
総代名簿

都道府県 名前 職業 都道府県 名前 職業

北海道 青山　夕香 ㈱青山プロダクション　代表取締役 岐阜 大松　栄太 岐阜プラスチック工業㈱　社長

北海道 赤尾　洋昭 ㈱セコマ　社長 岐阜 服部　奈苗 アテナ工業㈱　取締役

北海道 石井　純二 ㈱北洋銀行　顧問 静岡 岩田　徹也 ㈲岩田自動車鈑金工業　社長

北海道 川村　智郷 北海道瓦斯㈱　社長 静岡 梅原　弘充 ㈱静岡銀行　常務執行役員

北海道 木村　友美 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター　事務局長 静岡 木内　藤丈 木内建設㈱　社長

北海道 栗林　定正 三ッ輪運輸㈱　社長 静岡 佐藤　慎一郎 佐政水産㈱　社長

北海道 進藤　清貴 無職 静岡 豊田　浩子 丸尾興商㈱　専務取締役

北海道 濵西　恵利子 未来環境㈱　代表取締役 静岡 増田　秀美 ㈱増田採種場　専務取締役

北海道 水野　明 ㈱キョクイチホールディングス　常務取締役 愛知 安藤　隆司 名古屋鉄道㈱　会長

北海道 南　智子 ㈱第一滝本館　社長 愛知 安藤　光子 安藤木型㈱　取締役

青森 岩谷　直子 弁護士 愛知 磯部　謙二 日本特殊陶業㈱　上席執行役員

青森 小野　美彩子 主婦 愛知 大島　宇一郎 ㈱中日新聞社　社長

岩手 佐藤　求 ㈱岩手銀行　取締役専務執行役員 愛知 大嶽　恭仁子 ㈱大嶽安城　社長

宮城 大山　晃弘 アイリスオーヤマ㈱　社長 愛知 大矢　伸明 太啓建設㈱　社長

宮城 加藤　聖一 学校法人仙台育英学園　常務理事 愛知 小原　崇 小原建設㈱　取締役常務執行役員

宮城 鈴木　広一 ㈱七十七銀行　取締役監査等委員 愛知 草川　晃吉 草川工業㈱　社長

宮城 村松　久美恵 一般財団法人ＳＣＳミュージカル研究所　理事 愛知 近　健太 ウーブン・バイ・トヨタ㈱　代表取締役

秋田 須田　哲生 由利工業㈱　社長 愛知 棚橋　絵未 ㈱キングコーポレーション　取締役

山形 仲野　益美 出羽櫻酒造㈱　社長 愛知 中野　佳代子 主婦

山形 三浦　新一郎 ㈱山形銀行　専務取締役 愛知 水谷　仁 中部電力㈱　副社長

福島 佐藤　藍子 ダイハツ福島㈱　社長 三重 岡部　祐子 ㈱アレクシード　取締役

福島 佐藤　稔 ㈱東邦銀行　頭取 三重 南部　昌己 ㈱百五銀行　取締役常務執行役員

福島 二瓶　政徳 ㈱三宝製作所　勤務 三重 平田　晴久 チヨダウーテ㈱　オーナー相談役

茨城 寺門　一義 ㈱常陽銀行　特別顧問 滋賀 大野　恭永 ㈱滋賀銀行　監査役

茨城 野澤　日香里 ㈱セイワ食品　取締役 滋賀 森　和之 新江州㈱　社長

茨城 ㈱鹿吉　代表取締役 京都 木村　敦子 京都大学　大学院法学研究科教授

栃木 関口　快太郎 ㈱関口　社長 京都 清水　圭子 一般社団法人京都微生物研究所　理事

栃木 塚田　篤子 医療法人聖真友愛会　理事長 京都 土井　伸宏 ㈱京都銀行　頭取

群馬 阿部　洋子 主婦 京都 堂本　知恵 ㈱プレゼンス　代表取締役

群馬 有田　喜一郎 群栄化学工業㈱　社長 京都 西村　美佐子 ㈱桶谷製作所　常務取締役

埼玉 今泉　嘉章 ㈱今泉　社長 京都 村田　恒夫 ㈱村田製作所　会長

埼玉 沖野　千佳 埼玉日産自動車㈱　専任課長 京都 山下　徹哉 京都大学　大学院法学研究科教授

埼玉 加藤　あこ ゼブラ㈱　勤務 大阪 生駒　京子 ㈱プロアシスト　社長

埼玉 小泉　保雄 小泉運輸㈱　代表取締役 大阪 石田　貴志 石田エンジニアリング㈱　社長

埼玉 佐藤　一博 佐藤興産㈱　社長 大阪 井東　博子 ㈱アシスト　社長

埼玉 堤　繁 ㈱埼玉富士　社長 大阪 消費生活相談員

埼玉 根岸　瑞栄 社会福祉法人はぐくむ会　理事長 大阪 岡野　紘司 弁護士

埼玉 福田　祐一 ㈱エフテック　社長 大阪 小出　麻衣子 小出工業㈱　取締役

埼玉 渡辺　絵李佳 ㈱ビジョン開発　取締役 大阪 坂入　喜代枝 コーナン建設㈱　取締役

千葉 岩渕　琢磨 岩渕薬品㈱　社長 大阪 澤谷　陽子 ダイキン情報システム㈱　課長

千葉 神﨑　健人 成田空港警備㈱　担当部長 大阪 渋谷　剛志 明和金属工業㈱　社長

千葉 中村　さおり 弁護士 大阪 関口　圭子 双葉工業㈱　専務取締役

千葉 根本　昌美 ㈱北辰水産　取締役 大阪 髙松　良行 オーエム工業㈱　社長

千葉 般若　浩子 社会福祉法人煌徳会　理事 大阪 多田　真規子 西日本旅客鉄道㈱　理事

千葉 堀口　路加 学校法人堀口学園　理事長 大阪 田村　由美子 医療法人学縁会おおさか往診クリニック　理事

千葉 皆川　真弓 ㈱リーシングシステム　勤務 大阪 寺坂　創介 帝国チャック㈱　社長

千葉 米本　努 ㈱千葉銀行　頭取 大阪 豊田　孝二 弁護士　公認会計士

東京 青山　えみ ㈱紙藤原　取締役 大阪 西田　三香子 ㈱西峯化学　代表取締役

東京 飯田　秀総 東京大学大学院法学政治学研究科　准教授 大阪 西村　陽介 シンコー㈱　社長

東京 五十部　紀英 弁護士　税理士　弁理士 大阪 日阪　加奈子 ㈱大物　取締役

東京 市川　映里 ブラックロック・ジャパン㈱　ディレクター 大阪 福井　亜弥子 ㈱マザープラス　取締役副社長

東京 岩田　喜美枝 東京都監査委員 大阪 前田　浩輝 ㈱前田組　社長

東京 内野　幸治 公認会計士 大阪 大和　奈月 弁護士

東京 梅澤　昌司 ㈱梅丘寿司の美登利総本店　社長 兵庫 長部　訓子 大関㈱　社長

東京 梅村　悠 上智大学　法学部教授 兵庫 尾山　基 ㈱アシックス　会長

東京 太田　純 ㈱三井住友フィナンシャルグループ　社長 兵庫 角倉　護 ㈱カネカ　取締役

東京 尾崎　悠一 東京都立大学　大学院法学政治学研究科教授 兵庫 北村　聡一郎 ㈱北村工務店　社長

東京 金井　友里 泰喜物産㈱　専務取締役 兵庫 小松原　健裕 ㈱日能研関西　社長

東京 北村　浩志 税理士 兵庫 坂上　彰 西部電気建設㈱　社長

東京 釘宮　悦子 消費生活アドバイザー 兵庫 西川　有美子 中村重機商事㈱　取締役

東京 島田　良介 日本電技㈱　社長 兵庫 福山　紀香 ＩＣＳ税理士法人　事務局長

東京 代田　大輔 ㈱プリモ　社長 兵庫 山田　実和 積水ハウス㈱　執行役員

東京 副島　京子 杏林大学　医学部循環器内科主任教授 兵庫 山田　友香 Ｉ＆Ｈ㈱　常務取締役

東京 永井　暁子 日本女子大学　人間社会学部准教授 奈良 岡村　匡倫 岡村印刷工業㈱　社長

東京 長島　義博 ㈱新和電工　社長 奈良 萩原　徹 南都マネジメントサービス㈱　社長

東京 中田　誠司 大和証券㈱　社長 和歌山 仮谷　依子 こおの交通㈱　代表取締役

東京 新本　桂司 ㈱天賞堂　社長 鳥取 米原　弘人 山陰石油㈱　取締役

東京 橋本　佳美 ㈱シービージャパン　常務取締役 島根 尾﨑　俊也 アースサポート㈱　社長

東京 林田　英治 ＪＦＥホールディングス㈱　特別顧問 岡山 大原　あかね 公益財団法人大原美術館　理事長

東京 堀　直樹 ㈱三菱ＵＦＪ銀行　会長 岡山 原田　育秀 ㈱中国銀行　専務取締役

東京 的場　佳子 伊藤忠商事㈱　理事 広島 穴井　秀樹 公益財団法人渋谷育英会　事務局長

東京 水谷　千佳 消費生活相談員 広島 白井　浩一郎 ㈱サクラオブルワリーアンドディスティラリー　社長

東京 峯岸　研太 電源開発㈱　課長 広島 中村　弘美 広島ガス㈱　担当課長

東京 山口　明夫 日本アイ・ビー・エム㈱　社長 山口 赤坂　太郎 赤坂印刷㈱　専務取締役

東京 山地　理恵 マスター消費生活アドバイザー 山口 齊藤　勲 税理士

東京 山田　圭一 ㈱山田商店　社長 徳島 髙畑　富士子 ㈱ときわ　社長

神奈川 安藤　雄一 丸全昭和運輸㈱　取締役専務執行役員 徳島 長岡　奨 ㈱阿波銀行　会長

神奈川 石川　英智 ㈱アルファシステムズ　副会長 香川 川端　友子 四国化成工業㈱　取締役執行役員

神奈川 伊藤　千織 キリンホールディングス㈱　勤務 愛媛 大塚　岩男 ㈱伊予銀行　会長

神奈川 上野　元 上野グループホールディングス㈱　社長 愛媛 明関　眸 マルトモ㈱　副社長

神奈川 小美野　喜之 ㈱相鉄リビングサポート　課長 高知 宮地　貴嗣 宮地電機㈱　社長

神奈川 北岡　雄一郎 ㈱アイメックス　社長 福岡 喜多村　円 ＴＯＴＯ㈱　会長

神奈川 小越　明美 北里大学北里研究所病院　副院長　兼　看護部長 福岡 関　正 ㈱関家具　社長

神奈川 小峰　直 ㈱横浜銀行　代表取締役常務執行役員 福岡 武野　龍 ㈱アダル　社長

神奈川 齋藤　華絵 ㈱三協　部長 福岡 鳥越　美恵子 ㈱林フォージング　社長

神奈川 清水　治彦 司法書士 福岡 中島　弘恵 新運輸㈱　社長

神奈川 菅沼　伸之 日栄鋼材㈱　代表取締役 福岡 中田　麻佐子 ＪＲ九州サービスサポート㈱　担当課長

神奈川 原　浩仁 ㈱たまや　社長 福岡 藤善　匡 ㈱福岡銀行　執行役員

新潟 田村　寛 北越メタル㈱　執行役員 福岡 前田　恵理 ㈱ニッツー　社長

新潟 津山　由香 ㈱津山商店　社長 福岡 山口　豊和 山口重工業㈱　社長

新潟 並木　富士雄 ㈱第四北越フィナンシャルグループ　会長 佐賀 今泉　直 常盤商事㈱　社長

新潟 吉倉　久一朗 ㈱新潟日報社　特別参与 佐賀 安永　康子 ＮＰＯ法人セルフ　代表

富山 坂下　真理子 ㈱アルト　監査役 長崎 嶋崎　真英 長崎自動車㈱　社長

富山 能作　千春 ㈱能作　社長 熊本 出田　敬太郎 出田実業㈱　社長

石川 三谷　忠照 三谷産業㈱　社長 熊本 松岡　義清 ㈱コッコファーム　社長

福井 有馬　浩史 ㈱日本ピーエス　社長 大分 後藤　富一郎 ㈱大分銀行　頭取

山梨 平山　栄次 ㈱アドブレーン社　取締役 宮崎 平野　亘也 ㈱宮崎銀行　会長

長野 岡野　昌彦 岡野薬品㈱　社長 鹿児島 西牟田　百代 主婦

長野 平林　明 セラテックジャパン㈱　社長 沖縄 浦本　智香子 税理士

長野 松下　正樹 ㈱八十二銀行　頭取 沖縄 川上　康 ㈱琉球銀行　頭取
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