢実 髙子　景

自由民主党埼玉ビルメンテナンス支部 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９　日本環境クリアー（株）内 矢澤　研二 松岡　耕一

自由民主党幸手支部 埼玉県幸手市千塚４９０ 三ッ林　裕巳 福島　繁雄

自由民主党狭山支部 埼玉県狭山市北入曽２９４ 本木　茂 千葉　良秋

自由民主党志木支部 埼玉県志木市本町２－４－３５ 鈴木　潔 矢部　正美

自由民主党庄和支部 埼玉県春日部市水角４７９ 川鍋　秀雄 前島　喜一

自由民主党白岡支部 埼玉県白岡市高岩１２９８ 小島　卓 長島　一夫

自由民主党杉戸支部 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地５－５－２１ 三浦　修 勝岡　敏至

自由民主党草加支部 埼玉県草加市氷川町８４５ 木村　忠義 田川　浩司

自由民主党総合教育研埼玉支部 埼玉県戸田市氷川町１－１４－１７ 宇田川　一男 細田　耕造

自由民主党秩父支部 埼玉県秩父市山田１２９４－１ 北堀　篤 大野　守

自由民主党鶴ヶ島支部 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５９８ 長峰　宏芳 上田平　要

自由民主党ときがわ支部 埼玉県比企郡ときがわ町関堀３８ 小宮　正 杉田　健司

自由民主党所沢支部 埼玉県所沢市小手指町２－１２－４－１０２ 日向　貴一 小沢　貞泰

自由民主党戸田支部 埼玉県戸田市氷川町１－１４－１７ 細田　善則 細田　昌孝

自由民主党長瀞町支部 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷１９２０ 中畝　靖雄 田端　祥邦

自由民主党滑川支部 埼玉県比企郡滑川町中尾１０４５ 北堀　一廣 吉野　正浩

自由民主党新座支部 埼玉県新座市野火止５－１７－１４ 須田　健治 黍塚　健

自由民主党２１世紀埼玉をつくる会 埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎町９－１－３０１ 永矢　貴之 森　孝明

自由民主党蓮田支部 埼玉県蓮田市高虫３８５ 石井　平夫 矢部　武雄

自由民主党鳩山支部 埼玉県比企郡鳩山町赤沼４４７ 石井　計次 田中　亮圭

自由民主党羽生支部 埼玉県羽生市南７－１８－１０ 諸井　真英 諸井　奈津子

自由民主党飯能支部 埼玉県飯能市双柳３７３－１２　あおぞらビル２０２ 内沼　博史 小林　勝美

自由民主党東秩父支部 埼玉県秩父郡東秩父村白石７８９ 渡辺　均 渡辺　均

自由民主党東松山支部 埼玉県東松山市古凍４６－２ 吉田　英三郎 島村　耕平
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自由民主党日高支部 埼玉県日高市上鹿山２７１ 小谷野　五雄 水村　順孝

自由民主党深谷支部 埼玉県深谷市針ケ谷３９９－１ 神尾　髙善 神尾　貞男

自由民主党吹上支部 埼玉県鴻巣市鎌塚３－５－１６ 坂本　国広 松本　信次

自由民主党富士見支部 埼玉県富士見市鶴馬２６１２－７ 尾崎　孝好 佐野　正幸

自由民主党本庄支部 埼玉県本庄市小島南２－４－７ 飯塚　俊彦 井田　正志

自由民主党松伏支部 埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩１１８７ 増田　等 石川　忠夫

自由民主党三郷支部 埼玉県三郷市三郷２－１－１－１０１ 美田　宗亮 梅村　明彦

自由民主党美里支部 埼玉県児玉郡美里町下児玉５１９－１ 桜沢　明 原田　信次

自由民主党皆野支部 埼玉県秩父郡皆野町皆野２４２ 新井　康夫 大塚　鉄也

自由民主党宮代支部 埼玉県南埼玉郡宮代町西原４７０－２２ 合川　泰治 田島　正徳

自由民主党妻沼支部 埼玉県熊谷市弥藤吾２４０９ 森　新一 川野　龍也

自由民主党毛呂山支部 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷６５８－３　アトレ１ 堀江　快治 佐藤　秀樹

自由民主党八潮支部 埼玉県八潮市八條４３１－１ 宇田川　幸夫 福岡　達則

自由民主党横瀬支部 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬６１３１－２ 黒澤　克久 浅見　茂

自由民主党吉川支部 埼玉県吉川市吉川１－３０－２７ 松澤　正 吉川　敏幸

自由民主党吉見支部 埼玉県比企郡吉見町北吉見２４８８－１４ 小林　周三 根岸　正男

自由民主党寄居支部 埼玉県大里郡寄居町三品３９８－１ 吉沢　康広 新井　優幹

自由民主党嵐山支部 埼玉県比企郡嵐山町志賀８０７－１ 大野　敏行 小林　智

自由民主党和光支部 埼玉県和光市新倉２－２２－１ 齊藤　秀雄 柳下　長治

自由民主党鷲宮支部 埼玉県久喜市鷲宮２５１５－４ 上條　哲弘 上條　哲弘

自由民主党蕨支部 埼玉県蕨市中央３－１７－２３－１０２ 須賀　敬史 保谷　武

埼玉維新の会 埼玉県川口市芝中田２－９－６ 高橋　英明 小林　成好

埼玉維新の会川口市支部 埼玉県川口市芝中田２－９－６ 髙橋　英明 増田　仁

日本維新の会参議院埼玉県選挙区第１支部 埼玉県川口市芝中田２－９－６ 加来　武宜 加来　武宜 １号

日本維新の会衆議院埼玉県第２選挙区支部 埼玉県川口市芝中田２－９－６ 髙橋　英明 増田　仁 １号

日本維新の会衆議院埼玉県第７選挙区支部 埼玉県川越市霞ケ関東１－４－１１　シャルム２Ｆ 伊勢田　享子 伊勢田　幸正 １号

日本維新の会衆議院埼玉県第１５選挙区支部 埼玉県さいたま市南区根岸２－２２－１６ 澤田　良 澤田　良 １号

日本共産党埼玉県委員会 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－１７１－１ 荻原　初男 加藤　宣子

日本共産党埼玉西南地区委員会 埼玉県所沢市上山口１８０－２ 神田　三春 竹村　孝一

日本共産党埼玉西部地区委員会 埼玉県川越市小仙波町３－１３－４ 長沼　チネ 鶴渕　三枝子

日本共産党埼玉西部・東地区委員会 埼玉県富士見市山室２－３－３２ 山本　浩 岩崎　公夫

日本共産党さいたま地区委員会 埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－６５７－１ 安達　敏夫 梁瀬　真奈美

日本共産党埼玉中部地区委員会 埼玉県上尾市向山３－４－１４ 山本　眞理 平田　英勝

日本共産党埼玉東部北地区委員会 埼玉県久喜市栗原３３３－１ 赤岸　雅治 鈴木　千賀子

日本共産党埼玉東部南地区委員会 埼玉県越谷市相模町７－３９２８－８１ 苗村　京子 藤家　靖夫

日本共産党埼玉北部地区委員会 埼玉県大里郡寄居町桜沢３３１５－２ 小豆島　啓 今井　安治

日本共産党埼玉南部地区委員会 埼玉県川口市前川２－２８－１０ 金子　幸弘 野呂　久

日本共産党蕨・戸田地区委員会 埼玉県蕨市中央５－９－１７ 阿久津　俊男 菅野　栄

立憲民主党埼玉県参議院選挙区第１総支部 埼玉県さいたま市大宮区東町２－２８９－２ 熊谷　裕人 田中　道代 １号

立憲民主党埼玉県参議院選挙区第２総支部 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３６４－１－１Ｆ 髙木　真理 細川　千恵子 １号

立憲民主党埼玉県総支部連合会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－６－１６　ＢＥＩＳ浦和 大島　敦 田並　尚明

立憲民主党埼玉県第１区総支部 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－６－１１　松本ビル２Ｆ 武正　公一 武正　智子 １号

立憲民主党埼玉県第５区総支部 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－１０８－５－２Ｆ 枝野　幸男 枝野　佐智子 １号

立憲民主党埼玉県第６区総支部 埼玉県桶川市泉２－１１－３２天沼ビル 大島　敦 小川　壽一 １号

立憲民主党埼玉県第７区総支部 埼玉県川越市新富町１－１８－６戸田ビル２Ｆ 小宮山　泰子 有本　和雄 １号

立憲民主党埼玉県第９区総支部 埼玉県入間市豊岡２－８－３　１Ｆ 杉村　慎治 大久保　竜平 １号

立憲民主党埼玉県第１０区総支部 埼玉県東松山市材木町２０－９ 坂本　祐之輔 松本　高史 １号

立憲民主党埼玉県第１２区総支部 埼玉県熊谷市久保島１００３－２ 森田　俊和 栗原　馨 １号

立憲民主党埼玉県第１３区総支部 埼玉県春日部市中央１－８－２１　ニュー吉田ビル３０２ 三角　創太 西﨑　風香 １号

立憲民主党埼玉県第１５区総支部 埼玉県さいたま市南区太田窪５－２７－３　石川ビル１０１ 熊谷　裕人 片山　桂司郎 １号


