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あ 新しい政治と経済を考える会 埼玉県加須市大越２１９４ 野中　厚 中里　昌弘 1・2号 〇

い 泉の会 埼玉県本庄市駅南１－１６－１９ 春山　茂之 佐藤　賀則 2号

一幸会 埼玉県鴻巣市本町３－９－２８ 中根　一幸 犬飼　俊郎 1・2号 〇

え 英幸会 埼玉県川越市久保町５－３ 中野　英幸 宮澤　孝久 1号 〇

英友会 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・2号 〇

お 大島敦後援会 埼玉県桶川市泉２－１１－３２　天沼ビル 大島　敦 高橋　節子 1・2号 〇

大島敦事務所 埼玉県桶川市泉２－１１－３２ 小川　壽一 稲垣　雅由 2号

大空会 埼玉県東松山市材木町２０－９ 坂本　祐之輔 松本　高史 1・2号 〇

大塚拓後援会 埼玉県入間市豊岡１－２－２３　清水ビル２階 大塚　拓 大塚　拓 1・2号

自勝会 埼玉県所沢市緑町４－３２－１５ 小野塚　勝俊 山際　一央 1・2号 〇

き きかわだひとし後援会 埼玉県越谷市越ケ谷１－１３－２－２階 天草　大陸 石井　あゆ子 2号

黄川田仁志と新しい政治を実践する会 埼玉県越谷市越ケ谷１－１３－２－２階 黄川田　仁志 石井　あゆ子 1・2号 〇

く くまがい裕人と歩む会 埼玉県さいたま市大宮区東町２－２８９－２　森田ビル１Ｆ 原島　良幸 田中　道代 2号

こ 公認会計士による古川俊治後援会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４　小峰ビル３Ｆ 坂本　隆信 土屋　文実男 2号

厚友会 埼玉県加須市大越２１９４ 小川　明彦 中里　昌弘 2号

さ 彩英会 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２７－９ 武笠　光明 二宮　尚徳 2号

埼玉から日本を改革する会 埼玉県さいたま市浦和区岸町１－７－１１　三景荘１０２号室 渡邉　泰之 渡邉　泰之 1・2号 〇

埼玉政経フォーラム 埼玉県朝霞市東弁財３－１３－６　ガーデンサラス２０７ 上田　清司 森田　輝雄 1・2号 〇

さいちの会 埼玉県富士見市針ケ谷２－１０－１４ 神山　佐市 山口　豪一 1・2号 〇

彩ン２１ 埼玉県三郷市戸ケ崎３－３４７ 鈴木　義弘 大久保　寛行 1・2号 〇

幸手市三幸会 埼玉県幸手市千塚４９０ 広川　正 柿沼　義良 2号

沢田良後援会良翔会 埼玉県さいたま市南区根岸２－２２－１４　メゾンフェニックス１Ｆ 澤田　良 澤田　良 1・2号

し しばやま昌彦後援会 埼玉県所沢市小手指町２－１２－４－１０１ 宇佐美　保政 大塚　隆浩 2号

昌政会 埼玉県所沢市小手指町２－１２－４－１０１ 柴山　昌彦 大塚　隆浩 1・2号 〇

昌友会 埼玉県秩父郡皆野町皆野２３９１－９ 関口　昌一 多田　政弘 1・2号 〇

晋山会 埼玉県東松山市和泉町３－１５ 山口　晋 筋野　正美 1・2号 〇

新政良友会 埼玉県さいたま市南区根岸２－２２－１４ 藤枡　幸子 松村　東 2号

す すぎむら慎治後援会 埼玉県入間市豊岡２－８－３　１Ｆ 杉村　慎治 大久保　竜平 1号

鈴木よしひろ後援会連合会 埼玉県三郷市戸ヶ崎３－３４７ 岡庭　明 内田　和夫 2号

せ 政経アクセス 埼玉県川口市並木１－１０－２２－１Ｆ 新藤　義孝 飯嶋　賴康 1・2号 〇

誠山会 埼玉県大里郡寄居町寄居１３０６－５ 島田　誠 高橋　能樹 1・2号 〇

清友会 埼玉県朝霞市東弁財３－１３－６　ガーデンサラス２０７ 森田　輝雄 森田　輝雄 2号

税理士による枝野幸男後援会 埼玉県さいたま市大宮区土手町３－１６５－９　昌栄Ｍ１ビル２Ｆ 根岸　裕幸 河野　直行 2号

税理士による大島あつし後援会 埼玉県上尾市上平中央３－４０－６ 榎本　幸雄 関根　智 2号

税理士による黄川田仁志後援会 埼玉県草加市松原４－１－１８ 浅野　典久 昼間　信行 2号

税理士による小宮山泰子後援会 埼玉県川越市新宿町１－１７－１７　ウェスタ川越５Ｆ 林　和彦 樋之口　猛 2号

税理士による柴山昌彦後援会 埼玉県所沢市中新井３－２２－６ 瀧島　正男 鈴木　正美 2号

税理士による武正公一後援会 埼玉県さいたま市浦和区本太１－３９－２ 石坂　健一 野川　義三 2号

税理士による土屋品子後援会 埼玉県春日部市粕壁東２－１－３５ 石川　利子 榎本　奈江 2号

税理士による西田まこと後援会 埼玉県春日部市粕壁６９８１－１ 寺門　好雄 赤松　則宏 2号

税理士による　ほさかやすし　後援会 埼玉県朝霞市東弁財１－２－２２　コスモ朝霞台駅前１０１　髙野税務会計事務所内 髙野　進 瀧澤　藤晴 2号

税理士による牧原秀樹後援会 埼玉県さいたま市大宮区土手町３－１６５－９　昌栄ＭＩビル２Ｆ 清水　晴雄 竹内　修司 2号

税理士による村井ひでき後援会 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－２－１－２０５　石川豊税理士事務所内 深澤　邦光 石川　豊 2号

世界システム研究所 埼玉県入間市豊岡１－２－２３　清水ビル２階 大塚　拓 大塚　拓 1・2号 〇

た 高木まり未来変革プロジェクト 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３６４－１－１Ｆ 高木　まり 羽根田　亜矢 1・2号 〇

髙木錬太郎と新しい日本社会をつくる会 埼玉県さいたま市南区太田窪５－２７－３　石川ビル１０１ 髙木　錬太郎 片山　桂司郎 1・2号 〇

たけまさ公一後援会 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－６－１１　松本ビル２Ｆ 新開　政清 武正　智子 2号

竜の会 埼玉県春日部市八丁目３２５ 土屋　品子 佐々木　太郎 1・2号 〇

田中良生後援会 埼玉県蕨市中央６－３－３ 鹿　勇一郎 福山　真樹 2号

な 中根会 埼玉県鴻巣市本町３－９－２８ 篠崎　晃市 犬飼　俊郎 2号

中根一幸上尾市後援会 埼玉県鴻巣市本町３－９－２８ 遠山　正博 犬飼　俊郎 2号

中根一幸桶川市後援会 埼玉県桶川市川田谷２４５９―１ 臼田　真一朗 秋山　誠治 2号

中野ひでゆき後援会 埼玉県川越市小仙波町２－１８－４ 金子　憲二 柿田　准 2号

に 西田まこと経済政策研究会 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・2号 〇

日本に飯の種をばらまく会 埼玉県入間市豊岡２－８－３　１Ｆ 杉村　慎治 大久保　竜平 1・2号 〇

の 野中あつし君を育てる会 埼玉県加須市大越２１９４ 中里　昌弘 山崎　洋平 2号

ふ 古川としはる岩槻区後援会「岩槻創俊会」 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４　小峰ビル３階　古川俊治事務所内 金沢　和俊 髙橋　利典 2号

古川としはる後援会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４　小峰ビル３Ｆ 金井　忠男 牧　健太郎 2号

ほ ほさかやすし後援会 埼玉県朝霞市本町２－１―１　野口ビル２０２ 穂坂　泰 酒井　慶太 1・2号 〇

ま 松﨑哲久後援会 埼玉県鶴ヶ島市藤金８３５－１－２－５０７ 佐藤　尚武 上林　眞一 2号

み 三角そうた後援会 埼玉県春日部市粕壁４６３０－６ 三角　創太 三角　千晶 1・2号 〇

三ッ林裕已後援会 埼玉県幸手市千塚４９０ 石井　明 鈴木　進 2号

政治団体一覧【国会議員関係政治団体】（令和４年１２月３１日現在）
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未来政策研究会 埼玉県川越市新富町１－１８－６　戸田ビル２Ｆ 小宮山　泰子 八木　昭次 1・2号 〇

も 森田としかず後援会 埼玉県熊谷市久保島１００３－２ 森田　俊和 栗原　馨 1・2号 〇

や 矢倉かつおと未来を創る会 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・2号 〇

ゆ 裕友会 埼玉県さいたま市大宮区東町２－２８９－２　森田ビル１Ｆ 熊谷　裕人 田中　道代 1・2号 〇

り 龍の会 埼玉県秩父市山田２７１２－１ 小泉　龍司 新井　敏之 1・2号 〇

わ 若翔会 埼玉県上尾市仲町１―４―１６ 臼田　真一朗 藤城　卓 2号

若松かねしげ市民フォーラム 埼玉県上尾市仲町１―４―１６ 若松　謙維 恩田　祐将 1・2号 〇


