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あ あいかわ綾香とさいたま市の未来をつくる会 埼玉県さいたま市北区東大成町１－５３６ 相川　綾香 相川　元晴

逢澤圭一郎と地域をよくする会 埼玉県三郷市早稲田２－１０－７ 竹本　裕司 石山　義男

あいだ吉幸後援会 埼玉県春日部市大衾５ 清水　博 會田　則子

青い空の会 埼玉県川口市戸塚１－３－２ 安田　章代 中村　信子

青木あきら後援会 埼玉県幸手市香日向４－１４－１ 小沢　一郎 青木　和代

青木利幸後援会 埼玉県所沢市北岩岡５５４－１ 青木　利幸 粕谷　直貴

青木久男後援会 埼玉県北足立郡伊奈町小室２３６８ 青木　久男 青木　久男

青島けんた春高ＯＢ後援会 埼玉県三郷市三郷２－１－１－１０１ 内山　宣世 大渕　俊明

青羽健仁後援会 埼玉県さいたま市浦和区本太２－１８－１４ 秋元　暉男 松澤　典子

青柳賢治後援会 埼玉県比企郡嵐山町川島１５９４－３０ 荒井　忠正 青柳　春美

青山聖子後援会 埼玉県川口市西川口２－１６－２３－４０１ 青山　聖子 青山　幸成

赤岩ひでふみ後援会 埼玉県秩父市上影森８２１－２ 赤岩　久美子 赤岩　和幸

赤坂かずひろ後援会 埼玉県加須市南大桑８８６ 倉田　茂 嶋田　明夫

赤出川よしお後援会 埼玉県吉川市吉川１６２０－６　セントラルコート吉川４０５ 伊藤　慎一 赤出川　清子

明るい埼玉をつくる会 埼玉県春日部市粕壁１－９－４３ 榮　康照 榮　美千代

明るい未来をつくる朝霞の会 埼玉県朝霞市溝沼２－５－２５ 松下　公彦 松下　公彦

秋田孝後援会 埼玉県所沢市旭町１２－１５ 秋田　孝 尾崎　政成

秋谷おさむ後援会 埼玉県鴻巣市宮前４４３－１ 松本　幹哉 山崎　光則

上尾市医師連盟 埼玉県上尾市春日２－１０－３３ 伊波　潔 横塚　健一

浅井まさし後援会 埼玉県草加市稲荷３－１４－２９ 髙橋　博 泉　栄嗣

朝霞地区医師連盟 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１－７－７ 村山　正昭 滝澤　義和

朝霞地区歯科医師連盟 埼玉県朝霞市本町１－７－３ 保﨑　輝夫 篠原　美穂子

朝霞地区薬剤師連盟 埼玉県朝霞市西弁財１－１０－２１　ブリランテ朝霞台３１２ 小田　美良 梶谷　祥三

朝霞を元気にする会 埼玉県朝霞市溝沼５－１５－１７－５０２ 丸山　明美 柏谷　亜紀子

朝田和宏を育てる会 埼玉県八潮市伊勢野３０６ 落合　利治 市原　明人

浅野みえ子と地域の会 埼玉県所沢市北秋津８７６－３　所沢コーポラスＨ２０４ 浅野　みえ子 石川　歩

ＡＳＵＫＡ　ＳＵＰＰＯＲＴ　ＴＥＡＭ 埼玉県春日部市豊町６－１－６ 永田　裕夫 永田　正子

明日なる！久喜の未来をつくるプロジェクト 埼玉県久喜市上川崎３１５－４ 新井　兼 新井　保直

明日の加須市をつくる会 埼玉県加須市富士見町１０－３３ 髙橋　護 笹原　捷夫

明日の越谷を創る会 埼玉県越谷市袋山１０７－１ 山﨑　隆 清田　巳喜男

明日のさいたまをになう会 埼玉県さいたま市北区日進町２－１１１５－５ 石川　忠久 関根　順子

明日の幸せを考える市民会議 埼玉県さいたま市南区別所３－１３－２２－５０４ 冨田　かおり 中村　薫

明日の鳩山を考える会 埼玉県比企郡鳩山町赤沼１９３６－２ 小峰　文夫 小峰　將弘

明日の宮代を創る会 埼玉県南埼玉郡宮代町宮代１－１－１８ 島村　孝一 深井　満

あすの吉見を創る会 埼玉県比企郡吉見町荒子５２５ 岩﨑　英樹 岩﨑　良

あすの和光を創る会 埼玉県和光市新倉２－７－５５ 櫻井　直樹 川名　洋平

あぜがみ順平と越谷を考える会 埼玉県越谷市南越谷１－１４－１－１０２ 大沢　弘一 大沢　富士夫

あそう和英後援会 埼玉県戸田市笹目６－３－４ 江口　正巳 浅生　博昭

足立理助後援会 埼玉県秩父郡東秩父村奥沢６７ 足立　宗助 足立　真弓

新しい上尾をつくる会 埼玉県上尾市向山２－４５－１９ 畠山　稔 畠山　岩子

新しい埼玉１０区を創る会 埼玉県坂戸市日の出町１０－２　早川ビル１階 伊藤　信弘 笠原　喜雄

新しい埼玉を創造する会 埼玉県八潮市八條３７５０ 萩野　祐一 小久江　正人

新しい杉戸をつくる会 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野１５３０－３ 窪田　裕之 丸林　勝治

新しい秩父をつくる会 埼玉県秩父市中町３１－５ 中島　國夫 伊古田　俊

新しい富士見市をつくるにじいろの会 埼玉県富士見市山室２－３－２１ 新井　紀子 瀬戸口　幸子

新しい三郷をつくる会 埼玉県三郷市戸ヶ崎２４６５－１ 篠田　壽和 篠田　雅央

新しい八潮を創る市民の会 埼玉県八潮市八潮２－１８－８－１１１ 飯山　和男 須藤　真司

あったかいふじみ野をつくる会 埼玉県ふじみ野市上福岡１－１１－２高畑ビル 岸澤　七郎 中野　国士華

あなたと秩父の明日を紡ぐ会 埼玉県秩父市番場町１１－５ 小松　穂波 守屋　夕子

阿部弘明後援会 埼玉県比企郡滑川町羽尾１８７１－１ 阿部　弘明 横田　武春

あべ雅一サポーター会 埼玉県春日部市栄町３－５３－１ 阿部　雅一 阿部　次雄

新井こういち後援会 埼玉県加須市飯積１２７６ 平井　穣 平澤　庄次

新井ごう後援会 埼玉県秩父市中町８－８ 淺賀　克彦 吉崎　正明

新井ごうを育てる会 埼玉県秩父市中町８－８ 淺賀　克彦 羽山　幸男

新井すなお後援会 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷２３０－４ 新井　すなお 新井　すなお

新井太一後援会 埼玉県児玉郡神川町下阿久原８１９－２ 新井　太一 新井　太一

新井たかお後援会 埼玉県桶川市川田谷６６９６－２ 和久津　勝 鶴見　暁

あらい英行後援会 埼玉県児玉郡美里町木部４９－１１ 新井　英行 新井　英行

新井ひとし後援会 埼玉県日高市下鹿山３３８ 水村　晃 新井　均

新井富士男後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町藤倉２０９０ 新井　富士男 新井　富士男

新井実後援会 埼玉県児玉郡上里町神保原町５４０－２ 新井　實 新井　啓造

新井康之後援会 埼玉県入間郡越生町津久根１２３ 福田　正己 黒澤　茂

荒川昌佑後援会 埼玉県上尾市小泉２－４－４　リヴェールⅢ１０２ 荒川　昌佑 荒川　昌佑

荒木裕介後援会 埼玉県さいたま市桜区西堀２－２－１０　１階 真取　正典 荒木　裕介

安藤かずとし後援会 埼玉県東松山市大谷４０３５－５ 鈴木　正弘 安藤　真希

あんどう圭介後援会 埼玉県志木市柏町１－２－１２ 安藤　圭介 安藤　圭介

安藤まこと後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野２－１－３ 安藤　誠 安藤　裕子

い 飯島かずお後援会 埼玉県比企郡川島町上伊草１３７８－１ 笛木　俊次 飯島　恵津子

飯田たけし後援会 埼玉県越谷市大沢３－２１－３０ 飯田　剛 飯田　剛

飯塚俊彦後援会 埼玉県本庄市小島南２－４－７ 飯塚　能成 渡辺　豊
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飯野徹也後援会 埼玉県比企郡川島町吉原１２７－８ 飯野　裕明 飯野　柳子

いきいき埼玉の会 埼玉県春日部市中央２－２４－８　コスモ春日部中央７０１ 青木　一雄 石塚　宏

池上ともやす後援会 埼玉県蕨市北町２－１０－９（池上方） 瀧澤　林三 平田　宏

池田会 埼玉県春日部市上蛭田２３７－１４ 池田　江市 池田　江市

池田さだおを励ます会 埼玉県新座市野火止８－１－８ 小泉　伊智郎 山本　隆敬

池田めぐみ後援会 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－１４－１６ 山本　仁 海野　照美

池田ゆみこと進む会 埼玉県加須市外野４７０－１ 池田　裕美子 宮崎　洋子

いけはた司後援会 埼玉県入間市上藤沢５４８－１７ 池畠　暢也 池畠　司

石井けいじ後援会 埼玉県比企郡鳩山町赤沼６２０ 石井　計次 石井　光子

石井直彦後援会 埼玉県行田市西新町１００－９２ 石井　繁 石井　トワコ

石井平夫後援会 埼玉県蓮田市高虫３８５ 篠崎　久雄 石井　憲司

石井ひろし後援会 埼玉県坂戸市多和目８３０ 西川　一秀 石井　保雄

石井やすし後援会 埼玉県さいたま市緑区大崎１９９１－２ 吉村　真治 石井　安

石川きよし後援会 埼玉県坂戸市泉町１５－３４ 石川　清 石川　奈保子

石川ただよし後援会 埼玉県久喜市久喜東１－８－３３ 竹山　悦男 渡辺　順子

石川友和を育てる会 埼玉県春日部市備後西４－１２－１４ 石川　友和 石川　清香

石川ひでたか 埼玉県越谷市赤山町１－９３－２　長谷川コーポ１０１ 石川　栄貴 石川　栄貴

石川広己を育てる会 埼玉県熊谷市間々田２３９－２ 石川　広己 石川　広己

石川良三連合後援会 埼玉県春日部市備後西４－１５－３７ 石川　良三 石川　かほり

石木戸みちや後援会 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢６３０ 大澤　径子 中畦　昭文

石関ひろおみ後援会 埼玉県さいたま市緑区三室６９１－１ 石関　洋臣 石関　美津子

石田けい子後援会 埼玉県草加市松原２－２－３０ー２１３ 石田　恵子 伊津野　哲一

石原さんを応援する会 埼玉県白岡市西１０－１１－３４ 黒澤　英典 石原　健三

石原茂後援会 埼玉県朝霞市根岸台８－２－６０ 石原　和紀 石原　博

石原たかし後援会 埼玉県所沢市緑町１－５－７－５０６ 石原　昂 石原　昂

石渡征浩を応援する会 埼玉県白岡市上野田１４７２ 鷲巣　美草 鷲巣　美草

いしわたり豊後援会 埼玉県上尾市弁財２－７－８ 石渡　豊 石渡　久子

出雲けいことこころにっこりまちづくり 埼玉県さいたま市西区内野本郷４４８－９－２０１ 出雲　圭子 出雲　崇

いずも敏太郎後援会 埼玉県鶴ヶ島市下新田５８６－４９ 出雲　敏太郎 出雲　夕夏

いずもり勝義を応援する会 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３９－８５ 長島　貢 桜中　徹

井田かずひろ後援会 埼玉県入間郡三芳町上富２５４ 青木　孝夫 島田　裕康

板倉あつし後援会 埼玉県ふじみ野市亀久保３－１２－３７ 板倉　篤 板倉　篤

板橋智之後援会 埼玉県川口市新堀８４１ 板橋　智之 板橋　加津子

板橋博美後援会 埼玉県川口市戸塚鋏町２５－１ 五十嵐　宏 新井　忠男

市川文雄後援会 埼玉県三郷市番匠免１－５５ 篠田　和男 堀切　房男

市ノ川徳宏後援会 埼玉県鴻巣市赤見台１－１１－１０－５１７ 市ノ川　徳宏 秋葉　正一

一色ゆうき後援会 埼玉県三郷市茂田井３８９－２　マロンハイツ三郷１０３ 一色　雄生 一色　早苗

一心会 埼玉県川越市木野目３０１－１　パティオ南古谷１０８ 柳沢　貴雄 柳沢　貴雄

井手大喜と頼れる次世代を目指す会 埼玉県草加市谷塚上町４６６－２１ 井手　大喜 井手　由美子

糸井まさき後援会 埼玉県桶川市泉１－１－１１ 榎本　敬 糸井　恵美子

伊藤えりか後援会 埼玉県比企郡吉見町長谷７４２－２ 伊藤　えりか 伊藤　えりか

伊藤岳後援会 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－２－２４　品田ビル２０１ 浅井　勉 酒井　隆三

いとう一洋後援会 埼玉県春日部市南１－７－２７ 伊藤　一洋 伊藤　美恵子

伊藤覚後援会 埼玉県児玉郡上里町金久保１０７９ 伊藤　覚 伊藤　智里

伊藤信太郎を支援する会 埼玉県新座市新堀１－１０－８ 伊藤　信吾 伊藤　暁代

伊藤はつみ後援会 埼玉県ふじみ野市ふじみ野３－１０－３９ 渡辺　政栄 斉藤　博

伊東秀浩後援会 埼玉県戸田市中町１－９－１１－１０１ 栗山　𠮷雄 前島　盛一

伊藤まなぶ後援会 埼玉県さいたま市北区宮原町２－１０５－２９ 伊藤　仕 伊藤　仕

いなうらいわお後援会 埼玉県日高市横手２－１３－５ 今西　邦大 稲浦　巌

稲川和成後援会 埼玉県川口市芝２－２６－１８ 榎本　義男 稲川　茂雄

いな元気世代の会 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台５－６９ 上野　尚德 上野　尚德

稲田朋美埼玉後援会 埼玉県さいたま市見沼区東新井５８７－２ 田村　琢実 白土　幸仁

稲葉まさはる後援会 埼玉県吉川市吉川４５３－２ 稲葉　剛治 待山　智子

稲葉光男後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南１－１２－１４ 小川　勇 稲葉　恵子

伊奈町の明るい未来をつくる会 埼玉県北足立郡伊奈町本町３－１２－２ 山野　智彦 山野　智彦

伊奈町の教育をよくする会 埼玉県北足立郡伊奈町栄３－１１６－４ 藤原　義春 山本　久美子

伊奈町を水害から守る会 埼玉県北足立郡伊奈町栄３－１１６－４ 藤原　義春 山本　久美子

稲村ジョージ後援会 埼玉県比企郡小川町角山２５３－１２号棟 齋藤　賢人 稲村　稔

稲森敬後援会 埼玉県幸手市中５－３０－２ 稲森　敬 稲森　敬

井上えいじ後援会 埼玉県春日部市粕壁東３－６－８ 岡安　光男 岡安　光男

井上薫後援会 埼玉県川口市木曽呂８７６－２ 丸山　純夫 山田　清

井上けんじ後援会 埼玉県入間郡毛呂山町西戸７７１－１ 小室　洋一郎 武井　精司

井上しげる後援会 埼玉県上尾市東町２－４－１１ 山崎　昌男 井上　咲子

井上しょうこ後援会 埼玉県東松山市若松町２－１０－３８ 榎田　達治 井上　聖子

井上ただあき後援会 埼玉県久喜市久喜東５－１８－２０ 堺　俊治 渡辺　政義

井上なおこ後援会 埼玉県比企郡滑川町福田１５６５ 井上　満恭 川口　敦子

井上みつお後援会 埼玉県越谷市蒲生本町９－３０ 井上　光男 渡辺　春樹

猪岡ひさし後援会 埼玉県児玉郡上里町神保原町４６３－６ 猪岡　壽 猪岡　ますみ

今井陽子後援会 埼玉県蕨市中央６－２－２６ 今井　陽子 新井　澄夫

入沢豊所沢の未来を考える会 埼玉県所沢市山口５０２６－３　４４－３－４０１ 入沢　豊 入沢　賢一
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入間から！女性県議を誕生させる会 埼玉県草加市高砂１－９－１０－３０９ 大久保　竜平 中村　清英

入間郡市歯科医師連盟 埼玉県狭山市狭山台３―１０－４　小澤ビル１Ｆ 関口　一春 馬島　宏

入間郡市農協政治連盟 埼玉県川越市今成２－２９－４ 大木　清志 諸口　栄治

入間地区医師連盟 埼玉県入間市上藤沢７３０－１ 小室　順義 寺師　良樹

岩井博之後援会 埼玉県川口市里５５５－３ 岩井　博之 岩井　玲子

岩崎あきら後援会 埼玉県行田市埼玉５３２２ 石川　重雄 岩崎　広子

岩﨑鉄也後援会 埼玉県入間郡越生町越生３９６ 岩﨑　鉄也 岩﨑　寿美江

岩崎のぶひろ後援会 埼玉県本庄市緑３－５－１２ 岩崎　信裕 三角　清一郎

岩沢ゆうき後援会 埼玉県和光市白子３－４０－８　タクト成増弐番館２Ｄ 岩澤　侑生 小澤　潤一郎

岩田あきお後援会 埼玉県比企郡ときがわ町西平７２－１ 尾根田　光孝 岩田　眞紀子

岩田和幸後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄４６８１ 岩田　和幸 岩田　光

いわたしんいち後援会 埼玉県入間郡越生町如意５００－１ 岩田　眞一 岩田　浩子

岩田つとむ後援会 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞５４４－１ 宮崎　裕明 桜井　恵子

岩槻医師連盟 埼玉県さいたま市岩槻区府内１－８－１ 田中　洋次郎 竹田　周吾

岩槻から国会議員を創る会 埼玉県さいたま市岩槻区本町１―１１―１０ 清水　義夫 小林　台受

う ヴァンベール（緑の風）後援会 埼玉県狭山市狭山台１－１１－８ 矢島　萇子 西本　則子

植井敏夫後援会 埼玉県児玉郡上里町七本木６１４－３ 西川　實 岩田　誠

ウェーブ２１研究会 埼玉県鴻巣市本町３－１０－２５ 篠田　武彦 林　真理

上野なおのり後援会 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台５－６９ 内田　惠三 上野　尚德

植原育雄後援会 埼玉県児玉郡上里町七本木６１１－５ 植原　育雄 植原　きみ代

うしくぼ恒行後援会 埼玉県羽生市上新郷１２８ 鈴木　文男 羽鳥　隆行

牛くぼひさし後援会 埼玉県川越市南田島２４２－１ 粂原　恒久 牛窪　喜史

宇治ゆき子後援会 埼玉県三郷市さつき平２－３－２－１２０６ 渋井　明正 白石　敬次

宇田川ゆきおを応援する会 埼玉県八潮市八條３９３ 新井　孝一 斉藤　宏𠮷

宇田川ゆきお連合後援会 埼玉県八潮市八條３９３ 鈴木　俊一 野口　正義

内田としお後援会 埼玉県比企郡滑川町羽尾１４７６ 内田　實 小久保　二三男

内田ひとし後援会 埼玉県秩父市大野原９５９－１３ 黒澤　一正 内田　郁子

内沼ひろし後援会 埼玉県飯能市岩沢７２９―２ 宮内　重利 内沼　里美

内野よしひろ後援会 埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷７１３ 内野　健重 内野　健重

内村ただひさ後援会 埼玉県入間市扇町屋１－３－１５ 山畑　雅廣 山畑　雅浩

内山けいこ後援会「さつき会」 埼玉県和光市下新倉３－２－７１ 内山　恵子 内山　哲也

うづき武彦後援会 埼玉県春日部市一ノ割１－７－４０ 西　俊幸 大沢　美智子

梅田修一後援会 埼玉県久喜市中妻２５７ 梅田　俊夫 梅田　典子

うらたみつるバリアフリーの会 埼玉県桶川市若宮２－８－７ 浦田　充 浦田　充

浦和医師連盟 埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－１８ 阪　正晴 松谷　一成

浦和三郎後援会 埼玉県上尾市向山５－１４－１５ 上野　正二 浦和　えみ子

浦和歯科医師連盟 埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－１８ 金沢　ひより 大畑　仁志

浦和市民自治研究会 埼玉県さいたま市浦和区常盤３－１８－２０－８０３ 小高　真由美 長内　経男

浦和薬剤師連盟 埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－１８ 堀野　忠夫 秋本　圭子

え 笑顔あふれる明るい久喜市をつくる会 埼玉県久喜市菖蒲町新堀１７１０－４ 飯島　照朗 飯島　照朗

笑顔の幸手をつくる会 埼玉県幸手市幸手３４１４－２ 木村　信隆 衣川　俊男

江田とおる後援会 埼玉県秩父市荒川上田野２３３－１ 新井　政雄 江田　芳枝

ＮＨＫから国民を守る党 埼玉県川口市東内野５４９－１８ 塩田　和久 塩田　和久

ＮＨＫから国民を守る党 埼玉県春日部市中央１－４９－２　イトーピア春日部マンション２０８ 酒谷　和秀 酒谷　和秀

榎本英明後援会 埼玉県久喜市菖蒲町三箇８６２－２ 榎本　英明 榎本　悦子

榎本もりあき後援会 埼玉県戸田市新曽２４８ 西塚　勇 中島　光博

江原ひろゆきを育てる会 埼玉県白岡市小久喜１０７１―２ 金子　孝之 江原　浩之

エビハラ光男後援会 埼玉県春日部市大畑８０ 田中　潤一 小暮　一博

江森せいいち後援会 埼玉県桶川市上日出谷南３－１０－２３ 白子　敏夫 田口　和枝

遠藤英樹後援会 埼玉県戸田市川岸２－５－３２－１０１ 高橋　隆子 高橋　誠一

遠藤誠後援会 埼玉県白岡市篠津１８４７ 遠藤　誠 遠藤　直也

お 大石圭子と進む会 埼玉県蕨市塚越７－７－１８ 大石　圭子 大石　圭子

大石健一後援会 埼玉県所沢市宮本町２－１８－１３ 小泉　英治 中島　太

大泉よしゆきとみんなで八潮を変える会 埼玉県八潮市大曽根８４８－１５ 大泉　芳行 大泉　芳行

大賀ひろし後援会事務所 埼玉県比企郡鳩山町小用１２３７－２９ 大賀　広史 大賀　広史

大川戸いわお後援会 埼玉県日高市横手６０６－１ 関口　恒男 柳沢　誠已

大北ひさかつ後援会 埼玉県大里郡寄居町今市２１２－１ 大北　久勝 大北　秀子

大久保まさる後援会 埼玉県飯能市柳町２３－２０ 町田　保彦 小澤　高司

大里郡市歯科医師連盟 埼玉県大里郡寄居町三品２３２－２ 大野　公義 歌代　和彦

大里郡市農協政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９ 原　浩 吉田　公一

大里比企政治研究会 埼玉県熊谷市村岡１９５２－２ 福田　稚鶴 福田　新一

大澤タキ江後援会 埼玉県秩父郡長瀞町井戸７５０ 板谷　定美 大澤　正義

大沢ひろゆき後援会 埼玉県日高市原宿１４６ 石井　康雄 石井　建次

大沢みち子後援会 埼玉県秩父郡皆野町皆野１３３２ 大澤　径子 大澤　雅己

大嶋和浩を応援する会 埼玉県熊谷市弁財１８０ 小林　芳雄 大嶋　淑恵

大島たつみを支える会 埼玉県北本市古市場１－３６ 大嶋　達巳 大嶋　達巳

大島輝雄後援会 埼玉県児玉郡美里町阿那志１０１２ 大島　輝雄 大島　和代

大曽根英明後援会 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘８６６－１ 岸田　定治 福田　博幸

大舘たかゆき後援会 埼玉県所沢市小手指元町３－２６－１６ 小林　昭夫 山中　将利

大谷和子後援会 埼玉県久喜市桜田１－４－１－３２０ 中尾　俊彦 鈴木　浩美
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大塚拓入間市後援会 埼玉県入間市豊岡１－２－２３ 忽滑谷　周司 近藤　常雄

大塚拓市町議会議員協議会 埼玉県入間市豊岡１－２－２３　清水ビル２階 田村　秀二 横田　淳一

大塚拓日高市後援会 埼玉県日高市栗坪３９２－２ 石井　幸良 横手　祐次

大塚鉄也後援会事務所 埼玉県秩父郡皆野町皆野９６６－８ 大塚　鉄也 山中　菊夫

大塚のぶいち後援会 埼玉県比企郡滑川町羽尾３０１９ 大塚　信一 大塚　信一

大塚佳之後援会 埼玉県鴻巣市広田３０５１ 大塚　憲二 大塚　友喜子

大つき守と歩む会 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡２－２８－２４ 浅見　伸明 小岩　美友紀

おおつつとむ後援会 埼玉県飯能市東町１９－９ 大津　力 大津　明

大野勉後援会 埼玉県入間市新久７６６ 吉野　平治 釆澤　達夫

大野敏行後援会 埼玉県比企郡嵐山町志賀８０７－１ 栗原　昌己 小原　敬

大野のぶえ後援会 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４３６９－２ 小泉　博道 大野　守

大野もとひろ後援会 埼玉県川口市栄町２－１－１１　ブランズ川口栄町パークフロント１０３ 金井　忠男 宮本　造徳

大野やすしを育てる会 埼玉県越谷市宮本町１－９４－３ 大野　保司 大野　保司

大橋よしひさ後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田１－２－８ 大橋　芳久 立石　授

おおば祥照後援会 埼玉県所沢市緑町４－４４－７ 佐藤　真 加藤　和伸

大宮医師連盟 埼玉県さいたま市北区東大成町２－１０７ 松本　雅彦 田原　泰久

大宮市 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－１０３ 河野　正弘 河野　正弘

大宮歯科医師連盟 埼玉県さいたま市大宮区下町３－４７ 菊地　宏之 本多　克次

大村広司後援会 埼玉県児玉郡上里町七本木２３９６－１０ 大村　広司 大村　広司

大室ひさし後援会 埼玉県上尾市柏座４－１１－１６ 下里　孝典 山崎　義夫

大山しのぶ連合後援会 埼玉県八潮市八潮２－１８－８－１１１ 小櫃　榮壽 大森　靖弘

オール大宮 埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－９３７－１－１０８ 藤井　健志 藤井　裕子

オール蓮田 埼玉県蓮田市蓮田１０３２－５ 菊池　玲子 菊池　玲子

オール美里 埼玉県児玉郡美里町甘粕４８３－５ 根本　純一 根本　尚美

大和田哲後援会 埼玉県越谷市蒲生旭町８－１４ 三枝　薫 加賀見　蒔子

岡しげお後援会 埼玉県白岡市小久喜１２０３－１ 野内　誠 岡　郁子

岡島貴弘後援会 埼玉県志木市柏町１－６－３５－２０５ 岡島　貴弘 岡島　貴弘

岡地まさる後援会 埼玉県桶川市坂田西２－１２－２０ 大隅　俊和 細谷　良作

岡庭明（明生会）後援会 埼玉県三郷市鷹野４－５９　岡庭ビル２０２ 倉田　友行 岡庭　美和

岡野ちえ子後援会 埼玉県桶川市若宮２－１４－３ 野本　憲文 今井　光一

岡部かずお後援会 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷２２７ 櫻井　勲雄 西宮　保雄

岡村行雄後援会 埼玉県東松山市若松町１－１６－３３ 峯　岩男 加藤　豊

岡村ゆり子後援会 埼玉県川口市東内野５２８－１０ 岡村　ゆり子 岡村　ゆり子

岡本やすあき後援会 埼玉県大里郡寄居町用土２９３１ 岡本　安明 岡本　安明

岡安政彦後援会 埼玉県桶川市寿２－１５－１６ 富田　幸一 岡安　政彦

小川あきひこ後援会 埼玉県羽生市中央４－８－９ 小川　明彦 小川　美代子

小川茂後援会 埼玉県鶴ヶ島市下新田１７９－４ 高野　光長 浅見　豊

小川真一郎後援会 埼玉県深谷市長在家１４ 馬場　一雄 小川　信行

小川匠後援会 埼玉県富士見市ふじみ野東３－１４－１３ 張替　寿彦 高草木　鉄子

小川たつおサポートクラブ 埼玉県坂戸市元町５９－５ 小川　達夫 小川　智子

小川薬剤師連盟 埼玉県比企郡小川町小川７１３－５　小川薬剤師会薬局内 井上　忠義 栄田　博一

小河原大生後援会 埼玉県幸手市上宇和田２０４ 庭山　和也 田口　かほる

荻野泰男後援会 埼玉県所沢市糀谷１７４６－１ 荻野　泰男 荻野　泰男

おくざわ裕介後援会 埼玉県春日部市小渕５４８－１１ 奥澤　裕介 奥澤　真美

小倉きよひこと共により良い八潮へ変革する会 埼玉県八潮市大原４９７－１ 小倉　聖彦 小倉　聖彦

桶川の未来を創る会 埼玉県桶川市末広２－１０－３５ 神戸　正之 逸見　順次

桶本大輔後援会 埼玉県さいたま市南区根岸１－６－１６ 佐伯　鋼兵 半田　浩之

越生町を語る会 埼玉県入間郡越生町上野１３５８ 岡部　安雄 岡部　房江

おさかべ政直後援会 埼玉県ふじみ野市駒林元町１－７－５ 小坂部　政直 小坂部　政勝

おざき孝好後援会 埼玉県富士見市山室２－１－７ 柳田　政男 尾崎　ゆかり

おざわ実後援会 埼玉県比企郡滑川町羽尾４４０３－２ 小澤　実 小澤　実

小高ひろゆき後援会 埼玉県川越市福田９５１－５ 小髙　清次 金子　雄二

鬼丸裕史を育む会 埼玉県春日部市増田新田４２９－２５ 鬼丸　裕史 鬼丸　博

小野かつのり後援会 埼玉県桶川市坂田西１－８－１８ 岩﨑　彰 逸見　順次

小野澤康弘後援会 埼玉県川越市吉田７１５－１６ 飯島　清 小野澤　優子

小野田和男後援会 埼玉県羽生市東５―７ー１ 小久保　光雄 阿部　三重

尾花あきひと県政懇話会 埼玉県上尾市仲町２－６－１２　１０３号 保坂　金一 斉藤　良徳

尾花あきひと後援会 埼玉県上尾市仲町１－５－７ 甲斐　茂夫 星野　茂

尾花正明後援会 埼玉県上尾市仲町１－５－７ 増山　一豊 尾花　裕子

か 介護の視点でまちづくりを進める会 埼玉県富士見市山室２－２５－１２ 片岡　慎介 片岡　淳子

改新みらい 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台６－４０　Ｇｒａｃｅ２０６ 冨井　篤弥 冨井　篤弥

海沼ひでゆき後援会 埼玉県川越市南大塚１－１４－１８　コーポ松本２０１ 海沼　秀幸 海沼　幸一

変えよう春日部　市民の会 埼玉県春日部市銚子口６６５－３ 川鍋　守 青木　次雄

変えるぞ宮代の会 埼玉県南埼玉郡宮代町中島８１７－１ 浅倉　光子 浅倉　寿枝

輝く県北の会 埼玉県熊谷市銀座１－１１８ 野澤　久夫 高野　広明

かがやく草加の未来をつくる会 埼玉県草加市北谷１－２３－１８ 田代　祐未 田代　徹

輝く未来の桶川をつくる会 埼玉県桶川市川田谷２０７７－２ 砂川　和也 砂川　哲也

輝く八潮チャレンジの会 埼玉県八潮市浮塚８４９－２ 荒川　貴洋 荒川　英子

かがやけ春日部の会 埼玉県春日部市中央１－９ー１６　ツルヤ第一ビル 佐々木　雅子 新堀　久美子

香川たけふみ後援会 埼玉県志木市幸町１－１２－２ 香川　武文 香川　美知子
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香川宏行後援会 埼玉県行田市向町２３－１ 大村　善太郎 香川　三枝

かきざわ祐介後援会 埼玉県深谷市新井３０２－１ 柿澤　祐介 平野　浩之

柿沼秀雄後援会 埼玉県加須市柳生２５３９ 柿沼　秀雄 石井　優夫

柿沼光男後援会 埼玉県本庄市東台３－４－３ 春日　孝夫 石橋　順子

角田もりよし後援会 埼玉県加須市礼羽１３７－１ 内田　親 松本　清

笠原こうへい後援会 埼玉県秩父市荒川上田野１２９３－２ 三上　重樹 笠原　大佑

笠原ひでひこ後援会 埼玉県比企郡小川町笠原１７０－３ 笠原　康男 笠原　勝彦

笠原よしゆき後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町飯田５９８－１ 落合　秀明 島崎　郷

賢い有権者の会 埼玉県さいたま市浦和区前地２－１４－４ 鹿島　真理 長岡　ひとみ

かすかべ再輝動会 埼玉県春日部市粕壁３－１０ー４５－１０５号 伊藤　一洋 尾崎　博則

春日部市医師連盟 埼玉県春日部市南１－１－７　東部地域振興ふれあい拠点施設６階 中村　靖史 遠藤　賢

春日部市民を幸せにする会 埼玉県春日部市備後東２－２０－３ 澄川　忠宏 澄川　忠宏

春日部市薬剤師連盟 埼玉県春日部市南１－１－７　東部地域振興ふれあい拠点施設６階 今井　良仁 永井　猛

かすかべに「新しい風」を 埼玉県春日部市大畑１０－１ 山﨑　實 古橋　元弘

粕谷かつみ後援会 埼玉県比企郡川島町下大屋敷４８４ 山田　登 遠藤　義宏

粕谷ふじお後援会 埼玉県所沢市山口２８１４－１ 粕谷　憲一 粕谷　高子

雅清会 埼玉県三郷市半田１２１６ 木津　雅晟 榎本　賢隆

加須市薬剤師連盟 埼玉県加須市中央２－１０－８ 渡辺　英治 森田　英子

片野ひろたかサポーターズクラブ 埼玉県川越市霞ケ関東１－２１－３２ 山崎　俊樹 片野　千春

勝浦あつし後援会 埼玉県蓮田市関山２－８－６－５ 藤村　幸子 藤村　茂樹

勝山しょうと新しい富士見市を作る会 埼玉県富士見市ふじみ野東２－７－１　シティヴェールふじみ野３－１００９号 勝山　祥 佐藤　俊和

活力ある地域づくりの会 埼玉県熊谷市佐谷田３０６２ 鈴木　理裕 鈴木　理裕

門井と行田市政を考える会 埼玉県行田市小針２９７２ 門井　誠 横田　敏

加藤一生後援会 埼玉県白岡市千駄野５６３－１２ 加藤　一生 加藤　雅子

加藤かつあき後援会 埼玉県北本市中丸１０－８６ 加藤　幸司 小川　恒明

かとう克明後援会 埼玉県吉川市栄町１４４３－２ 加藤　克明 鳥山　照正

加藤きいち後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野１５８９ 佐藤　恭平 加藤　清子

かとう恵一後援会 埼玉県ふじみ野市上福岡２－２－５ 土屋　哲雄 加藤　由美子

加藤すすむ後援会 埼玉県比企郡川島町出丸下郷６８３ 大野　明男 高橋　敏

かとうたかし後援会 埼玉県狭山市入間川３－１９－１８　居山ビル２０２ 加藤　尭 高実子　昌義

加藤ただし後援会 埼玉県桶川市寿１－３－７ 大木　一男 加藤　正志

かとう則夫後援会 埼玉県坂戸市三光町１５－２ 加藤　則夫 加藤　ゆり

加藤ひでき後援会 埼玉県鴻巣市生出塚２－１７－１３ 加藤　英樹 長島　義明

加藤ゆきお後援会 埼玉県飯能市新町２５－１ 橋本　勉 橋本　勉

門倉道雄後援会 埼玉県本庄市見福１－７－１７ 門倉　道雄 門倉　道雄

金泉ふき子後援会 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘５－２１－２４ 武田　剛 武田　剛

かなざわ孝太郎後援会 埼玉県鴻巣市本町２－１－８ 金澤　三恵子 関口　敏恵

加那友の会・田島加那子後援会 埼玉県上尾市西門前２８６ 田島　照幸 田島　敏子

金森すみ子とあゆむ会 埼玉県北本市東間８－２３０－１７２ 金子　眞理子 出戸　由利子

金子かつら後援会 埼玉県入間市小谷田１４２１ 金子　勝良 金子　勝良

金子喜美子後援会 埼玉県本庄市児玉町児玉１６４ 金子　記代江 茂木　いよ子

金子こうじ後援会 埼玉県入間郡越生町上野７４ 金子　利男 金子　公司

金子進を育てる会 埼玉県春日部市内牧１７０７ 大塚　栄一 内田　和男

金子そういち後援会 埼玉県八潮市大曽根６７６ 須賀　幹夫 金子　誠治

金子としお後援会 埼玉県入間市小谷田１４２１ 岡野　勇一 金子　勝良

金子正則水深区後援会 埼玉県加須市水深７２０ 田宮　正美 斉藤　勇

金子ゆういち後援会 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１５ 加藤　雄司 島田　恵三

金子義則後援会 埼玉県児玉郡上里町七本木１５３４－１ 金子　義則 金子　昇代

かねはまこうけん後援会 埼玉県ふじみ野市清見２－３－４　センチュリオン１０２号室 井上　昭 金濱　高顕

鎌田やすはる後援会 埼玉県和光市南１－８－１４　サンヒルズ和光１０３ 鎌田　泰春 鎌田　泰春

神尾たかよしを支援する会 埼玉県深谷市針ケ谷３９９－１ 久保田　武詮 幸田　欣二

上里・実りの会 埼玉県児玉郡上里町大御堂１０３２－１０ 大沢　正 小暮　研一

上条あきひろ事務所 埼玉県久喜市鷲宮２５１５－４ 上条　哲弘 上条　哲弘

神山かずゆき後援会 埼玉県入間郡毛呂山町前久保５４８―１ 新井　彰夫 小室　貴史

神山さいち後援会 埼玉県富士見市針ケ谷２－１０－１４ 黒田　猛 神山　一明

亀田剛司後援会 埼玉県久喜市本町８－５－６８－３３号 亀田　剛司 亀田　剛司

川合よしあき後援会 埼玉県川越市松郷１０９４－５ 長谷川　健一 長澤　桃代

河井美久後援会 埼玉県春日部市増富７０ 髙橋　則義 中山　英夫

川内コウキにもっと汗をかかせる会 埼玉県久喜市鷲宮３－１４－１２ 川内　鴻輝 川内　彩

川口鋳物工業政経研究会 埼玉県川口市元郷２－１－３ 石川　義明 佐々木　正

川口機械工業政経研究会 埼玉県川口市本町３－３－６ 葛生　誠一郎 佐藤　義晴

川口木型工業政経研究会 埼玉県川口市西青木１－２６－９　ＲＳビル３０１ 小川　勝利 石川　武男

川口けいすけ応援団 埼玉県川越市古谷上６０８３－８－Ｂ１－４０８ 川口　啓介 川口　良美

川口元気づくり市民会議 埼玉県川口市西川口３－２１－９ 君塚　正 土屋　悌一郎

川口産業政治連盟 埼玉県川口市本蓮４－３－３８ 石川　義明 岩澤　幸雄

川口市医師連盟 埼玉県川口市本町４－１－８　川口センタービル４Ｆ 長江　厚 目時　亮

川口歯科医師連盟 埼玉県川口市上青木３－１２－６３　ＳＫＩＰシティ彩の国ビジュアルプラザ棟４階 岩渕　法一 柳澤　伸行

川口市私立幼稚園連盟 埼玉県川口市安行慈林８８０ 田中　親男 平林　仁

川口政経懇和会 埼玉県川口市並木１－１０－２２ 児玉　洋介 目良　一貴

川口ってどうなっているの？市政を市民の手に実行委員会 埼玉県川口市峯１１７０－５　スカイヴィレッジ１０２ 津田　賢次 塀和　光二郎



50音 政治団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 会計責任者の氏名 国会議員関
係政治団体

資金管
理団体

政治団体一覧【資金管理団体】（令和４年１２月３１日現在）

川口の未来を考える会 埼玉県川口市前上町２９－１３ 國分　達也 砂沢　学

加涌弘貴後援会 埼玉県飯能市栄町８－８ 加涌　弘貴 加涌　光代

かわごえＧＯ！市民の会 埼玉県川越市仙波町２－４－７ 山田　範男 藤崎　榮一

川越市医師連盟 埼玉県川越市小仙波町２－５３－１ 齊藤　正身 松本　吉郎

川越のあしたの会 埼玉県川越市連雀町１４－２　シャトー連雀２Ｂ 山田　哲也 小川　修一郎

川越の子どもを守る会 埼玉県川越市下新河岸６９－４９ 加藤　聖子 小畑　敬子

川越の未来を考える会 埼玉県川越市仙波町１－８－２５ 西澤　堅 福岡　一枝

川﨑哲也後援会 埼玉県所沢市中富南４－２９－１４ 川﨑　哲也 宇佐美　保政

川崎照正後援会 埼玉県さいたま市北区日進町３－２３５ 川崎　照正 川崎　茂

川崎ひさのり後援会 埼玉県草加市青柳２－２１－６ 川﨑　久範 川﨑　久範

川島町山口泰明後援会 埼玉県比企郡川島町上伊草２０１１ 菊地　敏昭 持木　尊

河田晃明後援会 埼玉県羽生市三田ヶ谷１６２ 奥沢　和明 江森　慈男

川田のぶやす後援会 埼玉県戸田市下戸田１－４－６ 川田　進康 川田　進康

河野会 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－１０３ 河野　正弘 河野　正弘

川野たけし後援会 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸１０３ 海老原　裕 岡野　孝

川畑勝弘後援会 埼玉県富士見市諏訪１－６－２３ 五十嵐　剛 馬場　厚吉

川辺よしのぶ後援会 埼玉県久喜市本町４－１３－３５ 佐藤　文雄 田村　晶子

変わらなければ変えられない変えなければ変わらない会 埼玉県比企郡鳩山町赤沼１９３６－２ 小峰　文夫 小峰　將弘

神田さとし後援会 埼玉県川越市笠幡１６６２ 神田　賢志 神田　賢志

神田たかし後援会 埼玉県比企郡吉見町大串５１４ 長島　浩一 長島　紀子

神田武後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町般若２９４５ 黒田　秀夫 神田　近

かんの淳後援会 埼玉県狭山市富士見１－２９－１ 菅野　淳 菅野　裕子

ガンバレまっちゃん鈴木松蔵後援会 埼玉県久喜市北青柳５３３ 吉田　孝 長谷川　美代子

き 木内しんいちを育てる会 埼玉県草加市八幡町５９－８ 三橋　親弘 植田　全紀

「きくちけいた」と『輝く草加』をつくる会 埼玉県草加市金明町１２６３－５ 菊地　慶太 菊地　慶太

菊地貴光後援会 埼玉県越谷市千間台東１－８－１ 菊地　幸夫 菊地　貴光

菊池よしひと後援会 埼玉県蓮田市蓮田１０３２－５ 菊池　義人 菊池　玲子

きくなかつのり後援会 埼玉県吉川市保４８１－４ 西倉　健 菊名　久子

木佐木てるお後援会 埼玉県蓮田市駒崎４２１９－１８ 小林　孝行 山岸　由一

きしきけんいちろう後援会 埼玉県川越市久下戸３４８３－１ 北沢　明 吉敷　満夫

きしけいすけ後援会 埼玉県川越市的場１３３０－１ 岸　啓祐 岸　啓祐

岸田せいじ後援会 埼玉県鶴ヶ島市藤金８１７－１６ 岸田　成司 岸田　成司

きし信智と元気な久喜をつくる会 埼玉県久喜市久喜北２－３１－２－３１７ 貴志　信智 貴志　修一

北足立郡市医師連盟 埼玉県北本市二ッ家３－１８３ 仁科　哲雄 大塚　健二

北足立歯科医師連盟 埼玉県鴻巣市赤見台１－１５－２３ 高橋　修 中根　真理

北足立農協政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９ 清水　節男 田中　庸久

北岡くじゅう後援会 埼玉県さいたま市浦和区常盤２－６－５－５０３ 北岡　久住 佐川　一夫

北葛飾農協政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９ 根岸　信一郎 立原　敏夫

北埼玉医師連盟 埼玉県加須市馬内４４１ 加藤　誠 福島　祐一

北埼玉歯科医師連盟 埼玉県加須市川口１２０－４ 増田　幸樹 新井　裕之

北埼玉創生の会 埼玉県行田市関根８０７－１ 福島　智雄 松井　晃

北埼玉農協政治連盟 埼玉県羽生市東７－１５－３ 大塚　宏 平井　清敏

北角よしゆき後援会 埼玉県蓮田市緑町１－２７－５ 竹村　徹夫 山口　豊

北としかず後援会 埼玉県桶川市下日出谷９５９－２６ 北　敏和 岡崎　忠信

北堀あつし後援会 埼玉県秩父市山田１２９４－１ 田島　俊秀 大野　守

北堀かずひろ後援会 埼玉県比企郡滑川町中尾１０４５ 北堀　勝利 北堀　悟

北村あやこ後えん会 埼玉県桶川市寿２－２－４ 片岡　富美子 堀口　長治

北本の未来を考える市民の会 埼玉県北本市東間８－１７１ 金子　眞理子 金子　眞理子

きつい公治後援会 埼玉県越谷市蒲生４－９－９ 川津　正男 市川　博美

キッズファミリー 埼玉県三郷市戸ケ崎１６８９－１１４ 篠田　和廣 木津　淑子

木津まさあき彦成地区後援会 埼玉県三郷市上口１－６３ 恩田　薫 岡田　利彦

希望溢れる埼玉へＲＯＡＤＴＯ２０４５ 埼玉県戸田市氷川町１－１４－１７ 細田　耕造 細田　智子

希望の花を咲かせる会 埼玉県和光市下新倉４－１５－１ 吉田　紀久 田中　昌哉

木村隆彦後援会 埼玉県秩父市中村町３－９－２２ 高橋　徳太郎 八木　秀太郎

木村ただよし後援会 埼玉県草加市氷川町３９７－３ 田中　和明 舩渡　寛三

木村はるお後援会 埼玉県幸手市内国府間３０－５ 井草　宏二 大沼　謙二

木村ゆうき後援会 埼玉県富士見市水子６０２ 木村　裕紀 木村　晶子

行田市医師連盟 埼玉県行田市上池守４４ 河本　英敏 河本　英敏

行田政経調査会 埼玉県行田市荒木１０１９－３ 細谷　美恵子 細谷　茂樹

旭忠会 埼玉県ふじみ野市大井６０１－１　グランステージふじみ野４０３ 赤穗　旭 赤穗　旭

吉良英敏後援会 埼玉県幸手市惣新田１４６５ 吉良　英敏 松田　亮

キラリ吉川・キラリ埼玉の明日を創る会 埼玉県吉川市保４６２－１ 小川　麻未 松田　孝之

く 久喜くにやす後援会 埼玉県秩父市道生町８－１３ 西村　耕一 浅見　正

久喜市の未来を語る会 埼玉県久喜市吉羽２１６７ 小林　保 小林　久美子

久喜白岡薬剤師連盟 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲５０１３－５３９ 根本　昌子 平川　秀子

久喜市をもっと良くする会 埼玉県久喜市久喜北１－１２－９ 夢川　善裕 梅田　真由美

くさかべ伸三後援会 埼玉県さいたま市西区宝来１２９５－１ 大須賀　綾子 加納　祥江

工藤しゅうじ後援会 埼玉県越谷市大成町２－３７８－１６ 江利川　嘉造 関根　和夫

工藤日出夫好縁会 埼玉県北本市東間５－９０　サンマンション北本１－５０７ 工藤　日出夫 工藤　日出夫

工藤まさじ後援会 埼玉県行田市谷郷３－７－１７ 加藤　彰二 工藤　淳
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久保けんじ後援会 埼玉県入間郡三芳町北永井８５２－８７ 宇山　康男 宇山　康男

くぼた裕之後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野１５３０－３ 窪田　裕之 窪田　啓純

熊谷市医師連盟 埼玉県熊谷市大原１－５－２８ 池田　基昭 林　文明

熊谷市歯科医師連盟 埼玉県熊谷市本石１－１１－１ 大川　隆史 大塚　哲郎

熊谷薬剤師連盟 埼玉県熊谷市本町２－８４ 坂田　浩一 恒木　まさみ

熊木照明後援会 埼玉県戸田市新曽南１－８－６ 細田　忠良 浜野　芳孝

くめまみこ後援会　ＮＥＸＴ川越 埼玉県川越市新宿町５－１１－２　小澤方 水村　雅人 粂　剛史

暮らしが第一の会あさか 埼玉県朝霞市溝沼５－１５－１７－５０２ 柏谷　勝幸 丸山　明美

倉林ますよ後援会 埼玉県本庄市児玉町吉田林１２５－１ 倉林　益代 倉林　益代

栗原たけのり後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸４１６－１１ 栗原　偉憲 笠原　慎太郎

栗原ともゆき後援会 埼玉県加須市大門町１－８ 栗原　智之 栗原　梅吉

栗原みつはる後援会 埼玉県川越市岸町１－２５－１８ 宮岡　寛 川股　秀之

黒沢かつひさ後援会 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬６１３１－２ 齊藤　輝昭 浅見　茂

黒須大一郎後援会 埼玉県白岡市篠津６３０ 折原　健司 黒須　智美

け 経正会 埼玉県所沢市泉町１７９３－１３　ジヤス１０１号 並木　正芳 並木　望美

元気な春日部を創る会 埼玉県春日部市小渕１４４４－２ 川上　雅己 稲葉　信正

元気な草加、元気な埼玉 埼玉県草加市弁天２―１６―１６―１１０ 渡辺　真人 郡司　晃浩

健全な久喜市を創る市民の会 埼玉県久喜市本町２－１－３７ 岸　輝美 堺　俊治

県北から女性県議を実現する会 埼玉県深谷市西島５－８７２－２ 井上　恵 尾畑　有美子

こ 小池ゆうや後援会 埼玉県上尾市仲町１－１０－３ 関口　恭史 山崎　亮一

小泉あきら後援会 埼玉県富士見市鶴瀬西２－７－１－５０６ 小泉　陽 小泉　陽

小泉初男後援会 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬３５１－２ 佐野　貞雄 加藤　弘

小泉龍司後援会 埼玉県秩父市山田２７１２－１ 村岡　正巳 新井　敏之

小泉龍司女性の会 埼玉県深谷市上柴町東３－１７－１９ 清水　時子 新井　敏之

小泉龍司本庄地区後援会 埼玉県本庄市駅南１－１６－１９ 鈴木　和喜 佐藤　賀則

向淳会 埼玉県所沢市神米金３５８－６Ｃ－４０４ 川原　隆 木曽　香代

鴻巣の元気担当クラブ 埼玉県鴻巣市糠田１３６３－１ 金子　裕太 金子　和枝

鴻巣薬剤師連盟 埼玉県鴻巣市吹上富士見３－１－１０ 小林　敬司 寺田　秀男

鴻巣を元気にする会 埼玉県鴻巣市東２－１－８ 広瀬　秀男 広瀬　秀男

こうのゆういち後援会 埼玉県幸手市平須賀３００５ 髙野　優一 内田　清仁

こうのよしとくを応援する会 埼玉県志木市幸町１－９－３２ 河野　芳徳 河野　英男

幸福実現党上尾後援会 埼玉県北本市東間５－９０　サンマンション北本２－１１０ 堀川　伸二 狭間　絵里

幸福実現党朝霞・志木後援会 埼玉県朝霞市根岸台７－２３－１８ 髙橋　正 萩原　佐久子

幸福実現党入間後援会 埼玉県入間市久保稲荷１－１４－３ 高橋　憲治 内村　雅一

幸福実現党浦和後援会 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－１５－４１　アルテ浦和３１４ 高槻　靖 森　健二

幸福実現党大宮後援会 埼玉県さいたま市北区東大成町１－１６２－１－５０４ 武田　芳幸 千葉　康浩

幸福実現党春日部後援会 埼玉県春日部市備後東７－２９－９ 佐藤　健一 仙波　洋子

幸福実現党川口後援会 埼玉県川口市新堀８２６－４ 丸山　勝正 谷内　潤

幸福実現党川越後援会 埼玉県川越市今成１－１３－１ 坂東　哲郎 勝見　八千代

幸福実現党久喜後援会 埼玉県白岡市小久喜６７５－１　パークシティー白岡Ｂ６０２ 松本　博史 野口　美智代

幸福実現党熊谷後援会 埼玉県加須市花崎北３－１３－７ 大室　力 吉田　江利

幸福実現党越谷後援会 埼玉県越谷市宮本町２－１６０　豊田方 豊田　利雄 吉田　紀美

幸福実現党埼玉県本部 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼１３７１－４　高橋様方 斉藤　芳男 土居　俊夫

幸福実現党坂戸後援会 埼玉県東松山市松山１６８４－１１　向台住宅１号棟１１５号室 佐藤　文彦 竹中　伸明

幸福実現党草加後援会 埼玉県草加市松江２－９－１２　彌冨様方 内藤　博文 髙橋　靖典

幸福実現党秩父後援会 埼玉県秩父市上宮地町２７－２ 関根　正嗣 新井　二三子

幸福実現党所沢後援会 埼玉県所沢市小手指町５－２－１－４０７ 臼井　英夫 石原　礼仁

幸福実現党深谷本庄後援会 埼玉県本庄市日の出１－１２－４ 佐藤　光男 西岡　優

幸福実現党富士見後援会 埼玉県富士見市鶴馬２－６－１９ 山田　長蔵 増島　千尋

幸福実現党武蔵浦和後援会 埼玉県さいたま市桜区中島１－２３－８ 小川　孝二 酒井　春美

幸友会田島照幸後援会 埼玉県上尾市西門前２８６ 田島　照幸 田島　敏子

行和会 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

国際勝共連合埼玉県本部 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－２２５－１４　鈴木方 松本　清孝 田中　勉

小久保憲一後援会 埼玉県比企郡小川町青山８０２ 瀬川　豊 田中　勝

小久保博史後援会 埼玉県春日部市備後東８－５４－５ 関口　守弘 小久保　恭子

小暮としみ後援会 埼玉県児玉郡上里町大御堂７０８－２ 阿久戸　幸男 小暮　雅子

心が通い、支えあうさいたま市を築く会 埼玉県さいたま市南区大谷口１８７４－１３ 本間　園子 村井　早苗

越谷市医師連盟 埼玉県越谷市東越谷１０－３１ 原　直 鮫島　弘武

越谷市歯科医師連盟 埼玉県越谷市東越谷１０－３１　越谷市立保健センター３階 小川　惠介 田﨑　勇次

越谷市民ネットワーク 埼玉県越谷市東越谷１－５－１７ 保田　登美子 崎田　美奈子

越谷市薬剤師連盟 埼玉県越谷市東越谷１０－３１　保健センター３階 髙橋　直三郎 髙橋　友哉

こしづかなほこを応援する会 埼玉県熊谷市見晴町２４４ 腰塚　菜穂子 腰塚　菜穂子

こじま清人後援会 埼玉県入間市河原町８－５　フォルム飛和２０１ 荒井　恵久 水村　吉伸

小島市政を進める会 埼玉県深谷市西島町５－１２－２２ 小内　睦夫 坂本　久

小島すぐる市民連合 埼玉県白岡市高岩１２９８ 滝沢　茂夫 滝沢　茂夫

小島たかし後援会 埼玉県深谷市本田１００９－１ 小嶋　隆 小嶋　英樹

小嶋智子を育てる会 埼玉県和光市丸山台１－２－７－８０２ 池ノ内　茂生 小南　正光

小島信昭後援会 埼玉県さいたま市岩槻区本宿２９８－５ 倉持　操 新井　久夫

小島まさやす後援会 埼玉県熊谷市円光１－１５－２４ 小島　正泰 小島　利果

越谷で楽しく幸せに生活する会 埼玉県越谷市東越谷２－９－５ 田中　利昌 田中　利昌
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小杉しゅういち後援会 埼玉県秩父郡皆野町皆野２４７８－１ 宮崎　健 小杉　紀子

小高時男後援会 埼玉県ふじみ野市上野台１－１－１－７０２ 岡崎　孝雄 田口　三枝子

小高まゆみと歩む会 埼玉県さいたま市浦和区常盤３－１８－２０－８０３ 小高　真由美 小高　真由美

児玉郡市農協政治連盟 埼玉県本庄市早稲田の杜１－１４－１ 塩谷　和弘 小暮　博光

後藤こうすけ後援会 埼玉県鴻巣市本町１－７－１－８０５ 後藤　耕佑 利根川　弘明

子どもにツケをまわさないさやまの会 埼玉県狭山市中央３－６　Ｃ－２０２号 矢馳　一郎 矢馳　一郎

こなかりか後援会 埼玉県入間市東藤沢４－９－２３ 齋藤　國男 古仲　リカ

小林おさむ後援会 埼玉県行田市佐間１－２９－２ 栗原　功 小林　瑞枝

小林一貫後援会 埼玉県熊谷市妻沼１６２４ 中村　悦男 江森　亀雄

小林くにあき後援会 埼玉県熊谷市市ノ坪４７３番地 小林　國章 小林　まゆみ

小林さとし後援会 埼玉県比企郡嵐山町吉田４６６―２ 小林　一好 小林　治子

小林周三後援会 埼玉県比企郡吉見町北吉見２４８８－１４ 根岸　正男 金子　正行

小林たかや後援会 埼玉県羽生市須影１１０９－５ 小林　誠弥 小林　誠弥

小林拓朗と熊谷を拓く会 埼玉県熊谷市箱田６－１２－１７ 小林　拓朗 小林　拓朗

小林たけしを応援する会 埼玉県本庄市児玉町児玉１８２１ 小林　眞利子 小林　久雄

小林保後援会 埼玉県久喜市吉羽２１６７ 小林　保 遊佐　光明

小林哲也後援会 埼玉県熊谷市三ヶ尻２７０８ 権田　清志 富田　高行

小林とよ子を育てる会 埼玉県越谷市大沢４－１５－１　ファミールハイツ１－１１０ 𠮷岡　重治 小林　正直

小林ひでお後援会 埼玉県幸手市外国府間３７１ 小林　利行 小林　薫

小林まさよし後援会 埼玉県越谷市赤山町３－２１５－５－２０１ 小林　成好 小林　成好

小林ユリ後援会 埼玉県さいたま市西区指扇領別所３６６－２５　えのきビル 小林　ユリ 蓮沼　万里

小林利一後援会 埼玉県加須市琴寄７０６ 斉藤　栄 西島　益男

小鮒賢二後援会 埼玉県熊谷市上之３８３７－１３ 小鮒　賢二 小鮒　政明

こみねあきお後援会 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷２７５－２ 岩澤　豊治 小峰　利夫

小峰たかお後援会 埼玉県比企郡鳩山町今宿５２６－６ 小峰　たかお 小峰　美奈子

小峰文夫後援会 埼玉県比企郡鳩山町赤沼１９３６－２ 小峰　文夫 小峰　將弘

こみねふみお後援会 埼玉県比企郡鳩山町赤沼１９３６－２ 小峰　文夫 小峰　將弘

小峯まつじ後援会 埼玉県比企郡川島町牛ヶ谷戸５６６ 長谷部　實 松本　茂男

小宮正後援会 埼玉県比企郡ときがわ町関堀２９－１ 小宮　正 小宮　正

小柳よしふみ後援会 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町２３－１９　２Ｆ 浜田　文夫 小柳　政美

小谷野五雄後援会 埼玉県日高市上鹿山２７１ 関根　稔 水村　順孝

こんたまみ後援会 埼玉県川口市新井宿１１１０－１６ 今田　真美 今田　勇佑

近藤かずよし後援会 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞８９５－４ 落合　紀之 柳　猛

こんどう　ともあき応援団 埼玉県川口市芝塚原２－１９－３ 近藤　智明 近藤　稔

近藤よしのり後援会 埼玉県ふじみ野市中ノ島１－３－１ 岸江　孝男 近藤　浩子

紺野ひろや後援会 埼玉県入間市東町４－４－２２ 中　良司 大山　千世

こんの桃子後援会 埼玉県戸田市上戸田２－４６－９－１０１ 金野　桃子 金野　孝吉

さ 埼葛歯科医師連盟 埼玉県春日部市八丁目４６２－１ 山﨑　裕司 大和田　学

埼葛土地改良政治連盟 埼玉県北葛飾郡杉戸町椿１４４ 増山　貞男 竹内　昭一

在宅療養を考える市民の会 埼玉県北本市中央３－７１－４　３階 平尾　良雄 成井　克行

埼玉あさま会 埼玉県さいたま市南区別所３－２４－１ 岩崎　美津子 岩崎　純子

埼玉浦和政策構想会議 埼玉県さいたま市浦和区北浦和２－３－２ 上田　清司 浅野目　義英

さいたまガバナンス 埼玉県さいたま市浦和区領家５－１－１０－１０３ 添野　ふみ子 石田　恒子

さいたま絆の会 埼玉県三郷市彦江１－２９２ 関根　和也 関根　和也

埼玉県医師連盟 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－５－１ 金井　忠男 長又　則之

埼玉県ＬＰガス政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－２－１－４１０ 川本　武彦 大久保　勝行

埼玉県改革協議会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－６－１６　ＢＥＩＳ浦和 木村　勇夫 木村　勇夫

埼玉県神谷まさゆき後援会 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

埼玉県看護連盟 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 多田　則子 瀬山　澄江

埼玉県行政書士政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－１１－１１ 染谷　明 磯野　和夫

埼玉県行政書士政治連盟春日部支部 埼玉県春日部市牛島８８１－１５ 横張　利雄 戸田　一志

埼玉県行政書士政治連盟所沢支部 埼玉県所沢市緑町３－２９－９－２０１ 栗田　峰至 染谷　明

埼玉県行政書士政治連盟西入間支部 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷２２４－４ 須藤　信吾 鈴木　好文

埼玉県警備業連盟 埼玉県所沢市喜多町１７－１１　マッキンレービル２階 上園　俊樹 牧野　考二郎

埼玉県建築士事務所政治連盟 埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１－７　埼玉建産連会館５階 戸張　隆 齊藤　哲

埼玉県歯科医師連盟 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

埼玉県歯科衛生士連盟 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－１６５－２６ 落合　美穂 星野　純子

埼玉県歯科技工士連盟 埼玉県さいたま市浦和区常盤３－１－１ 野島　正美 野村　穐生

埼玉県自動車車体整備協同組合政治連盟 埼玉県久喜市高柳２２０２－１ 松崎　秀夫 印出　孝男

埼玉県自動車整備政治連盟 埼玉県さいたま市西区中釘２０８２ 吉澤　裕 清水　智

埼玉県市民ネットワーク 埼玉県越谷市千間台西１－９－１３　ヴェルエールメゾンＢ 辻　浩司 鈴木　裕子

埼玉県社会福祉法人政治連盟 埼玉県所沢市小手指町４－１４－７　シャンブルハウス１０１号室 長岡　均 大野　裕明

埼玉県社会保険労務士政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１　朝日生命浦和ビル７階 瀬谷　卓美 大澤　直樹

埼玉県獣医師連盟 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－３４０　埼玉県農業共済会館内 髙橋　三男 鴻巣　泰

埼玉県柔道整復師政治連盟 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１６６－６ 大河原　晃 吉田　健二

埼玉県自由保守政治研究会 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－４５ 飯島　康彦 百武　公親

埼玉県商工政治連盟 埼玉県比企郡吉見町東野１－５－１３ 三村　喜宏 三村　喜宏

埼玉県商工政治連盟入間支部 埼玉県入間市鍵山１－１５－３１ 関根　栄一 永井　健一

埼玉県商工政治連盟桶川支部 埼玉県桶川市加納６６５－２ 澁谷　光章 山口　秀美

埼玉県商工政治連盟加須支部 埼玉県加須市北大桑８２７―２ 眞中　紀 鳥海　靖久
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埼玉県商工政治連盟久喜支部 埼玉県久喜市北広島６７３―１ 小林　英一 田中　吉長

埼玉県商工政治連盟幸手支部 埼玉県幸手市東３－８－３ 梨本　松男 長岡　智明

埼玉県商工政治連盟白岡支部 埼玉県白岡市西７－９－２８ 弓木　裕一 弓木　裕一

埼玉県商工政治連盟杉戸支部 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３－９－２８ 鈴木　豊 中野　恒明

埼玉県商工政治連盟戸田支部 埼玉県戸田市美女木１－１２－５　ニッケン建設（株）内 溝上　西二 金子　秀一

埼玉県商工政治連盟新座支部 埼玉県新座市東３－１－９ 金子　和男 若村　和夫

埼玉県商工政治連盟蓮田支部 埼玉県蓮田市東６－１－８ 岩﨑　一隆 須賀　章好

埼玉県商工政治連盟羽生支部 埼玉県羽生市下村君２２９１ 卯ノ木　善一 乾　雅実

埼玉県商工政治連盟富士見支部 埼玉県富士見市水谷東１－２－１０ 関野　兼太郎 島田　敏郎

埼玉県商工政治連盟松伏支部 埼玉県北葛飾郡松伏町田中２－４－８ 小島　朗 程田　一夫

埼玉県商工政治連盟三郷支部 埼玉県三郷市番匠免１－２９１－２ 信田　貴久夫 加藤　英泉

埼玉県商工政治連盟宮代支部 埼玉県南埼玉郡宮代町本田５－４－７ 鈴木　充 金子　朝雄

埼玉県商工政治連盟八潮支部 埼玉県八潮市中央３－１４－２０ 古庄　正登 吉田　準一

埼玉県私立学校振興政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－１３－２０ 青木　徹 一川　智宏

埼玉県鍼灸師連盟 埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３－１　第二大矢部ビル２Ｆ東 山口　智 岩﨑　睦

埼玉県鍼灸マッサージ師連盟 埼玉県熊谷市上之１７７７－４ 尾野　彰 山岸　克也

埼玉県精神科病院協会政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－５－１　県民健康センター２Ｆ 菅野　隆 菅野　隆

埼玉県政と鴻巣市政を結ぶ会 埼玉県鴻巣市大芦１１９３ 小泉　晋史 小泉　瑞枝

埼玉県政と市を結ぶ会 埼玉県行田市矢場２－３－６ 柿沼　貴志 小野寺　貴男

埼玉県西部魅力づくり研究会 埼玉県入間市宮寺２９２５―２０４ 松本　義明 松本　より子

埼玉県税理士政治連盟 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－２８９－２ 岸　生子 相川　幸永

埼玉県石油政治連盟 埼玉県川越市久下戸３６８２ 有泉　勝之 石川　忠

埼玉県第１２区保守系市議団協議会 埼玉県熊谷市筑波１－１４２－２ 森　新一 関口　孝夫

埼玉県隊友政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎３－１４－１１ 浦山　長人 菅谷　榮

埼玉県宅建政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町６－１５　宅建会館内 内田　茂 井上　敏

埼玉県中小企業団体政治連盟 埼玉県川越市問屋町８－１ 小谷野　和博 須藤　喜弘

埼玉県電気工事政治連盟 埼玉県さいたま市北区植竹町１－８２０－６ 沼尻　芳治 木村　陽一

埼玉県電機商業政治連盟 埼玉県上尾市本町１－１－５　遠山ビル３Ｆ３１１ 吉澤　進 中井川　一男

埼玉県土地改良政治連盟 埼玉県狭山市新狭山３－７－６（大図様方） 大野　貞二 大図　早孝

埼玉県トラック政治連盟 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－２９９－３ 瀬山　豪 池田　豊

埼玉県日本共産党後援会 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－２－２４　品田ビル２０１ 浅井　勉 酒井　隆三

埼玉県農協政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９ 大木　清志 清水　節男

埼玉県美容業政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－４－１７ 森田　和也 古川　聡

埼玉県ビルメンテナンス政治連盟 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５　ソニックシティビル１０階 鈴木　隆弘 茨田　浩之

埼玉県藤井基之薬剤師後援会 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

埼玉県本田あきこ薬剤師後援会 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－５－１ 金子　伸行 池田　和久

埼玉県水落敏栄後援会 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１３－８ 江田　肇 福居　一夫

埼玉県木材産業政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－７－７　セブンビル３－Ｄ 島﨑　政敏 宮島　義和

埼玉県薬剤師連盟 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

埼玉県山田宏後援会 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

埼玉県理学療法士連盟 埼玉県さいたま市見沼区東宮下西１９６　さいたま記念病院リハビリテーション科内 佐々木　和人 永井　勝信

埼玉県理容政治連盟 埼玉県鴻巣市天神５－１－２６ 若山　有 浜島　近

さいたま桜区の会 埼玉県さいたま市桜区西堀３－３－１９　小林ビル３０１ 小林　正司 小林　かつ子

埼玉司法書士政治連盟 埼玉県上尾市錦町３８－２ 早川　敏夫 大山　明

さいたま市薬剤師連盟 埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－１８ 堀野　忠夫 岸田　誠

埼玉自由党 埼玉県川口市西川口１－５－９ 滝沢　豊広 木村　洋子

さいたま市与野医師連盟 埼玉県さいたま市中央区本町東４－４－３ 森　泰二郎 柳垣　秀徳

埼玉新総合政策研究会 埼玉県東松山市箭弓町３－３－１３ 松坂　喜浩 加島　幸代

埼玉スポーツ振興議員連盟 埼玉県久喜市鷲宮３－１４－１２ 川内　鴻輝 川内　彩

埼玉政策フォーラム 埼玉県越谷市千間台東４－４０－１７ 山本　正乃 山本　正乃

埼玉青志会 埼玉県春日部市粕壁３－１０－４５－９０４ 岩谷　一弘 榎本　賢治

埼玉政治経済研究会 埼玉県ふじみ野市丸山８－３－６０１ 渡辺　大 渡辺　大

埼玉政実会 埼玉県久喜市八甫１１７４－１ 飯野　貴史 野原　大樹

埼玉総合政策協会 埼玉県さいたま市大宮区宮町１―１０３―１　ＹＫビル５Ｆ 池谷　奉文 高橋　衛

埼玉鉄構業政経研究会 埼玉県川越市久下戸３０８１－１ 伊藤　敏彦 上原　延宏

埼玉土地家屋調査士政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－１４－１ 関根　一三 碓井　勝也

埼玉の教育と福祉を考える会 埼玉県深谷市血洗島９８ 久保田　一雄 設楽　久

埼玉の未来をつくる会 埼玉県川口市安行慈林５９０－２２ 内川　雅清 斎藤　幸久

さいたま未来を考える会 埼玉県富士見市鶴瀬東２－２７－２０　マロンヒルズ２０２ 小薬　裕人 星野　貴哉

埼玉民社協会 埼玉県上尾市川２０８－２　武藤政春事務所気付 野木　実 武藤　政春

埼玉を日本一にする県民の会 埼玉県朝霞市東弁財３－１３－６　ガーデンサラス２０７ 佐伯　鋼兵 森田　輝雄

さいど証後援会 埼玉県比企郡川島町八幡３－１－４ 渋谷　隆 道祖土　由紀恵

斉藤くにあき後援会 埼玉県児玉郡上里町三町８５９ 関根　孝道 竹鼻　弘

斉藤詔治後援会 埼玉県吉川市吉川１－２６－１５ 豊田　勉 戸部　勲

齋藤昌司後援会 埼玉県蓮田市閏戸２９１６ 岩﨑　俊一 鈴木　栄

斉藤たかひろ後援会 埼玉県富士見市渡戸２－２－５ 三上　孝治 斉藤　久也

さいとう直子後援会 埼玉県戸田市本町５－２－２０－１１０４ 石塚　桂助 芦田　太一

さいとうまきことわくわくまちづくり 埼玉県羽生市発戸４４８ 齋藤　万紀子 福沢　享子

斉藤正明後援会 埼玉県入間市宮寺２９９７－１ 斎藤　武弘 岩田　一俊

斉藤まさお後援会 埼玉県東松山市材木町５－１８ 齋藤　雅男 齋藤　聡子
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斉藤みきお後援会 埼玉県三郷市東町３７５ 成川　國雄 斉藤　弘

斉藤雄二　後援会 埼玉県草加市谷塚２－２６－３２ 斉藤　雄二 佐竹　貞昭

さいとう芳久後援会 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷１５２－１０ 小嶋　秀一 持木　眞夫

彩の国ネットワークの会 埼玉県さいたま市見沼区春野１－２－４－７１２（本田方） 野本　順一 𠮷野　総一

彩北政経知々武 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬６１５６－２ 勅使河原　満 勅使河原　満

堺たけしと大宮をつくる会 埼玉県さいたま市大宮区東町２－１９２ 堺　猛 志水　直子

栄ひろみサポーターズクラブ 埼玉県春日部市粕壁１－９－４３ 榮　康照 榮　美千代

坂戸市山口たいめい後援会 埼玉県坂戸市仲町１２－１０　山口泰明事務所内 清水　純一 笠間　益伸

坂戸鶴ヶ島医師連盟 埼玉県坂戸市薬師町１１－２９　丸山内科クリニック内 丸山　元孝 小林　みどり

坂本晃後援会 埼玉県鴻巣市赤城１６８ 坂本　重憲 坂本　愛子

坂本かつゆき後援会 埼玉県秩父市山田２４２０－２ 若林　孝之 坂本　智治

坂本国広後援会 埼玉県鴻巣市鎌塚３－５－１６ 坂本　定男 坂本　秀子

坂本だいすけ後援会 埼玉県川口市上青木１－２０－３５－１００２ 山下　紘一 荒川　由美子

坂本貴佳後援会 埼玉県児玉郡神川町四軒在家２４１－１ 中島　守也 坂本　けい子

さかもと優子と進む会 埼玉県入間市東藤沢５－２－３２ 坂本　優子 坂本　寿美子

佐川なみ後援会 埼玉県川口市芝西１－８－６ 佐川　奈弥 佐川　真人

佐久間実内牧地区後援会 埼玉県春日部市内牧２７９８－１ 大塚　栄一 大塚　房男

佐久間実粕壁地区後援会 埼玉県春日部市緑町６－３－１０ 関根　慶剛 筧田　光男

佐久間実幸松地区後援会 埼玉県春日部市不動院野６９４ 石島　忠夫 梅津　徹

佐久間実武里地区後援会 埼玉県春日部市大枝１４９ 伊澤　秀雄 松田　進

佐久間実団地地区後援会 埼玉県春日部市武里団地５－２０－１０６ 松井　和夫 小形　正

佐久間実豊野地区後援会 埼玉県春日部市藤塚２２５９－１ 唐紙　昭 川上　秀夫

佐久間実豊春地区後援会 埼玉県春日部市豊町６－２６－８ 清水　三郎 稲葉　信正

桜井ひとし後援会 埼玉県秩父市日野田町２－７－３４ 櫻井　均 原島　雄一

さくらざわあきら後援会 埼玉県児玉郡神川町植竹６４１－５ 大畠　幹雄 大畠　久昭

桜沢たもつ後援会 埼玉県児玉郡美里町阿那志６５７ 櫻沢　保 櫻沢　節子

佐々木おさむ後援会 埼玉県三郷市鷹野１－４１３－５ 佐々木　修 佐々木　春枝

佐々木まさこ後援会 埼玉県春日部市中央１－９－１６　ツルヤ第１ビル 齋藤　富男 新堀　久美子

ささもと孝幸後援会 埼玉県比企郡小川町東小川４－１６－２ 笹本　孝幸 笹本　智子

佐島啓晋後援会 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷４１－２ 佐島　啓晋 佐島　博子

定村けんじ後援会 埼玉県狭山市北入曽７９４－４ 定村　健志 堀内　裕介

さつき平げんきフォーラム 埼玉県三郷市さつき平２－２－２－９０５ 佐藤　文夫 吉野　昌樹

幸手市薬剤師連盟 埼玉県幸手市中川崎７５６－８ 西塔　慎也 西塔　慎也

幸手の未来を考える会 埼玉県幸手市神明内７０－１ 中村　孝子 木村　良子

幸手を元気にする会 埼玉県幸手市中川崎１－３ 坂本　達夫 宇津木　とし子

佐藤永子後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏２０６８ 大川　君子 山根　信子

佐藤恵一後援会 埼玉県東松山市松山１６８４－１１　向台住宅１号棟１１５号室 丸山　貴正 佐藤　文彦

佐藤こういち後援会 埼玉県北足立郡伊奈町小針新宿３５７－１ 佐藤　弘一 佐藤　弘一

佐藤太信後援会 埼玉県戸田市笹目５－４－１５ 佐藤　太信 佐藤　由里

佐藤憲和後援会 埼玉県草加市花栗４－１３－２１ 佐藤　敬三 横井　ふく子

佐藤ひでき後援会 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南３－３０－６ 小鷹　勝男 藤　清光

佐藤ひろゆき後援会 埼玉県三郷市高州３－８ 野瀬　広道 成川　滋

佐藤まさゆき後援会 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台２－６－５ 佐藤　将行 佐藤　将行

さとうりき応援する会 埼玉県草加市青柳７－３４－１ 加藤　修三 佐藤　良恵

佐野正幸後援会 埼玉県富士見市鶴瀬西３－２２－２６ 市川　倫生 小泉　汎勝

司憲の会 埼玉県桶川市川田谷７３３７－１ 三浦　憲行 足立　幸代

狭山市医師連盟 埼玉県狭山市狭山台３―２４ 遠藤　一博 馬島　辰典

狭山のかたち研究会 埼玉県狭山市北入曽１３５１ 中村　正義 中村　三誠

さわだいわお後援会 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－２４－５ 澤田　巌 澤田　洋子

し ＣＲＵ交通政策研究会 埼玉県熊谷市曙町１－９１ 大澤　喜一 根岸　剛

志木市を変える市民の会 埼玉県志木市本町１－１－４ 西川　和人 香川　裕文

志木の未来を創る会 埼玉県志木市幸町１－９－３２ 立川　正仁 安藤　圭介

ししくら千代子後援会 埼玉県朝霞市溝沼７－４－５３ 獅子倉　康治 桑原　小百合

市政刷新鴻巣市民の会 埼玉県鴻巣市下忍４３６５ 中野　昭 阿部　亮子

次世代政策研究会 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－１８　Ｍｉｏ大宮１階中村国際事務所内 中村　匡志 宮城　眞

次世代の上尾をつくる会 埼玉県上尾市本町５－１５－４ 小川　明仁 小川　明子

時代革新 埼玉県川越市小仙波町５－８－１０－１０３ 桑原　由樹 桑原　由樹

次代の川越を創る会 埼玉県川越市小堤５１４－８ 明ヶ戸　亮太 倉嶋　真史

私鉄朝日交通政策研究会 埼玉県久喜市栗原１－１－１ 渡邊　光一 細田　亮

篠田たかひこ後援会 埼玉県三郷市番匠免１－１１ 篠田　隆彦 酒井　雄二

しのはら亮太後援会 埼玉県八潮市中央２－６－１２　３Ｆ 秋山　孝一 篠原　富二子

芝英会 埼玉県川口市芝４－２０－１９ 吉田　節子 吉田　豊

柴崎愛子後援会 埼玉県児玉郡神川町新里２８０－１ 柴﨑　秀雄 柴崎　愛子

しばさき和好　後援会 埼玉県鴻巣市小谷６１３ 芝嵜　和好 福島　温生

しばさき勉後援会 埼玉県秩父郡皆野町下田野９８－１ 田野　清 田野　真弓

柴﨑登美夫後援会 埼玉県行田市埼玉５４４９－２ 金子　金造 柴﨑　典子

柴田かずのり後援会 埼玉県比企郡川島町表３８３ 持木　徹 関口　孝美

柴田ごいち応援団 埼玉県三郷市新和１－１２６ 柴田　吾一 柴田　悟

渋沢栄一後援会 埼玉県深谷市宿根５９５－４ 泉　浩三 泉　浩三

しぶやまみこ後援会 埼玉県川越市古谷上５９２８－３ 河又　昇治 大山　巌
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嶋垣きんや後援会 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１―９－１５－５０７ 嶋垣　謹哉 嶋垣　謹哉

島崎隆夫後援会 埼玉県比企郡小川町下横田６３３ 田中　和夫 田端　勝代

島田誠後援会 埼玉県大里郡寄居町寄居１３０６－５ 島田　誠 島田　誠

島田やすひろ後援会 埼玉県比企郡小川町高谷１６３７－１ 松本　治夫 島田　美代子

島田ゆたか後援会 埼玉県東松山市箭弓町２－１２－７ 島田　豊 島田　君江

島田れいこ後援会 埼玉県越谷市花田２－３０－１０ 井上　清 島田　一夫

島野みかこ後援会 埼玉県入間郡越生町上野１７１６－６ 田島　公子 生天目　智子

清水健一後援会 埼玉県深谷市小前田２４０６－８ 清水　健一 清水　多喜子

清水けんいち後援会 埼玉県北足立郡伊奈町西小針１－１０３－１６ 石崎　茂民 石崎　茂民

市民がつくる地域の福祉 埼玉県新座市野火止４－１－３０－４５ 富永　孝子 宮本　真一

市民自治プラットフォームちちぶ 埼玉県秩父市熊木町６－１８ 清野　和彦 髙橋　謙治

市民団体藤和会 埼玉県さいたま市浦和区領家２－１３－１３ 藤代　豊 藤代　豊

市民と歩む新しい鴻巣をつくる会 埼玉県鴻巣市本町３－１０－２５ 並木　正年 小泉　晋史

市民と草加の未来を創る会 埼玉県草加市花栗１－５－１ 西澤　理 西澤　理

市民ネットワーク鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市富士見３－２７－１０６ 海老澤　薫子 河内山　好恵

市民ネットワーク所沢 埼玉県所沢市岩岡町６４３－２６ 池田　妙子 平塚　綾子

市民の声あげお 埼玉県上尾市春日２－２７－２４ 鈴木　茂 海老原　直矢

市民のミカタ・川口の会 埼玉県川口市飯塚１－２－１６　１Ｆ－１　フルマークス内 福島　啓介 福島　啓介

市民ファーストの会 埼玉県八潮市大曽根８４８－１５ 大泉　芳行 大泉　芳行

市民を幸せにする会 埼玉県春日部市備後東２－２０－３ 澄川　忠宏 澄川　忠宏

下田しゅんや後援会 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷２５６－２ 渡辺　英夫 山口　友江

下田やすあき後援会 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷１８３－７ 稲垣　博也 細田　哲哉

住民の声が生きる市政をつくる会 埼玉県ふじみ野市上ノ原１－２－５４　岡田宅内 佐藤　秀人 斉藤　本子

昌歯会 埼玉県秩父郡皆野町皆野２３９１－９ 市川　正美 吉田　久

庄司博光を育てる会 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原２－２－７－２ 榊原　一雄 秋場　清

翔政会 埼玉県比企郡ときがわ町大野３０９ 前田　栄 杉田　健司

情熱一番さやまの会 埼玉県狭山市東三ツ木６９－３２ 小谷野　剛 金子　純也

情報公開東松山 埼玉県東松山市六反町１１－８ 坂本　俊夫 坂本　恵子

女性活躍で元気な和光をつくる会 埼玉県和光市丸山台１－１０－１８　アントワープ平岡５０３号室 井上　梨加 猪原　玲加

女性市長で明るい桶川をつくる会 埼玉県桶川市寿２－２－４ 矢野　豊子 黒木　重昭

白石たかお後援会 埼玉県草加市清門１－３６５ 関根　道翁 白石　隆廣

白岡市民の会 埼玉県白岡市下野田１３４３－２ 加藤　一弘 加藤　冨美子

白岡のくらしを考える会 埼玉県白岡市実ケ谷４７４ 倉持　浩 横田　信治

新大野会 埼玉県狭山市入間川２－１４－１４ 大野　松茂 田口　博章

しんげの会 埼玉県本庄市本庄２－４－８ 越司　弘 間正　良昭

新社会党埼玉県本部 埼玉県坂戸市鎌倉町２－２７ 内海　勝男 後藤　孔達

新社会党秩父総支部 埼玉県秩父市寺尾１５３－１ 内海　勝男 金崎　昌之

新生春日部の会 埼玉県春日部市備後西４－１５－３７ 石川　良三 石川　かほり

新生こうのす未来を創る会 埼玉県鴻巣市生出塚１－１－３ 田中　克美 長島　義明

新世政策研究会 埼玉県ふじみ野市新駒林３－５－１５ 木村　逸郎 谷　美和子

新生和光の会 埼玉県和光市丸山台３－１－２３－８０５ 野木　実 小南　正光

新党市民の力 埼玉県北本市東間５－９０　サンマンション北本１－５０７ 工藤　日出夫 高橋　伸治

新藤信夫後援会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１３３６－１ 川村　郁夫 渋谷　廣慶

新藤義孝後援会 埼玉県川口市並木１－１０－２２－１Ｆ 石川　義明 飯嶋　頼康

新道りゅういちを育てる会 埼玉県上尾市上９－１ 成井　章 新道　茂夫

新日本行政調査会 埼玉県さいたま市大宮区土手町２－１５　吉田ビル２階 橋本　晃司 橋本　晃司

仁の会 埼玉県さいたま市浦和区皇山町５－１４－１０２ 原田　健太 原田　健太

仁の会 埼玉県吉川市保７６１－６ 大村　仁也 大村　智美

新風会 埼玉県秩父市上吉田２５７３ 逸見　泰司 小山　清

新ふるさと会 埼玉県さいたま市緑区中尾２７０ 高橋　政雄 酒井　菜美絵

す 須賀昭夫後援会 埼玉県川越市連雀町１４－２　シャトー連雀２Ｂ 粂原　恒久 須賀　理衣

須賀敬史後援会 埼玉県蕨市中央１－１４－１０－６０２ 須賀　敬史 宇佐見　政二

すがま孝夫後援会 埼玉県比企郡滑川町みなみ野２－２３－１３ 菅間　孝夫 住田　勝太郎

菅原文仁後援会 埼玉県戸田市美女木８－２１－６ 菅原　寛 菅原　たか子

杉島理一郎後援会 埼玉県入間市東町４－３－４６－５ 杉島　理一郎 杉島　理一郎

杉田けんじ後援会 埼玉県比企郡ときがわ町田黒３０８ 杉田　健司 杉田　健司

杉田ただひこ後援会 埼玉県所沢市坂之下２４５－１ 村山　兼夫 杉田　知子

杉田やすゆき後援会 埼玉県鶴ヶ島市新町４－１９－３ 鈴木　眞治 安藤　潤

杉戸笑福の会 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地５－１－２７ 岩瀬　雄彦 金子　茂久

助川のぼるを育てる会 埼玉県新座市野火止４－１２－８ 助川　昇 岸　祥功

すずき明子を育てる会 埼玉県新座市東２－１０－１３ 鈴木　一光 鈴木　一光

鈴木きよし後援会 埼玉県志木市本町２－４－３５ 佐々木　利智 鈴木　澄子

鈴木健一後援会 埼玉県東松山市桜山台６－２２ 鈴木　健一 鈴木　麻緒

鈴木茂と上尾市政を語る会 埼玉県上尾市浅間台２－１８－３ 大畠　淳彦 内田　辰郎

鈴木淳後援会 埼玉県入間郡三芳町藤久保８１７ 鈴木　浩之 塩野　和雄

鈴木つとむ後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩２３９ 山崎　正 戸張　治

鈴木日出男後援会 埼玉県秩父郡長瀞町井戸８９０ 鈴木　日出男 浅見　敏夫

鈴木ひでなお後援会 埼玉県比企郡小川町東小川６－２３－１２ 戸澤　善一 遠藤　真知子

鈴木ひろあき後援会 埼玉県入間市下藤沢８５９ 石田　章 金子　豊

鈴木正人をガンガン働かせる会 埼玉県志木市下宗岡２－９－２８ 鈴木　正人 鈴木　正人
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鈴木まさひろを応援する会 埼玉県熊谷市佐谷田３０６２ 鈴木　理裕 鈴木　理裕

鈴木まさる後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏１８８－１ 鈴木　一郎 田村　純

鈴木よしむね後援会 埼玉県新座市片山１－１６－１２ 鈴木　芳宗 大矢　薫

須田恒男後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西５－１５－８ 江森　勝明 友田　洋

須田よしひろ後援会 埼玉県朝霞市浜崎４－５－４９ 八塩　雄一 須田　由美

ずっと住み続けたいまちづくり市民連合 埼玉県新座市野火止８－１５－３１ 鈴木　明子 鈴木　明子

すどう哲也後援会 埼玉県草加市栄町２－８－３０　クレール松原５０４号 須藤　順子 田代　祐未

砂川きよときさんと地域の『夢・希望』を実現しよう後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町田島５９７―１ 砂川　清時 岡野　秀雄

澄川ただひろ後援会 埼玉県春日部市備後東２－２０－３ 澄川　忠宏 澄川　忠宏

住みごこち１００％のまちづくりを応援する会 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西５－１５－７ 豊島　亮介 小林　勇斗

住みよい伊奈町をつくる会 埼玉県北足立郡伊奈町栄５－１８４－５ 久保田　寛 熊谷　義彦

住みよい春日部をつくるみんなの会 埼玉県春日部市粕壁東６－７－１２ 松島　捨夫 大塚　孝子

住みよい蓮田をつくる会 埼玉県蓮田市東１－４－２１ 齋藤　齊 齋藤　齊

住み良い故郷を創る市民の会 埼玉県北本市高尾４－２３７ 新井　一徳 新井　和儀

住みよい三郷をつくる会 埼玉県三郷市彦成１－９８－１ 美田　長彦 信田　寿一

菫の会 埼玉県比企郡小川町飯田７９０－４ 長倉　正昭 岩亀　竜太

すやま憲雅後援会 埼玉県朝霞市岡２－８－９２ 髙𣘺　岳生 陶山　憲裕

すわみつえ後援会 埼玉県鴻巣市赤見台３－２－７ 諏訪　晃治 鬼澤　康夫

せ 青医会 埼玉県三郷市三郷２－２－２　２Ｆ 青木　成夫 鈴木　隼斗

政策集団改革推進 埼玉県行田市長野２－２９－３８ 永沼　宏之 漆原　宏昭

政治結社紘樹塾 埼玉県越谷市大間野町１－８０－１　サンジュリアン２０１ 今村　雅之 安住　秀一

政治結社憂國鉄志同盟 埼玉県さいたま市大宮区土手町３－２７８－１　クリオ北大宮３０５号 池田　英司 市村　誠

政治団体つばさの会 埼玉県飯能市青木１０－９ 會田　和明 松浦　圭江

政治団体統政会 埼玉県本庄市朝日町３－２０－１２ 清水　尊司郎 清水　尊司郎

政治団体藤和会 埼玉県さいたま市浦和区領家２－１３－１３ 藤代　豊 藤代　豊

埼玉県秩父郡長瀞町本野上１０３５－１　長瀞町議会内 新井　利朗 野口　健二

清田みきお後援会 埼玉県越谷市袋山１０７－１ 山﨑　隆 清田　巳喜男

税理士による上田清司後援会 埼玉県志木市本町５－２２－１３　桂ビル荻野税理士事務所内 荻野　光一 手塚　英夫

税理士による大野もとひろ後援会 埼玉県川口市中青木１－１－２５　税理士法人小林合同会計内 大手　達哉 小林　政仁

税理士による小泉龍司後援会 埼玉県秩父市日野田町１－１－２０ 町田　靖夫 小泉　眞人

税理士による新藤義孝後援会 埼玉県川口市青木２－８－１９ 嶋田　一寿 大谷　伸

税理士による関口昌一後援会 埼玉県秩父市日野田町１－１－２０ 町田　靖夫 川上　哲

税理士による三ツ林ひろみ後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸４－１２－２２ 白石　喜一 吉田　俊弘

税理士による山口すすむ後援会 埼玉県東松山市箭弓町１－１７－９　ルネスカーサ１０２号室 千葉　賀津子 新島　敬

せお百合子後援会 埼玉県吉川市きよみ野５－２６－１５ 妹尾　百合子 相沢　真知子

せがみ邦久後援会 埼玉県比企郡滑川町伊古９９８ 瀬上　勉 瀬上　和男

せがわたいすけ後援会 埼玉県久喜市南栗橋１－９－１３ 瀬川　泰祐 瀬川　理奈

関口たかお後援会 埼玉県加須市不動岡１－４－３８ 齋藤　敏明 阿部　正夫

関口たけおサポーターズクラブ 埼玉県東松山市箭弓町３－１３－２６ 菅野　正幸 新保　義昭

関口まさかず埼玉県歯科医師後援会 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－１６５－２６ 松﨑　俊一 荒井　利夫

関口まさかず明海大学歯学部同窓会埼玉後援会 埼玉県上尾市原市１１０４　野本歯科医院内 野本　清福 岡野　浩

関口雅敬後援会 埼玉県秩父郡長瀞町井戸９４０ 関口　浩孝 関口　牧子

関田なおこ後援会 埼玉県飯能市岩沢４００－１ 天野　秀之 天野　しず江

関根修後援会 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬１９６５ 浅見　健一 大畑　昌之

関根かおり後援会 埼玉県蓮田市東３－１１－９ 杉山　加奈 榎坂　華代

関根和也後援会 埼玉県三郷市彦江１－２９２ 関根　和也 関根　均

関根真一後援会「協働塾」 埼玉県入間郡越生町黒岩２６－１ 関根　真一 関根　良子

関野かねたろう後援会 埼玉県富士見市水谷東１－２－１０ 荒引　亥三男 清塚　俊子

せきの涼を応援する会 埼玉県さいたま市緑区三室１４５８ 関野　文雄 関野　由衣

関谷れいこ後援会 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼４７１ 水谷　辰也 近藤　由美子

全国小売酒販政治連盟埼玉県支部 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－１５－１４ 渡邊　栄 鈴木　正治

全国産業資源循環連合会政治連盟埼玉県環境産業振興協会埼玉県地区政治連盟埼玉県さいたま市浦和区本太２－９－２４　神野ビル１階 亀井　寿之 半田　順春

全国たばこ販売政治連盟埼玉地区本部 埼玉県さいたま市北区日進町１－７０９（埼玉県たばこ会館） 髙沢　啓 嶋田　龍二

全国旅館政治連盟埼玉県支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－４－１７ 関森　初義 橋本　和久

全国老人保健施設連盟　埼玉県支部 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬５８５０なでしこ内 荒舩　丈一 加藤　千晶

全埼玉私立幼稚園政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－１３－２１　私学会館新館 平原　隆秀 増岡　千里

全日本不動産政治連盟埼玉県本部 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１０－４　全日埼玉会館 長島　友伸 長島　芳之

そ 草加市薬剤師連盟 埼玉県草加市青柳５－１３－８ 須鴨　一正 鮎澤　道代

草加市を守る矢部しょうへいの会 埼玉県草加市青柳６－５３－１ 矢部　正平 小林　一裕

草加に女性の市長を誕生させる会 埼玉県草加市中央２－１－１４ 山崎　秀鴎 長谷部　健一

草加の福祉を良くする会 埼玉県草加市松原２－２－３０ー２１３ 石田　恵子 伊津野　哲一

草加はくしん会 埼玉県草加市氷川町２１３９－１６ 内藤　一夫 泉　栄嗣

草加八潮医師連盟 埼玉県草加市中央１－５－２２　草加八潮医師会内 佐藤　達也 松本　眞彦

崇翔会 埼玉県上尾市西宮下１－６２ 星　正男 佐々木　聡一

総力結集！さやまの会 埼玉県狭山市鵜ノ木２４－１６ 太田　博希 太田　清子

そえのふみ子後援会 埼玉県さいたま市浦和区領家５－１－１０－１０３ 斎藤　寿美子 冨澤　範子

た 泰進会 埼玉県坂戸市末広町３－５　坂戸ガス株式会社内 山口　泰明 利根川　研一

大日本剣山塾 埼玉県八潮市鶴ケ曽根８１５―１　イイジマハイツ１０１ 杉山　英夫 杉山　涼

高木功介後援会 埼玉県さいたま市浦和区東仲町８－５－３０１ 髙窪　昭雄 塩谷　常吉

たかこ景後援会 埼玉県さいたま市見沼区御蔵１５０４－１２ 髙子　景 髙子　真理子
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高沢かつよし後援会 埼玉県行田市長野６０６３ 青池　英洋 青池　英洋

高瀬ツトムを【日本で１番ガッツのある政治家】に育てる会 埼玉県比企郡小川町青山５７７ 田中　重光 新井　遥菜

高田栄後援会 埼玉県行田市持田６０３１ 高津　八郎 坂口　泰一

高野ひできと２１世紀のいわつきを創る会 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻５１５６ 高野　秀樹 高野　幸恵

髙野宏後援会 埼玉県秩父市道生町２１－１５ 寺内　秀夫 小池　万蔵

たかはし昭男後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏３０７６ 高橋　昭男 菅谷　高久

高橋あき後援会“にこにこ”まちをつくる会 埼玉県鴻巣市生出塚２－３３－１７ 鈴木　将浩 仲野　歩

高橋いさお後援会 埼玉県比企郡小川町高見９３８ 高橋　いさお 黒澤　守

高橋一夫後援会 埼玉県加須市川口１－１２－５ 髙橋　一夫 星野　幸夫

高橋和美と歩む会 埼玉県本庄市見福２－１２－１２ 堀口　富士夫 山岸　秋子

たかはしけんじ後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野１４４－３ 小林　伸治 冨田　行則

高橋耕也後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野１０１８－４ 加藤　喜一 中里　寿久

髙橋耕也と小鹿野町の未来を考える会 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野１０１８－４ 中里　寿久 福島　春美

高橋達夫後援会 埼玉県入間郡毛呂山町中央１－１２－２ 原　千里 髙橋　満子

高橋つよし後援会 埼玉県川越市古谷上４００９－２ 高橋　友三郎 高橋　正平

高橋としひろ君を育てる会　稔の会 埼玉県加須市川口１－１２－５ 中島　睦雄 星野　幸夫

髙橋ひであき後援会 埼玉県川口市芝中田２－９－６ 藤井　忠仁 増田　仁

高橋弘行後援会 埼玉県行田市行田８－１０ 髙橋　弘行 髙橋　良枝

高橋政雄後援会 埼玉県さいたま市緑区中尾２７０ 高橋　政雄 酒井　菜美絵

髙橋まゆみ後援会 埼玉県北足立郡伊奈町中央１－１１０ 髙橋　まゆみ 髙橋　進

高橋ようこ後援会 埼玉県川越市城下町３１－５ 桜林　裕子 高橋　ようこ

高畑博後援会 埼玉県ふじみ野市上福岡１－１１－２ 溝口　幸治 辻　穂高

田上ひろこ後援会 埼玉県三郷市大広戸７４４ 佐藤　行義 石山　やす子

高柳早希後援会 埼玉県川口市川口２－９－２０ 髙柳　早希 髙柳　早希

高柳としや後援会 埼玉県さいたま市中央区大戸５－１５－１３－１０１ 高柳　滋 持田　好久

田川こうじ後援会 埼玉県草加市高砂１－１０－３４ 青木　一彦 川畑　喜史

たきしま正紀後援会 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷２１３ 首藤　正昭 瀧嶋　利明

たきせ光一後援会 埼玉県北本市高尾５－２６ 栗山　浩 滝瀬　実

田口さとる後援会 埼玉県羽生市本川俣１２３０ 諏訪　一郎 小野寺　一夫

田口ひでお後援会 埼玉県深谷市東方町１－５－１ 田口　英夫 吉村　尚則

武居弘治後援会 埼玉県三郷市栄３－１９５－１ 武居　弘治 武居　しのぶ

武井誠を励ます会 埼玉県坂戸市北大塚４０ 白石　俊夫 佐藤　公子

武田一宏後援会 埼玉県飯能市柳町５－１５ 武田　一宏 菊地　秋彦

田島きみ子と越生町を元気にする会 埼玉県入間郡越生町越生７７７－１ 島野　滋夫 川崎　科代子

田島純後援会 埼玉県上尾市小泉３－２１－３０ 河原塚　袈裟一 田島　セツ子

田島つよし後援会 埼玉県さいたま市中央区上落合９－８－３ 田島　健司 田島　健司

多田みつひろ後援会 埼玉県志木市柏町６－１４－７－３０５ 多田　光宏 多田　光宏

立ち上がろう町民の党の会 埼玉県比企郡鳩山町赤沼１９３６－２ 小峰　文夫 小峰　將弘

たつざわ貴明後援会 埼玉県越谷市東町５－２６２ 立澤　貴明 立澤　貴明

田中克美後援会 埼玉県鴻巣市富士見町４－２５ 田中　克美 田中　幸江

田中純一後援会 埼玉県熊谷市別府２－２１７－１ 田中　純一 田中　純一

田中たかし後援会 埼玉県富士見市水子２１７ 山田　道成 増田　清次

田中正後援会 埼玉県熊谷市大麻生１９７６－２ 田中　正 田中　惠

田中てるこ後援会「小川の杜」 埼玉県比企郡小川町小川１０６ 田中　照子 田中　照子

田中輝好後援会 埼玉県本庄市児玉町秋山２７２０―１ 田中　義憲 田中　麻祐子

田中のりみつ後援会 埼玉県草加市弁天１－６－１７ 榎本　武彦 浜野　俊秀

田中ひでゆき後援会 埼玉県蓮田市閏戸２０７５－５ 田中　秀行 田中　朋美

田中守後援会 埼玉県上尾市愛宕１－２８－２０ 矢和田　廣信 田中　功

田中良夫後援会 埼玉県加須市旗井１－３７－１４ 長谷川　寿 長谷川　寿

たはら亮後援会 埼玉県朝霞市根岸台２－５－２５ 阿部　真介 田原　亮

田村栄子後援会 埼玉県久喜市南栗橋５－１１－７ 田村　えいこ 尾石　朋美

田村敏則後援会 埼玉県児玉郡神川町新里１５９８ 飯島　貴久雄 田村　宏美

誰もが安心してくらせる杉戸町をつくる会 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野９４６－２１ 木村　芳裕 秋葉　孝雄

ち 地域政策フォーラム 埼玉県ふじみ野市新駒林３－５－１５ 谷　新一 谷　美和子

地域政党「越谷市民の会」 埼玉県越谷市袋山１９７３－８ 小出水　宏泰 小出水　宏泰

地域のため 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲１６５－２ 瀬田　博文 大熊　明

地域の未来を次世代へ繋ぐ会 埼玉県久喜市南栗橋１－９－１３ 瀬川　泰祐 瀬川　理奈

「チーム白川」 埼玉県越谷市大里２２６－１　白川秀嗣事務所 飯塚　利男 小飯塚　宏

Ｔｅａｍ　Ｔ・Ｋ 埼玉県川口市前川４ー３８ー１３ 近藤　智明 近藤　豊

チームはんのう 埼玉県飯能市前ヶ貫２６６－２７ 野口　和彦 野口　さおり

チーム未来・創造 埼玉県入間郡三芳町藤久保７０５－２ 久保　務 山田　洋子

チェンジ！蓮田 埼玉県蓮田市上１－３－４ 渡辺　浩一 石井　栄子

チェンジあげお市民の会 埼玉県上尾市仲町２－６－１２　１０３号室 増山　一豊 互井　一臣

千島潤一後援会 埼玉県秩父市大野原２７８８－２ 千島　潤一 千島　潤一

秩父郡市医師連盟 埼玉県秩父市熊木町２－１９ 松本　郷 石塚　大輔

秩父郡市歯科医師連盟 埼玉県秩父市上町３－１０－５ 吉田　明弘 勅使河原　靖史

秩父郡市農協政治連盟 埼玉県秩父市上野町２９－２０ 滝沢　祥雄 堀口　誠

秩父埼玉県政研究会 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野１０１８－４ 中里　寿久 中里　寿久

秩父新風の会 埼玉県秩父市上影森１１５－３ 江田　幸司 江田　幸司

秩父の未来を創る会 埼玉県秩父郡皆野町国神５４６ 中島　國夫 大野　守
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秩父みどりのまつりごと 埼玉県秩父市熊木町６－１８ 清野　和彦 清野　みつえ

千葉たつや後援会 埼玉県加須市中央１－１４－１７ 岡安　秀雄 池田　隆雄

千葉よしひろ後援会 埼玉県熊谷市曙町５－２５ 千葉　義浩 森　博

地方政治研究会 埼玉県狭山市入間川３１６１－４８ 田中　寿夫 田中　寿夫

中央区維新の会 埼玉県さいたま市中央区新中里１－５－１３－５０６ 楠田　真悟 楠田　昭徳

朝英会 埼玉県川口市朝日１－２５－１８ 下川　孝博 吉岡　愛子

町民を守る会 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野４１４－２ 渡辺　政治 茂木　帝一

ちんぜいみほこ後援会 埼玉県熊谷市村岡３９９－５－５１６ 鎮西　美保子 鎮西　美保子

つ つかこし洋一後援会 埼玉県ふじみ野市大井中央２－５－１４ 斉藤　本子 高橋　孝夫

つちやえみこ後援会 埼玉県戸田市笹目南町３２－１９ 浅野　浩一 服部　賢一

土屋品子春日部後援会 埼玉県春日部市粕壁東２－３－４０　グレースヒル橋本１０１ 石川　良三 鹿間　邦蔵

土屋品子久喜後援会 埼玉県久喜市下清久３９７－２ 髙木　学 小河原　都

土屋品子蓮田後援会 埼玉県蓮田市上１－３－１６ 中野　和信 加藤　昭司

つちやしんいち後援会 埼玉県秩父市下影森４０５７－１５ 土谷　眞一 土谷　眞一

「つながりの会」 埼玉県所沢市東狭山ケ丘１－３３－１６ 佐野　允彦 菅野　靖大

つなぐ三郷市民の会 埼玉県三郷市早稲田４－１６－３　ライオンズマンション三郷第６　３０５ 岡崎　昌生 金子　裕子

角田義徳後援会 埼玉県深谷市後榛沢４３６ 角田　雅義 青木　敏三

翼の会 埼玉県桶川市西２－６－１０ 佐藤　洋 佐藤　京子

鶴ヶ島市政研究会 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷１５２－１０ 齊藤　真宏 齊藤　芳宏

鶴ヶ島市長さいとう芳久を応援する会 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷１５２－１０ 小嶋　秀一 持木　眞夫

鶴ヶ島市山口泰明後援会 埼玉県鶴ヶ島市脚折１８７７ 小川　郁男 殿塚　宏司

て 寺沢みさ後援会みさと三郷をつくる会 埼玉県三郷市三郷１－１０－１３ 寺沢　美紗 小野里　雅司

寺田玲後援会 埼玉県富士見市下南畑３２０６ 峠　徳美 大渕　芳雄

寺原一行後援会 埼玉県八潮市八潮３－１７－３ 加藤　順秀 野池　義光

寺山つとむ学熊会 埼玉県熊谷市小江川２１１８－３ 寺山　勤 寺山　勤

電機連合埼玉政治活動委員会 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－５－１９　あけぼのビル３Ｆ 竹本　俊明 佐藤　暁人

と 東英会 埼玉県川口市末広２－１７－２０ 平柳　清 吉岡　愛子

東京電力労働組合政治連盟埼玉県支部 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－１４－２ 金谷　慶國 中野　秀一

稲松会 埼玉県草加市稲荷３－５－２７ 浅井　博隆 鈴木　彰彦

藤和会 埼玉県幸手市惣新田３１９９－２ 上原　正市 小池　昭三

ときがわ町小久保憲一後援会 埼玉県比企郡ときがわ町日影７３９ 山口　芳平 坪井　英行

ときがわ町山口すすむ後援会 埼玉県比企郡ときがわ町玉川４１４４－１ 神山　明 前田　栄

戸口まさる町長を誕生させる会 埼玉県比企郡小川町大塚１２６７ 牛久保　和行 笠間　大輔

所沢ＳＤＧｓの会 埼玉県所沢市若狭１－２９６１－１－２１３ 谷口　雅典 谷口　容子

所沢市歯科医師連盟 埼玉県所沢市小手指町２－１３－７　フェリス小手指１０２ 塩原　丞司 塩原　丞司

所沢未来の会 埼玉県所沢市青葉台１３０９－６ 宇佐美　保政 森下　清隆

戸田市政経懇話会 埼玉県戸田市本町１－２１－８－１Ｆ 溝上　西二 野澤　茂雅

とどろき信一後援会 埼玉県上尾市小敷谷７２９－２ 前山　研一郎 和田　日出子

利根川たかゆき後援会 埼玉県東松山市田木８１９－３ 利根川　敬行 山田　友恵

土橋勇司後援会 埼玉県さいたま市桜区宿１１０－１ 武井　義一 鈴木　和子

とばめぐみ後援会 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－４３－２　第３ローヤルコーポ３０４ 水谷　辰也 櫻庭　京子

とみおか勝則後援会 埼玉県朝霞市溝沼３－２－２２ 富岡　勇一 前田　敏

富田勝後援会 埼玉県深谷市武蔵野３４００ 富田　勝 富田　勝

とみたよしなり後援会 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４１００－３ 浅見　寛 篠原　健二

ともえたかし後援会 埼玉県本庄市前原１－５－２４ 巴　高志 巴　高志

友田まさあき後援会 埼玉県坂戸市横沼５６－４ 友田　雅明 友田　香奈

共に生きるまちをつくる越谷市民の会 埼玉県越谷市弥栄町３－４３－１２９ 髙岡　宮十郎 針谷　裕

とや隆光後援会 埼玉県児玉郡上里町藤木戸４０１－２ 赤見　昭夫 斉藤　隆史

豊野栄明会 埼玉県春日部市藤塚２９２７－１ 高橋　伸明 吉川　紀子

ＴＲＹみさと 埼玉県三郷市彦成１－９８－１ 白井　伸幸 千代田　賢司

鳥居のぶあきを励ます会 埼玉県飯能市緑町１３－１３ 恒益　道秋 青木　忠

頓所澄江後援会 埼玉県鴻巣市東２－１－８ 新井　祥典 新井　祥典

な 仲井静子後援会 埼玉県児玉郡上里町七本木３５１２－２２ 石井　幸直 金井　守雄

中川幸廣後援会 埼玉県白岡市西３－１０－１４ 川島　巧 堀中　正

長島金作後援会 埼玉県比企郡ときがわ町玉川２３２７－１ 長島　悦子 長島　金作

長島くにお後援会 埼玉県比企郡嵐山町鎌形１２２９ 内田　博 鯨井　利之

中島隆一後援会 埼玉県さいたま市中央区新中里１－７－１１ 中島　隆一 中島　令子

中島なおきを応援する会 埼玉県羽生市南羽生４－１７－２ 中島　直樹 中島　竹夫

中島みちはる後援会 埼玉県吉川市栄町１４６６－２０ 矢萩　恵一 野村　一彦

仲島ゆうた後援会 埼玉県北足立郡伊奈町小室４１０７－１０ 仲島　雄大 仲島　雄大

永瀬秀樹後援会 埼玉県川口市本町１－６－１０ 永瀬　秀樹 田原　浩之

長瀬まもる後援会「くさの根会」 埼玉県入間郡毛呂山町南台５－３６－３ 長瀬　衛 藤野　博

永沼ひろゆき後援会 埼玉県行田市長野２－２９－３８ 今村　武蔵 漆原　宏昭

中野あきらとともに歩む会 埼玉県鴻巣市吹上富士見４－６－３－２ 中野　昭 本橋　武志

中野和信後援会 埼玉県蓮田市黒浜１０９５ 中村　和夫 関根　綾子

中野和信を育てる市民連合後援会 埼玉県蓮田市黒浜１０９５ 斉藤　隆宗 関根　綾子

中野としひろ後援会 埼玉県川越市鴨田５２４ 中野　敏浩 長澤　洋

中野政廣後援会 埼玉県蓮田市東３－４－６ 吉田　英一 中野　進一

長峰秀和後援会 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５９８ 内野　政己 横瀬　敏也

長峰宏芳後援会 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５９８ 岸田　春吉 小川　早苗
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中村きょういちろう後援会 埼玉県秩父市荒川上田野９９６－１２ 中村　恭一郎 中村　恭一郎

中村ただし後援会 埼玉県白岡市実ケ谷４５２－５ 中村　匡志 中村　匡志

中村ただしと、美しい白岡を引き継ぐ市民の会 埼玉県白岡市実ケ谷４５２－５ 横田　保男 門井　肇

中村とおる後援会 埼玉県所沢市東所沢和田１－１８－１ 中村　太 高橋　弘

中村ひろし後援会 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４－５－３　パナステージ２０１ 中村　拡史 中村　健二

中村正義後援会 埼玉県狭山市北入曽１３５１ 根津　光興 中村　重子

中森ふくよ後援会 埼玉県さいたま市南区白幡５－１９－１９　武蔵浦和駅南ビル 長森　宏 長森　リツ子

なかやしき慎一後援会こうのすチャレンジクラブ 埼玉県鴻巣市本宮町４－４９ 秋葉　省三 秋葉　省三

ななえ会 埼玉県富士見市鶴瀬東２－１８－１４　クリオ３０６ 時田　奈々恵 時田　奈々恵

名歩理短（三国同盟） 埼玉県越谷市東越谷１－１２－１０ 高橋　正司 吉村　義男

双木小百合後援会 埼玉県入間市南峯４００－４　双木方 小野　悦男 双木　小百合

並木正成と草加市の発展を目指す後援会 埼玉県草加市青柳町４２５ 並木　正成 並木　弘光

並木正芳くらしと政治研究所 埼玉県所沢市泉町１７９３－１３　ジヤス１０１号 仲　寛 並木　正英

並木正芳後援会連合会 埼玉県所沢市泉町１７９３－１３　ジヤス１０１号 金井　忠男 和田　毅

並木まさるを育てる会（新星会） 埼玉県新座市野火止８－１５－３１ 高橋　福蔵 三角　明久

滑川町議会平政会 埼玉県比企郡滑川町月輪１３５６－５ 松本　幾雄 吉野　正浩

滑川町小久保憲一後援会 埼玉県比企郡滑川町みなみ野２－２３－１３ 菅間　孝夫 松本　幾雄

滑川町山口泰明後援会 埼玉県比企郡滑川町羽尾４４０３－２ 小澤　利男 菅間　孝夫

なや克俊後援会 埼玉県児玉郡上里町七本木５４５９ 松本　邦義 杉山　智哉

奈良政宏後援会 埼玉県久喜市栗橋中央１－２－１０ 奈良　政宏 奈良　政宏

成田ルミ子を応援する会 埼玉県久喜市久喜中央１－１５－２３ 金子　忠 新井　麻衣子

「何とかしよう東松山市政」市民の会 埼玉県東松山市上野本１４１２ 関根　文男 大沢　順子

に 新座から新しい埼玉をつくる会 埼玉県新座市野寺２－８－４８ 中澤　隆文 大西　圭介

新座の今日と未来を結ぶ会 埼玉県新座市片山１－３－９ 米橋　結太 石井　結希

新島一英後援会 埼玉県熊谷市新島１３８ 新島　一英 新島　薫

２０２倶楽部 埼玉県熊谷市平戸１７８４－９ 谷島　聡 谷島　富士枝

虹色の輪 埼玉県入間市仏子９５４－１　メゾンウエスト１０２ 川瀬　富美子 細田　剛

西尾あやことともに歩む会 埼玉県鴻巣市赤見台２－２－２３－３０３号　駅前プラザ 小野　嗣朗 小谷野　孝雄

西和彦後援会 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡３－１１－３０ 西　和彦 星野　博

にしざわさとし後援会 埼玉県草加市花栗１－５－１ 西澤　理 西澤　理

西田まことを励ます会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－７－４　２階 宮地　正介 吉田　正

西山さちよ後援会 埼玉県さいたま市大宮区桜木町３－２５４－１ 蓜島　茂 寺腰　千鶴子

西山じゅんじを励ます会 埼玉県所沢市中富南３―８―１０ 西山　淳次 西山　広江

西山たけよし後援会 埼玉県羽生市与兵エ新田２８ 西山　俊雄 吉田　孝志

２１・未来クラブ 埼玉県富士見市水谷東１－２－１０ 関野　兼太郎 斉藤　隆浩

２１世紀創ろう埼玉 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼１９３６―２ 小峰　文夫 小峰　將弘

日本元気再生会議 埼玉県三郷市戸ヶ崎３－３０２－２０３ 川田　康雄 大久保　寛行

日本第一党埼玉県本部 埼玉県川口市柳崎５－８－２０　ホワイトパレーシャル１０１ 瀧澤　豊 大岩　光輝

仁部ぜんしゅう後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町鷲巣４２７ 古谷　和夫 木村　忠由

日本遺族政治連盟埼玉県本部 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１３－８ 江田　肇 福居　一夫

日本一暮らしやすい埼玉 埼玉県川口市栄町２－１－１１－１０３ 伊藤　光男 後藤　隆也

日本一元気な深谷市をつくる会 埼玉県深谷市岡１５６８－１ 大谷　誠一 鈴木　裕幸

日本一幸せに暮らせる街春日部にする会 埼玉県春日部市大場２５７－６ 鬼丸　裕史 鬼丸　博

日本一のまちを創るさいたま市民の会 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－７０－３－１Ｆ 鈴木　甫 堀口　直子

日本をよくする埼玉県民の会 埼玉県三郷市早稲田２－１６－３ 竹本　裕司 関根　正

日本共産党秋山もえ後援会 埼玉県上尾市小敷谷７２９－２ 秋元　康司 二見　ひと美

日本共産党猪股嘉直後援会 埼玉県狭山市広瀬２－１－１９ 鶴見　博 髙橋　勝男

日本共産党大塚たけひで後援会 埼玉県さいたま市西区指扇２７６５－２ 吉田　章 豊田　良江

日本共産党金子あきよ後援会 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３１－１３　青木ビル 飯塚　頼夫 鵜飼　一司

日本共産党かんだ真一後援会 埼玉県さいたま市北区宮原町４－２－１５ 梅野　茂文 三浦　智恵子

日本共産党久保みき後援会 埼玉県さいたま市桜区大久保領家５９６－７ 佐藤　雅彦 清水　昇

日本共産党鈴木智後援会 埼玉県蕨市中央５－９－７ 床次　泰文 小宮　冨美子

日本共産党竹腰連後援会 埼玉県さいたま市中央区下落合５－１０－３ 嶋谷　時子 樋口　富子

日本共産党蓮田市黒浜後援会 埼玉県蓮田市関山２－２－２６ 永田　美枝子 冨江　寛二

日本共産党松村としお後援会 埼玉県さいたま市緑区三室２７１３－４ 大石　一之 脇海道　茂

日本共産党もりや千津子後援会 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３１－１３　青木ビル 飯塚　頼夫 鵜飼　一司

日本創生会議 埼玉県川越市久保町５－３ 岩上　修 鈴木　啓介

日本弁護士政治連盟埼玉支部 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－７－２０ 吉澤　俊一 松本　輝夫

日本薬業政治連盟埼玉県支部 埼玉県熊谷市問屋町２－５－２ 寺島　孝治 岡田　誠

日本臨床検査技師連盟埼玉県支部 埼玉県さいたま市浦和区領家７－１４－７ 松岡　優 神戸　考裕

日本労働党埼玉県委員会 埼玉県さいたま市緑区原山４－２６－１６ 穂積　右一 山中　次郎

ぬ ぬくい尚男後援会 埼玉県入間郡三芳町竹間沢７００－６ 古寺　貞雄 抜井　尚男

ぬくい尚男を励ます会 埼玉県入間郡三芳町竹間沢７００－６ 古寺　貞之 抜井　尚男

ぬくもり狭山の会 埼玉県狭山市南入曽９６７ 町田　昌弘 町田　昌弘

沼上政幸後援会 埼玉県熊谷市佐谷田３８８７－６ 沼上　政幸 小澤　秀雄

ね 根岸えみ後援会 埼玉県草加市弁天２－２４－１３ 山崎　瞳 根岸　勉

根岸成美後援会 埼玉県比企郡小川町大字腰越５０３―１ 高橋　勇 山神　正弘

根岸操後援会 埼玉県富士見市鶴瀬東１－６－３０ 小杉　邦夫 出井　隆志

ＮＥＸＴ２２・三芳 埼玉県入間郡三芳町北永井６２７ 森田　昌也 鈴木　正孝

ネクスト　鴻巣 埼玉県鴻巣市小谷６１３ 芝嵜　和好 福島　温生
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ネクスト草加 埼玉県草加市栄町１－３－５ 小野里　雅司 泉　栄嗣

ＮｅＸＴ拓 埼玉県入間市豊岡１－２－２３　清水ビル２階 内村　忠久 松本　義明

ネットワークなめがわ 埼玉県比企郡滑川町みなみ野２－５－８　森林駅前ビル１Ｆ 山田　芳明 山田　榮子

ネットワーク三芳 埼玉県入間郡三芳町竹間沢３６１－１－１０９ 熊谷　くるみ 天沼　佐智代

根本たかよ後援会 埼玉県児玉郡美里町大字甘粕４１５ 根本　尚美 根本　繁

の 野口かずひこ後援会 埼玉県飯能市前ヶ貫２６６－２７ 野口　和彦 野口　さおり

野口かずゆき後援会 埼玉県越谷市越ケ谷２－９－６　２階 野口　和幸 古畑　友平

野口俊彦後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚２１２ 秋山　勝彦 張ケ代　勝弘

野口ひろあき後援会 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町４－８－２８ 大沢　和美 野口　真由美

野口吉明後援会 埼玉県さいたま市南区大谷口２０１５ 野口　利治 武笠　修

野澤しげまさ応援団 埼玉県戸田市本町１－２１－２０－１３０４ 野澤　茂雅 野澤　茂雅

野田直人後援会 埼玉県飯能市飯能６７１－１ 野田　直人 井田　美樹

野中よしこ後援会 埼玉県加須市柳生２１６－１ 野中　芳子 野中　美和

野原ようこ後援会 埼玉県南埼玉郡宮代町姫宮３２０－６ 若笠　純一 野原　剛

野本順一後援会 埼玉県上尾市本町２－８－２０ 野本　順一 野本　順一

野本翔平後援会 埼玉県行田市忍２－１４－６ 野本　翔平 野澤　健

は 萩原あきひろ後援会 埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－２２－２３ 萩原　繁雄 萩原　章弘

萩原圭一後援会 埼玉県和光市新倉１－１－１８ 山田　幸信 山田　幸信

柏政会 埼玉県深谷市国済寺６０－１ 髙橋　利行 岩田　信之

橋本利弘後援会 埼玉県日高市高麗川２－２－７ 加賀美　幸夫 弓削田　喜内

橋本ひろし後援会 埼玉県熊谷市樋春２００２－１ 橋本　弘 橋本　弘

橋本ゆういち後援会 埼玉県行田市門井町３－２０－３４ 橋本　祐一 持田　雅美

蓮田共生の会 埼玉県蓮田市上１－３－１６ 山口　京子 山口　照代

蓮田再生をめざす会 埼玉県蓮田市黒浜１０９５ 山口　京子 内田　照代

蓮田未来の会 埼玉県蓮田市黒浜９３６－１２ 湯谷　百合子 田中　好子

長谷川じゅんこ後援会 埼玉県飯能市赤沢３５３ 長谷川　順子 作美　幸宏

長谷川わたる後援会 埼玉県入間市宮寺２３２２－９ 長谷川　勇 長谷川　重男

秦邦雄後援会 埼玉県蓮田市馬込１－３５０－８ 山本　耕治 加藤　和子

パタソンひとみを応援する会 埼玉県飯能市平戸１４３－１１ パタソン　ひとみ 加治　正明

はたの博後援会 埼玉県春日部市大衾４９６－１４５ 横山　和彦 本澤　隆一

畑ゆたか友の会 埼玉県比企郡ときがわ町玉川２４２７－１ 前田　進一 畑　修

蜂巣良久後援会 埼玉県行田市佐間１－２８－３７ 蜂巣　良久 蜂巣　良久

羽鳥健後援会 埼玉県鴻巣市屈巣３４４６ 羽鳥　健 羽鳥　美佐子

羽生市政を刷新する会 埼玉県羽生市南羽生４－１７－２ 中島　直樹 中島　竹夫

はにゅう市民ネットワーク 埼玉県羽生市下手子林２４２４ 根岸　つたえ 松田　佳子

羽生のこれからを考える会 埼玉県羽生市下岩瀬３３５－１ 横島　幸英 横島　幸英

はまむら亘と越谷の未来を考える会 埼玉県越谷市宮本町５－１４８－５ 浜村　亘 浜村　亘

林いさお後援会 埼玉県入間郡三芳町上富１００３ 中村　治幸 林　悟司

林薫後援会 埼玉県さいたま市南区白幡６－９－１７ 宮崎　栄治郎 林　裕子

林じゅん後援会 埼玉県鶴ヶ島市上広谷２４４－２０ 林　淳 林　淳

林冬彦後援会 埼玉県戸田市上戸田３－８－２６－７０２ 鴨下　稔 鴨下　靖

林みき後援会 埼玉県吉川市美南５－２３－１０ 林　栄治 高橋　秀典

林ゆういち後援会 埼玉県八潮市大曽根３６３ 林　雄一 林　雄一

林ゆたか後援会 埼玉県秩父郡皆野町皆野９７１－１ 林　文江 設楽　宣一

早野清後援会 埼玉県本庄市児玉町八幡山３１３ 早野　清 早野　英夫

原田さとる後援会 埼玉県加須市花崎北２－１６－１　Ｈ４０１ 髙橋　正行 髙橋　正行

原田信次後援会 埼玉県児玉郡美里町下児玉１１２５－１ 原田　孝子 原田　すみ子

原田すずこ後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南３－１－６　シーアイマンション杉戸高野台１０６Ｂ 原田　壽々子 栗原　偉憲

原田ゆういち後援会 埼玉県ふじみ野市福岡３７３ 福村　光泰 原田　清美

針ヶ谷神山さいち後援会 埼玉県富士見市関沢３－２７－２４ 神山　俊保 神山　一明

春山ちあき後援会 埼玉県久喜市所久喜２３０－１ 春山　綾子 春山　彩美

パワーアップ久喜 埼玉県久喜市久喜北２－３１－２－３１７ 石川　忠義 春山　千明

飯田恵後援会 埼玉県坂戸市鶴舞２－２０－１０ 児玉　達也 吉田　朗子

ばんどう知子の会 埼玉県上尾市小敷谷７０９－１　クレストヴィラヒヨシ４０４ 坂東　知子 市川　栄理

飯能地区医師連盟 埼玉県飯能市下加治３５９ 増島　宏徳 細田　兵之助

飯能と埼玉をつなぐ会 埼玉県飯能市岩沢７２９－２ 内沼　博史 内沼　里美

飯能日高地区歯科医師連盟 埼玉県飯能市双柳５７３ 加藤　秀男 加藤　秀男

飯能を愛する会 埼玉県飯能市征矢町２０－１０ 田島　亘 田島　孝男

ひ 東入間医師連盟 埼玉県ふじみ野市駒林元町３－１－２０ 関谷　治久 岸　昌哉

東松山の未来のために中島慎一郎を一生懸命働かせよう。の会 埼玉県東松山市沢口町１１－９ 中島　慎一郎 中島　慎一郎

東松山市山口泰明後援会 埼玉県東松山市和泉町３－１５　山口泰明事務所内 伊田　登喜三郎 吉田　大志

東松山薬剤師連盟 埼玉県東松山市箭弓町１－６－１ 岩崎　治之 北澤　千昭

東松山立志の会 埼玉県東松山市松山町２－４－５０ 大内　一郎 蛭間　松男

氷川会 埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－９３７－１－１０８　藤井方 関　勝 藤井　健志

比企医師連盟 埼玉県東松山市材木町２－３６ 野崎　信行 河野　貴文

比企から埼玉を変える会 埼玉県比企郡小川町青山８０２ 瀬川　豊 田中　勝

比企郡市歯科医師連盟 埼玉県東松山市元宿１－８－１８ 松﨑　俊一 金子　勉

比企郡市農協政治連盟 埼玉県東松山市加美町１－２０ 千野　寿政 大澤　利宏

比企孝司後援会 埼玉県蕨市塚越５－５１－２１ 植木　忠 松本　秀子

比企の未来をつくる会 埼玉県比企郡小川町みどりが丘２－２２－１ 渡辺　勝夫 藤村　𠮷則



50音 政治団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 会計責任者の氏名 国会議員関
係政治団体

資金管
理団体

政治団体一覧【資金管理団体】（令和４年１２月３１日現在）

ひぐち敦後援会 埼玉県上尾市緑丘１－２－１９ 樋口　敦 樋口　友美

ひぐち智洋後援会 埼玉県久喜市北青柳８１８ 樋口　智洋 樋口　智洋

樋口なおき後援会 埼玉県川越市脇田町１３－１５ 鈴木　将貴 鈴木　将貴

久松ゆうき後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１０９７－１６ 巻島　安雄 久松　祐樹

日高市の明るい未来を創る松本えいじ後援会 埼玉県日高市高萩７５２－２ 松本　栄次 松本　栄次

英樹の華咲く会 埼玉県さいたま市見沼区御蔵１３１９－３１ 田沼　富江 須賀　千代子

人に優しく住みやすい伊奈の会 埼玉県北足立郡伊奈町栄２－４１－８（川内方） 佐藤　勝治 山上　峰正

平岡利典後援会 埼玉県所沢市向陽町２１８１－８ 上野　勝輝 上野　永美子

平尾良雄後援会 埼玉県北本市中央３－７１－４　３階 中村　直行 前田　勝子

平沢健一郎後援会 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲１５０ 堀部　和政 平澤　利恵

平田みち子後援会 埼玉県上尾市瓦葺１９７８－２ 平田　英勝 杉本　英樹

平沼ひろし後援会 埼玉県飯能市南川１９３６ 浅見　隆 清水　茂雄

平野あつ子後援会 埼玉県草加市松原５－１１－１８ 平野　一彦 鈴木　公子

平野たかし後援会 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬４６１－４ 齊藤　秀和 平野　由美子

広川まなぶ後援会 埼玉県児玉郡神川町八日市８２５－３ 城　勇 田中　幸雄

広瀬伸一後援会 埼玉県本庄市児玉町金屋１０７０－１ 永尾　暢栄 広瀬　紀子

ふ ｆａｍｉｌｙｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 埼玉県川口市里１１８０ 舩津　由徳 舩津　由美子

深谷生活向上委員会 埼玉県深谷市常盤町５５－７７ 小泉　誠 小泉　清美

深谷タロー党 埼玉県深谷市宿根５９５－４ 泉　浩三 泉　浩三

深谷ファーストの会 埼玉県深谷市宿根５９５－４ 鈴木　明美 鈴木　明美

深谷寄居医師連盟 埼玉県深谷市国済寺３１９－３ 黒屋　信隆 佐竹　剛一

福島ともおを育てる会 埼玉県行田市関根８０７－１ 坂本　昭 江森　哲夫

ふくしまひでき後援会 埼玉県深谷市岡２６５５－６ 福島　秀樹 福島　恵理子

福島康弘後援会 埼玉県児玉郡神川町肥土５９２－１１ 福島　康弘 福島　和子

福田あきら後援会 埼玉県越谷市弥栄町４－１－１２０ 宮田　典男 崎田　美奈子

福田和彦後援会 埼玉県熊谷市本石２－２４２ 福田　文子 福田　和彦

福田勝美後援会 埼玉県熊谷市小八林１８０７－３ 長島　勉 福田　匡絋

福田誠一君と市民自治を一緒に考える会 埼玉県草加市瀬崎２－５０－３０ 榎本　武彦 根本　貴章

福田誠一後援会 埼玉県草加市瀬崎２－５０－３０ 関根　喜代寿 関根　禮一

福田せいじ後援会 埼玉県蓮田市黒浜３５３５－２４０ 福田　聖次 福田　要子

福田たけひこ後援会 埼玉県東松山市加美町１１－６ 嶋田　茂夫 福田　清子

福野みちる後援会 埼玉県八潮市八潮７丁目１―１３ 平野　成仁 豊嶋　健一

ふじい栄一郎後援会 埼玉県白岡市上野田１０６１ 澁谷　英一 浜田　進

藤木しんや埼玉県後援会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９ 坂本　富雄 根岸　信一郎

藤倉あきら後援会 埼玉県東松山市松葉町３－６－１１ 藤倉　憲 大山　裕美

藤沼みつぐ後援会 埼玉県幸手市神明内２１０－１ 広川　正 藤沼　光行

富士見明るい市政をつくる会 埼玉県富士見市山室２－３－２１ 竹村　正彦 竹村　正

ふじみ野の明日を切り拓く坪田としたか後援会 埼玉県ふじみ野市駒林元町３－２－２０－１０１室 坪田　敏孝 坪田　敏孝

藤村たかし後援会 埼玉県鴻巣市榎戸１－４－２１ 藤村　孝志 藤村　孝志

藤原けんし後援会 埼玉県鶴ヶ島市脚折１４２６－３３ 後藤　久雄 藤原　康秀

双葉会 埼玉県川口市大字安行１１１７ 小櫃　敏文 松井　幸助

ふりはたさとし後援会 埼玉県吉川市保７９９－２ 浅水　新一 青山　孝次

古川歩後援会 埼玉県蕨市中央５－１０－１６ 鈴木　康介 佐藤　博

古川九一後援会 埼玉県川口市並木４－１５－３６ 古川　九一 古川　昌代

古屋としみつ応援団 埼玉県戸田市笹目北町２－２７ 島田　幸昌 北岡　竜太

フレッシュみんなの会 埼玉県蕨市北町１－１４－１０ 澤田　勇治 和澄　郁雄

ブレない草の根応援団 埼玉県富士見市西みずほ台３－９　みずほ台団地９－１－１０４ 八子　朋弘 八子　尚美

ほ 帆足和之後援会 埼玉県さいたま市浦和区仲町４－３－１０ 大岩　博信 櫻井　繁

ボイス埼玉 埼玉県草加市栄町１－３－５ 小野里　雅司 泉　栄嗣

豊作会 埼玉県春日部市藤塚１４９１－５ 古沢　耕作 古澤　友見

芳友会 埼玉県所沢市泉町１７９３－１３　ジヤス１０１号 仲　正 仲　寛

峰友グリーンレディースクラブ連絡会 埼玉県鶴ヶ島市上広谷５９８ 岡野　とし子 小川　早苗

星野みつひろ後援会 埼玉県富士見市鶴馬２６１２－７ 正木　賢一 星野　時雄

星野良行後援会 埼玉県上尾市原市２３－１ 高橋　良𠮷 本田　勝

保泉和正後援会 埼玉県羽生市藤井上組４８５ 杉山　亘男 保泉　花代

保泉周平後援会 埼玉県大里郡寄居町用土１２１６―１ 保泉　周平 今村　芳子

細貝たかし後援会 埼玉県比企郡川島町鳥羽井新田１０５０ 内野　正雄 細貝　ヤス

細田ともや後援会 埼玉県入間市新光３０６－８８８ 細田　智也 細田　智晴

細田まさのり後援会 埼玉県戸田市氷川町２－１０－２ 宗台　年夫 細田　ひとみ

細田三恵後援会 埼玉県入間郡三芳町藤久保５２６－１　Ｄ２０９　鈴木方 沖　政則 細田　三恵

細田よしのり後援会～希望～ 埼玉県戸田市氷川町１－１４－１７ 細田　昌孝 細田　耕造

ほそや美恵子後援会 埼玉県行田市荒木１０１９－３ 細谷　美恵子 細谷　茂樹

細谷みつひろ後援会 埼玉県入間郡三芳町北永井２５９－１ 松本　薫 細谷　美幸

北葛北部医師連盟 埼玉県幸手市幸手２２６２　医師会館内 能美　昌司 野口　寿一

「ほっ！」とあさか 埼玉県朝霞市東弁財２－１－４ 富岡　勇一 冨岡　幸雄

ほやたけし後援会 埼玉県蕨市錦町４－４－９ 小宮　康男 柳澤　美津子

堀内まりこ後援会 埼玉県東松山市下野本１０４３－１ 堀内　浩二 堀内　浩二

堀江よしはる後援会 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西２－１７－１０ 不破　多三郎 村山　重喜

堀口いよこ後援会 埼玉県本庄市児玉町小平１６３７ 堀口　伊代子 堀口　久江

堀口よしまさ後援会 埼玉県秩父市大野原３３０１ 堀口　義正 井上　達美
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堀越博文後援会 埼玉県東松山市上唐子１０８５－１ 堀越　博文 堀越　かつ江

本庄児玉市構想 埼玉県本庄市児玉町宮内８３８－８　アート産業株式会社内 福島　浩一朗 金野　徹

本庄市児玉郡医師連盟 埼玉県本庄市小島６－８－８ 髙橋　茂雄 鈴木　和喜

本庄市児玉郡歯科医師連盟 埼玉県本庄市児玉町児玉３８１－１ 倉林　典之 矢代　享一

本庄市民を守る会 埼玉県本庄市見福２－４－１５ 小賀野　健司 小賀野　陽子

ほんだまきことこころをつなぐ会 埼玉県朝霞市根岸台７－４１－２７　コートエスペランサＣ２０２ 本田　麻希子 庄司　英昭

本田ようこ後援会 埼玉県幸手市香日向３－１０－１６ 藤原　徹也 本田　景之

ま 前川やすえ後援会 埼玉県蕨市中央３－５－１５ 植田　富美子 小澤　俊子

前田ひろあき後援会 埼玉県所沢市緑町４－４３－２２－５０２　ヒルズ新所沢緑町 前田　浩昭 前田　修二

前原あゆみ後援会 埼玉県八潮市八潮２－８－１４ 桂　公平 前原　直子

前原かづえ後援会 埼玉県ふじみ野市ふじみ野３－１０－３９ 渡辺　政栄 小野　嘉幸

まきまきの会 埼玉県三郷市早稲田６－３４－４１ 藤牧　誠 苑田　ほのみ

増田敏雄後援会 埼玉県羽生市下手子林９７７ 儘田　義光 内田　冨美夫

増田ひでお後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸５１５―２ 山﨑　哲夫 筒野　秋晴

増田ひとし後援会 埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩１１８７ 増田　等 渡辺　美佐子

町田光後援会 埼玉県行田市下須戸１２０４ 町田　光 長谷川　英

町田美津子後援会 埼玉県本庄市小島３－３－１７ 福田　進 根岸　峯生

まちづくり研究会 埼玉県川口市里５５５－３ 岩井　博之 岩井　玲子

町を愛するみんなの会 埼玉県比企郡吉見町江和井７１１－１ 塚田　英二 岩崎　充明

まつおか修平と街づくりを考える会 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬３９９６　ラ・チュールヨコゼ２０３号室 松岡　修平 松岡　和義

松尾まよか後援会 埼玉県日高市高萩１６５－１９ 古澤　聡子 高根　俊章

まつざわ正後援会 埼玉県吉川市中野１００－３ 篠田　年夫 矢島　明美

松下みさお後援会 埼玉県入間市東町５－２－３４－１ 鈴川　通久 松下　操

松島修一後援会 埼玉県北本市石戸宿６－５０ 松島　修一 島村　裕治

松島孝夫後援会 埼玉県越谷市大里４０－１－３３３ 松島　孝夫 松島　孝夫

松田まさよを育てる会 埼玉県幸手市香日向１－１２－１７ 松田　雅代 松田　雅代

松永やすえを育てる会 埼玉県和光市南１－２５－３ 安田　勉 安田　勉

松本あきのぶ後援会 埼玉県所沢市東所沢５－１５－２　ヴェラハイツ東所沢７０３ 松本　明信 渡辺　正晴

松本いくお後援会 埼玉県比企郡滑川町月輪１３５６－５ 大島　郁夫 近藤　幸治

松本栄一後援会 埼玉県白岡市太田新井１５７８ 田中　富男 松本　快子

松本たけひろ後援会 埼玉県和光市本町３１－１４－７１１ 福田　佳人 駒井　政公

松本つねお後援会 埼玉県比企郡小川町腰越４２６－８ 笠原　直之 江原　雅夫

松本英彦後援会 埼玉県川口市栄町２－１２－２７ 小島　五男 本間　裕康

松本政義後援会 埼玉県深谷市武蔵野２４３７－１ 松本　冨美夫 門平　寅次郎

まやとともに歩む会 埼玉県桶川市南２－８－１４－５０６ 渡邉　真代 横田　道仁

まゆずみ浩之後援会 埼玉県児玉郡上里町三町９６５－１ 関本　貴佳 河田　泰宏

まゆずみ宮男後援会 埼玉県秩父市宮側町１４－１ 黛　宮男 黛　宮男

丸山妙子後援会 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸３－１１－２５ 青木　眞子 丸山　公明

マングローブ 埼玉県日高市武蔵台４－４－６ 戸田　美雅 戸田　美雅

み 三浦やちよ後援会 埼玉県草加市谷塚１－１１－３０　コーポたかはし１０１号室 加藤　栄一 小澤　登志江

三上きくぞう後援会 埼玉県川越市古谷上２１１７－１ 鈴木　一郎 三上　貢

みさとＳＤＧｓ！三郷市主導の電力会社設立を目指す会 埼玉県三郷市さつき平２－３－２－１２０６ 宇治　由紀子 白石　敬次

みさとげんき 埼玉県三郷市さつき平２－２－２－９０５ 柳瀬　和佳子 柳瀬　和代

三郷市医師連盟 埼玉県三郷市中央２－２０－７ 草彅　博昭 木村　圭介

三郷市三幸会 埼玉県三郷市三郷２－１－１－１０１ 立澤　貞彦 梅村　明彦

美里土地改良政治連盟 埼玉県児玉郡美里町下児玉１１２５－１ 原田　信次 原田　信次

三郷の未来を考える会 埼玉県三郷市高州３－１３５－１　グリーンキャッスル３０１ 岡田　淳次 岡田　幸子

水沢努とおごせの明日を創る会 埼玉県入間郡越生町越生東４－６－１９ 宮﨑　孝 水澤　智子

水谷幸太郎後援会 埼玉県比企郡ときがわ町玉川４７９２－３ 水谷　幸太郎 水谷　幸太郎

水沼ひでお後援会 埼玉県春日部市南中曽根３５７－３ 水沼　日出夫 水沼　日出夫

美田むねあき後援会 埼玉県三郷市彦成１－９８－１ 中村　智英 美田　俊治

皆野の未来を考える会 埼玉県秩父郡皆野町下田野９８－１ 柴崎　勉 田野　清

南埼玉郡市医師連盟 埼玉県久喜市本町５－３－１９ 髙木　学 須田　秀利

南埼玉農協政治連盟 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９ 染谷　朝授 菊池　義雄

皆本とみお後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野３５９７－１ 皆本　富男 皆本　富男

見沼花と緑の会 埼玉県さいたま市見沼区東新井５８７－２ 杉田　佳子 田村　琢実

みねぎし宗弘・ｋｉｓｈｉｍａｃｈｉ．ｃｏｍ 埼玉県さいたま市浦和区岸町２－１６－１３ 峯岸　宗弘 峯岸　宗弘

峯岸義雄後援会 埼玉県戸田市笹目１－９－１ 峯岸　榮一 峯岸　勇人

宮内そうこ後援会 埼玉県戸田市南町３－１－４０２ 宮内　奏子 菊池　ゆき子

宮岡治郎後援会 埼玉県入間市仏子３５７－１ 馬場　俊雄 吉田　勲

宮川浩司後援会 埼玉県秩父市久那２２１０－７ 原　義之 宮川　幸子

宮川まさゆき後援会 埼玉県越谷市袋山１５９８－６１ 長浜　敏子 松田　信子

宮崎あき後援会 埼玉県久喜市久喜東５－３３－９ 宮崎　亜希 宮崎　亜希

宮崎栄治郎後援会 埼玉県さいたま市南区大谷口１０６４ 秋本　勇次 大塚　進

宮崎吾一後援会 埼玉県さいたま市中央区本町西４－１９－１９　２０５号室 宮﨑　吾一 宮﨑　代志美

宮﨑善雄後援会 埼玉県比企郡吉見町地頭方３３４ 沖田　克美 神田　勉

みやした奈美後援会 埼玉県蕨市錦町５－１－８ 尾崎　陸記 宮下　幸子

宮島一夫を応援する会 埼玉県比企郡滑川町月輪１６１９－７ 宮島　章 宮島　成夫

宮田ゆういち後援会 埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前２９５ 宮田　雄一 宮田　弘子

宮前まさみ後援会 埼玉県秩父市熊木町１９－６ 新井　眞理子 宮前　愛
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宮前まもる後援会 埼玉県秩父郡皆野町大渕２２９ 宮前　浩子 宮前　浩子

みよしをやさしい街にする会 埼玉県入間郡三芳町藤久保３７８９－１６ 高橋　恒彦 菊地　浩二

未来政経懇話会 埼玉県さいたま市見沼区東新井５８７－２ 田村　琢実 田村　真由美

未来の会所沢 埼玉県所沢市林３－５１５－９ 古澤　精悟 古澤　精悟

未来の三郷へつなぐ会 埼玉県吉川市三輪野江１９４３－３ 篠田　壽和 篠田　雅央

未来へ、翔彩の会 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－１０８－５　５Ｆ 田並　尚明 矢馳　一郎

未来夢 埼玉県さいたま市西区指扇領別所３６６－２５　えのきビル 小林　ユリ 蓮沼　万理

身を切る改革明日の草加を創る会 埼玉県草加市中根１－１２－１ 浅井　康雄 内藤　一夫

民権党 埼玉県児玉郡神川町植竹１３５１ 山田　謙二 山田　謙二

民主県政の会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１０－１１　第一木村ビル 伊藤　稔 日野　佳宏

民主的自由党 埼玉県さいたま市南区別所６－８－１０　アディナス武蔵浦和１０１ 山口　節生 山口　節生

みんなのあげお市民の会 埼玉県上尾市原市３３３６　原市団地４－３－３０７ 互井　一臣 尾花　美和

みんなの会ｉｎ日高 埼玉県日高市四本木２－５－４ 廣川　千恵子 関根　悠紀子

みんなのさいたま市をつくる会 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１４－１１　ゆないてぃ浦和 前島　英男 坪野　智彦

みんなの志木市をつくる会 埼玉県志木市柏町３－９－４１ 高浦　康彦 荒井　一夫

みんなの手で新しい町政をつくる会 埼玉県入間郡三芳町藤久保６２１１　日本共産党三芳町委員会内 光下　重之 杉本　しげ

民部佳代後援会 埼玉県ふじみ野市市沢３－２－３－４０４ 佐久間　直樹

む ムーブメント　投票へＧＯ！（小林真と動く会） 埼玉県深谷市上増田２９３ 小林　真 小林　真

無所属元気の会 埼玉県草加市谷塚町１７１８－３１　メゾンドグレース弐番館１０６ 平山　杏香 坂元　孝行

無所属県民会議 埼玉県白岡市小久喜１２０３－１ 岡　重夫 岡　郁子

武藤さとしを育てる会 埼玉県越谷市大竹８２２ 臼倉　勇 堀井　敏夫

武藤みちお後援会 埼玉県北足立郡伊奈町小室５６７５－１ 武藤　倫雄 武藤　正寿

むとう葉子後援会 埼玉県戸田市下前１－１０－３５ 柳田　多恵子 山田　鐡雄

村井ひでき三室地区後援会 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２７－９ 西山　鶴生 石井　勝

村田きよはる後援会 埼玉県行田市南河原２６３７－２ 村田　清治 村田　穂枝

村田ちゅうじろう後援会 埼玉県入間郡毛呂山町平山２－１３－５ 大野　邦夫 金子　克己

村田ひろこ後援会 埼玉県北本市中央２－９－２ 村田　裕子 村田　剛

村田光正後援会 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞４８９－１ 小埜　一博 新井　裕介

村元ひろし後援会 埼玉県富士見市上沢１－１６－１５ 村元　寛 村元　寛

村山ひろのり後援会 埼玉県川越市藤間８４７－２１ 村山　博紀 山下　美鶴

め 明市政会 埼玉県戸田市喜沢１－２６－１－２０６ 十川　拓也 鈴木　里菜

も もてぎ一郎後援会 埼玉県深谷市岡２６３５－１ 小林　文明 小林　初雄

本木茂入間川中央後援会 埼玉県狭山市入間川３－２－３ 八島　藤夫 田島　昭雄

本木茂入間川東部後援会 埼玉県狭山市狭山２４－４２ 小沢　謙司 粕谷　紀仁

本木茂入間川南部後援会 埼玉県狭山市富士見２－４－８ 水村　明宏 原　幸男

本木茂入間地区後援会 埼玉県狭山市水野７６４－３０ 大舘　二郎 本橋　博美

本木茂入間地区女性部後援会 埼玉県狭山市水野２１２ 浅見　明子 斉藤　ひろ美

本木茂奥富地区後援会 埼玉県狭山市下奥富７７８ 後藤　忠彦 岩下　由男

本木茂柏原地区後援会 埼玉県狭山市柏原１９０－５ 山崎　光彦 平野　祐治

本木茂広瀬・根岸地区後援会 埼玉県狭山市広瀬３－３４－８ 古谷　博 細田　幸男

本木茂堀兼地区後援会 埼玉県狭山市堀兼１２６５ 宮澤　勇 新井　良一

森伊久磨後援会 埼玉県蓮田市東６－８－４ 森　加奈子 森　勝郎

森新一後援会 埼玉県熊谷市弥藤吾２４０９ 森　喜雄 四分一　福治

森真太郎後援会 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野２２６ 皆本　富男 加藤　彰夫

森盛会 埼玉県さいたま市岩槻区徳力８６－２０２ 内藤　明 徳増　裕司

森田光一後援会 埼玉県東松山市高坂９００－６ 名倉　隆行 森田　昭也

森田ふみあき後援会 埼玉県坂戸市戸口４１５ 森田　文明 泉名　和彦

もりなが圭子後援会 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間２４４８ 関口　昭一 盛永　光章

や 谷ヶ﨑照雄後援会 埼玉県日高市上鹿山１６２－３ 大久保　登 谷ヶ﨑　由美子

やぎした礼子後援会 埼玉県所沢市上山口１８０―２ 大久保　賢一 川村　俊雄

矢口とよと後援会 埼玉県上尾市上町２－４－９－６ 矢口　豊人 矢口　岬

矢倉かつおを励ます会 埼玉県さいたま市北区大成町４－８１－２０１ 宮地　正介 和田　清志

矢作いづみ後援会 埼玉県所沢市美原町３－２９６１－１５ 田中　久司 金森　広昭

やさしい草加 埼玉県草加市谷塚町９８９－７ 佐竹　貞昭 斉藤　雄二

やざわえみこの会 埼玉県八潮市古新田９２３ 高木　宏子 川合　絢子

八潮維新の会 埼玉県八潮市鶴ケ曽根２３９－１６　２Ｆ 金杉　孝雄 川井　貴志

八潮絆の会 埼玉県八潮市中央２－１－１９ 梶原　雅史 篠原　亮太

八潮市薬剤師連盟 埼玉県八潮市中央４－１－１３ 伊藤　裕一 村木　雅美

やしおファイトの会 埼玉県八潮市八潮６－１７－５　シティコート八潮１０５ 大島　愛音 溝口　晃一

やじまさとし後援会 埼玉県熊谷市平戸１７８４－９ 谷島　聡 谷島　富士枝

矢島ひろふみ後援会 埼玉県鴻巣市稲荷町２５－６ 矢島　洋文 矢島　光代

安岡一成後援会 埼玉県桶川市若宮１－４－３０－９０１ 安岡　一成 小島　正彦

やすだ健一後援会 埼玉県幸手市神明内９１２ 小森谷　忠明 安田　健一

やない秀憲後援会 埼玉県比企郡川島町白井沼１０３２ 小峰　貞夫 矢内　悦男

やなぎや泉後援会 埼玉県比企郡吉見町長谷１８５２－２８ 栁谷　泉 武藤　好洋

やなせさとし後援会 埼玉県行田市棚田町２－９－１４ 佐藤　七郎 梁瀬　尚子

やなとり大祐後援会 埼玉県三郷市市助１２０－９ 梁取　哲夫 後藤　弘

やのまただし後援会 埼玉県本庄市寿１－２２－９ 田中　弘和 間庭　照雄

山川さおり後援会 埼玉県入間市仏子６０３－１　入間リバーサイド２６－１０２ 山川　さおり 奥谷　貞夫

山木綾子を支える会 埼玉県川越市砂新田５－２７－９ 山木　綾子 山木　綾子
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山口あゆみ後援会 埼玉県草加市長栄２－２７－１ 山口　あゆみ 山口　あゆみ

山口ごういち後援会 埼玉県春日部市梅田本町１－１０－３７ 山口　剛一 武正　光江

山口眞司と蓮田の地域力をつくる会 埼玉県蓮田市上１－３－１６ 高沢　秀樹 山口　京子

山口たいめい市町村議会議員連絡協議会 埼玉県東松山市和泉町３－１５ 堀越　博文 森田　敏男

山口ゆたか後援会 埼玉県本庄市児玉町高柳８１２－１６ 山口　豊 反町　善純

山崎進後援会 埼玉県春日部市大枝７４５ 山内　茂樹 澤田　富二男

山崎のぶよし後援会 埼玉県比企郡川島町中山１１１０－１ 大室　晃一 山﨑　宣佳

山崎雅俊後援会 埼玉県戸田市下戸田２－１３－２ 武内　晴雄 高橋　利金

山﨑正弘後援会 埼玉県児玉郡神川町新里５６４－１ 清水　敏信 田村　修一

山下ひろかず後援会 埼玉県児玉郡上里町神保原町５９３－２ 山下　博一 山下　光枝

山下ゆうき後援会 埼玉県加須市三俣２－２０－１１ 山下　雄希 甲斐　美恵

山田かずしげ後援会 埼玉県日高市大字鹿山８１１－４ 山田　一繁 柏　洋子

山田しんたろう後援会 埼玉県蓮田市本町４－１１　日信ビル２Ｆ 飯野　桂 山田　翔子

山田だいすけ後援会 埼玉県越谷市上間久里３７４－１ 伊東　正隆 伊東　紀久江

山田としお後援会 埼玉県ふじみ野市滝３－３－６５ 星野　忠義 山田　愛子

山田としお埼玉県後援会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－９ 坂本　富雄 根岸　信一郎

山田まさひろ後援会 埼玉県入間郡三芳町藤久保７０５－２ 高野　栄 山田　洋子

山田やすひろ後援会 埼玉県本庄市本庄１－７－２ 奥野　浩昭 小池　裕太

山田よしあき後援会 埼玉県比企郡滑川町みなみ野２－５－８　森林駅前ビル１Ｆ 山田　芳明 山田　榮子

山田良秋を育てる会 埼玉県比企郡嵐山町杉山１０８０－５ 水島　晴夫 山田　朋美

山中敏正後援会 埼玉県桶川市川田谷２２９０－１ 木村　光國 礒田　基一

山野智彦後援会 埼玉県北足立郡伊奈町本町３－１２－２ 山野　智彦 山野　智彦

やまぶき英樹会 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－１－２ 小林　台受 伊藤　袈裟男

山本仁美後援会「遊楽部」 埼玉県加須市柳生２０１０ 新井　操 石島　大士

山本まさの後援会 埼玉県越谷市千間台東４－４０－１７ 佐藤　佐 川上　博

山本ゆう子後援会 埼玉県さいたま市大宮区三橋３－２６５－５ 我妻　秀一 岡田　美智子

やまわき紀子後援会 埼玉県蕨市南町２－３１－１４ 木戸　保 木戸　保

ヤル気元気さえき会 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町３－４８－６－１０３ 佐伯　加寿美 佐伯　加寿美

ゆ ゆうあい政策研究会 埼玉県さいたま市緑区東浦和６－２５－３ 神崎　功 神崎　栄

勇志の会 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－７０－３－１Ｆ 清水　勇人 清水　典子

ゆうしん会 埼玉県加須市南篠崎９４２ 樽見　義一 戸川　泉

勇政会 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－７０－３－１Ｆ 清水　勇人 清水　典子

ゆたか倶楽部 埼玉県三郷市戸ヶ崎３丁目２０５ 光安　慶太 大森　一茂

豊かな狭山をつくる会 埼玉県狭山市富士見２－１１－３ 東山　美知子 東山　徹

豊かな秩父をめざす会 埼玉県秩父市道生町８－１３ 浅見　正 土屋　貞男

豊かな新座をつくる会 埼玉県新座市片山１－１６－１２ 羽染　秀昭 大矢　薫

ゆたかの会 埼玉県さいたま市中央区下落合５－３－３ 阪　眞 井原　正

湯谷百合子を支える会 埼玉県蓮田市大字黒浜９３６－１２ 野中　幸雄 木島　和嘉子

夢のある埼玉県をみんなでつくる会 埼玉県さいたま市浦和区神明１－７－１６－１Ｆ 野本　怜子 野本　琢磨

『夢は力』うめざわ佳一後援会 埼玉県久喜市栗橋中央２－９－１４ 浅川　実 梅澤　盛

夢をかたちにする会 埼玉県富士見市鶴馬２６１２－７ 正木　賢一 目代　成寿

よ ようだひでお後援会 埼玉県行田市城南４－２１－３－１０１ 養田　英雄 養田　友里

横川まさや後援会 埼玉県東松山市箭弓町１－２－４ 田島　好夫 横川　堅司

横田じゅんいち後援会 埼玉県入間市野田６７７ 忽滑谷　周司 中沢　茂樹

𠮷岡たけし後援会 埼玉県草加市新里町１１５７－３ 𠮷岡　健 𠮷岡　由香

𠮷岡信彦後援会 埼玉県深谷市血洗島９８ 久保田　一雄 設楽　久

吉川市三幸会 埼玉県吉川市吉川１－３０－２ 戸張　胤茂 山崎　薰

よしかわ市民ネットワーク 埼玉県吉川市栄町７８１－１　Ｂ－９０６ 猪野　満里子 大熊　眞弓

吉川松伏医師連盟 埼玉県吉川市中央２－７－１０ 平井　真実 平井　真実

よしかわを再起動する会 埼玉県吉川市栄町１４４３－２ 加藤　克明 加藤　克明

𠮷沢やすひろ後援会 埼玉県大里郡寄居町三品３９８－１ 𠮷澤　尚登 坂本　裕二

吉田英司後援会 埼玉県川口市末広２－１７－２０ 吉田　香余 吉岡　愛子

吉田えり行田スマイルの会 埼玉県熊谷市大塚２４６ 松岡　延勝 吉田　江利

よしだ会 埼玉県行田市中央２１－１ 駒井　武一 丸山　隆司

吉田賢一後援会 埼玉県入間市小谷田５－５ 吉田　賢一 吉田　賢一

吉田たけし後援会 埼玉県和光市下新倉４－１５－１ 柳下　茂 石田　秀樹

吉田みきお後援会 埼玉県比企郡滑川町福田２７３６番地 吉田　樹雄 吉田　樹雄

吉田みのる後援会 埼玉県春日部市西宝珠花５２ 吉田　稔 吉田　智恵子

吉野いくえを応援する会 埼玉県川越市藤間１２－２ 髙橋　庄一郎 𠮷野　洋子

吉野おさむ後援会 埼玉県行田市南河原７６５－１ 関和　幸一 吉野　一郎

吉野ゆうき後援会 埼玉県八潮市八潮七丁目６－１０　小倉ハイツ２０４ 細谷　隆之介 吉野　雄喜

吉見町山口泰明後援会 埼玉県比企郡吉見町大串２２６２－１ 岩崎　勤 小林　周三

𠮷本しんじ後援会 埼玉県日高市高萩１７２７－７ 飯野　芳男 近藤　昭雄

ヨッシークラブ 埼玉県三郷市戸ヶ崎３－３４７ 豊田　幹雄 岡本　好正

よねはし結太後援会 埼玉県新座市片山１－３－９ 米橋　結太 片桐　豊

与野歯科医師連盟 埼玉県さいたま市中央区本町東４－４－３　３階 金子　久章 坪井　栄範

甦れ本庄の会 埼玉県本庄市本庄２－４－８ 吉岡　秀一 金井　義幸

四方田しげお後援会 埼玉県児玉郡神川町下阿久原８１８ 小泉　裕一 小泉　裕一

よりたか英雄後援会 埼玉県蕨市北町１－１２－１６ 賴髙　久夫 賴髙　久夫

より良いときがわ町をつくる会 埼玉県比企郡ときがわ町西平７２－１ 岩田　鑑郎 岩田　眞紀子
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喜びの声子育て支援の会 埼玉県川越市南大塚６ー１６－９ 松本　喜美 松本　淳一

ら 嵐山町小久保憲一後援会 埼玉県比企郡嵐山町菅谷８０－１ 根岸　義幸 奥平　勝久

嵐山町山口晋後援会 埼玉県比企郡嵐山町古里７７０－１ 安藤　欣男 青柳　賢治

嵐山町山口泰明後援会 埼玉県比企郡嵐山町勝田２５１ 松本　武久 小久保　一徳

り 里永会 埼玉県さいたま市北区宮原町４－２５－７ 永井　里菜 永井　晃輔

リベラル戸田の会 埼玉県戸田市下戸田１－４－６ 川田　進康 川田　進康

理友会 埼玉県入間市東町４－３－４６－５ 杉島　理一郎 杉島　理一郎

隆昌会 埼玉県東松山市六軒町１－９ 竹ノ谷　誠 吉田　久

れ 連携して政治を動かす会 埼玉県熊谷市弁財１８０ 小林　甚一 大嶋　和浩

連合埼玉の会 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－５－１９ 近藤　嘉 平尾　幹雄

わ 若い力が八潮を変える 埼玉県八潮市伊草１－１－１　ウリュウ第２ビル２０２ 吉野　雄喜 吉野　雄喜

若き風の会 埼玉県白岡市寺塚３１－４ 田中　三郎 櫻井　純子

若さで八潮を変える会 埼玉県八潮市八潮７－１―１３ 斉藤　秋彦 大熊　淳

若林想一郎後援会 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬６０３３－２ 佐野　貞行 桜井　敏雄

若谷正已後援会 埼玉県川口市柳崎１－１０－６ 若谷　正已 佐々木　一夫

ワクワク・ドキドキの県政をつくる会 埼玉県熊谷市小江川８９４ 長谷川　健一 蔵本　恒子

和光市商工政治連盟 埼玉県和光市本町１－１７ 斎藤　和康 本橋　昭蔵

和光・まちづくり市民の会 埼玉県和光市新倉２－１７－８６ 赤松　祐造 赤松　加代子

私たちのための市議会をめざそう！！ 埼玉県川越市西小仙波町２－２２－１－３０６ 山口　陽子 福岡　一枝

渡辺かずみ後援会 埼玉県比企郡ときがわ町番匠７２５－１ 小室　敏夫 小林　勝

渡辺こういち後援会 埼玉県上尾市瓦葺７０８ 渡辺　健 渡辺　喜代志

渡辺さだお後援会 埼玉県越谷市袋山２１２－１－６１２ 渡邉　定雄 渡邉　定雄

渡辺そういちろう後援会 埼玉県白岡市寺塚３１－４ 渡邊　聡一郎 篠島　寛

渡辺大後援会 埼玉県ふじみ野市丸山８－３－６０１ 渡辺　大 渡辺　大

渡辺ひろたか後援会 埼玉県さいたま市桜区西堀５－４－３１　シャインウエスト１０４ 渡邉　弘貴 渡邉　弘貴

渡辺まさと後援会 埼玉県三郷市三郷１－２８－２　トヨダツインズＢ－１０２ 渡邉　雅人 渡邉　雅人

渡辺昌代後援会 埼玉県久喜市六万部１０６２－２ 稲木　豊作 稲木　正子

わたなべ光子後援会 埼玉県桶川市泉２－９－６ 大渕　芳男 伊藤　英子

わたなべ良太と新しい北本をつくる会 埼玉県北本市中丸７－３１３－１ 渡邉　良太 渡邉　良太

和田よしひろ後援会 埼玉県日高市栗坪４６３－１ 和田　貴弘 和田　益夫

蕨戸田市医師連盟 埼玉県戸田市新曽１２９５－３ 早船　直彦 工藤　茂

蕨戸田歯科医師連盟 埼玉県蕨市北町２－８－７ 海野　智 福島　敏洋

Ｗａｎ－ｈａｐｐｙ草加 埼玉県草加市谷塚町５８０ 関　勝重 山根　典子


