
参議院自民党議員名簿

指定指名者 歳 衆 参 選挙区・県名 総務大臣届出 都道府県選挙管理委員会届出
団体名 団体名

愛知　治郎 あいち　じろう 38 2 宮城 愛知治郎アクティブネット
青木　幹雄 あおき　みきお 73 4 島根 青木幹雄後援会
秋元　司 あきもと　つかさ 35 1 比・全国
浅野　勝人 あさの　かつひと 69 3 1 愛知 国際経済研究会
荒井　広幸 あらい　ひろゆき 49 3 1 比・全国（無所属） 荒井広幸後援会
有村　治子 ありむら　はるこ 36 2 比・全国 有村はるこを育てる会
石井　準一 いしい　じゅんいち 31 1 千葉
石井　みどり いしい　みどり 58 1 比・全国
泉　信也 いずみ　しんや 70 3 比・全国 篠山会
磯崎　陽輔 いそざき　ようすけ 49 1 大分
市川　一朗 いちかわ　いちろう 70 3 宮城 ふるさと・宮城・２１
岩城　光英 いわき　みつひで 57 2 福島 光と風のフォーラム
岩永　浩美 いわなが　ひろみ 65 3 佐賀 楠朋会
衛藤　晟一 えとう　せいいち 59 4 1 比･全国
岡田　直樹 おかだ　なおき 45 1 石川
岡田　広 おかだ　ひろし 60 2 茨城 広和会
荻原　健司 おぎわら　けんじ 37 1 比・全国 スポーツ政策研究会
尾辻　秀久 おつじ　ひでひさ 66 4 比・全国・鹿児島 秀山会
加治屋　義人 かじや　よしと 69 2 鹿児島 義友会
加納　時男 かのう　ときお 72 2 比・全国 地球環境・エネルギー総合研究所
河合　常則 かわい　つねのり 70 1 富山 常友会
川口　順子 かわぐち　のりこ 66 2 比・全国 川口順子一七会
神取　忍 かんどり　しのぶ 42 1
岸　宏一 きし　こういち 67 2 山形 高志会
岸　信夫 きし　のぶお 48 1 山口 誠信会
北川　一成 きたがわ　いっせい 64 1 大阪 政経文化研究会
木村　仁 きむら　ひとし 73 2 熊本 木村仁後援会
小池　正勝 こいけ　まさかつ 55 1 徳島 徳島政策２１
小泉　昭男 こいずみ　おきお 61 1 神奈川 小泉あきお後援会
鴻池　祥肇 こうのいけ　よしただ 76 2 3 兵庫 鴻池よしただ後援会
坂本　由紀子 さかもと　ゆきこ 58 1 静岡
佐藤　昭郎 さとう　おきお 64 2 比･全国 さとう水と土政策研究所
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佐藤　信秋 さとう　のぶあき 59 1 比･全国
佐藤　正久 さとう　まさひさ 46 1 比･全国
椎名　一保 しいな　かずやす 55 2 千葉 新京葉政経同友会
島尻　安伊子 しまじり　あいこ 42 1 沖縄（無所属）
末松　信介 すえまつ　しんすけ 51 1 兵庫 末松信介後援会
鈴木　政二 すずき　せいじ 59 3 愛知 政心会
関口　昌一 せきぐち　まさかず 54 2 埼玉 昌友会
世耕　弘成 せこう　ひろしげ 44 3 和歌山 紀成会
田中　直紀 たなか　なおき 67 3 2 新潟 直山会
谷川　秀善 たにがわ　しゅうぜん 73 3 大阪 大阪の２１世紀を考える会
田村　耕太郎 たむら　こうたろう 44 2 鳥取 田村耕太郎政策研究会
伊達　忠一 だて　ちゅういち 68 2 北海道
塚田　一郎 つかだ　いちろう 43 1 富山
鶴保　康介 つるほ　こうすけ 40 2 和歌山 鶴翔会
中川　雅治 なかがわ　まさはる 60 1 東京 中川雅治懇話会
中川　義雄 なかがわ　よしお 69 2 北海道 中川義雄国政研究所
中曽根　弘文 なかそね　ひろぶみ 61 4 群馬 政経研究会２１
中村　博彦 なかむら　ひろひこ 64 1 比･全国 ２１世紀福祉政策フォーラム
中山　恭子 なかやま　きょうこ 67 1 比･全国
西島　英利 にしじま　ひでとし 59 1 比･全国 英仁会
西田　昌司 にしだ　しょうじ 48 1 京都
二之湯　智 にのゆ　さとし 63 1 京都 新政経懇話会
南野　知恵子 のおの　ちえこ 71 3 比･全国 南野知恵子と共に政策を考える会
野村　哲郎 のむら　てつろう 63 1 鹿児島 のむら哲郎後援会「彩燿会」
橋本　聖子 はしもと　せいこ 42 3 比･全国 ジャパニーズドリーム
長谷川　大紋 はせがわ　たもん 64 1 茨城
林　芳正 はやし　よしまさ 46 3 山口 林芳正を支える会
藤井　孝男 ふじい　たかお 64 4 4 岐阜
古川　俊治 ふるかわ　としはる 44 1 埼玉
牧野　京夫 まきの　たかお 48 1 静岡
舛添　要一 ますぞえ　よういち 58 2 比･全国 グローバルネットワーク研究会
松田　岩夫 まつだ　いわお 70 3 2 岐阜 新政経研究会松山会
松村　祥史 まつむら　よしふみ 43 1 比･全国 あさぎり会
松村　龍二 まつむら　りゅうじ 69 3 福井 福龍会
松山　政司 まつやま　まさじ 48 2 福岡 清流会
丸川　珠代 まるかわ　たまよ 36 1 東京
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丸山　和也 まるやま　かずや 61 1 比･全国
水落　敏栄 みずおち　としえい 64 1 比･全国
溝手　顕正 みぞて　けんせい 65 4 広島 みぞて顕正後援会
森　雅子 もり　まさこ 43 1 福島
矢野　哲朗 やの　てつろう 60 3 栃木 哲友会
山内　俊夫 やまうち　としお　 60 2 香川 俊雄会
山崎　正昭 やまざき　まさあき 65 3 福井 環日本海政治経済懇話会
山谷　えり子 やまたに　えりこ 56 1 1 比･全国 ２１世紀の会
山田　俊男 やまだ　としお 60 1 比･全国
山本　一太 やまもと　いちた 49 3 群馬 一伸会
山本　順三 やまもと　じゅんぞう 52 1 愛媛 日本新世紀ビジョン研究会
義家　弘介 よしいえ　ひろゆき 36 1 比･全国
吉田　博美 よしだ　ひろみ 58 2 長野 博友会
吉村　剛太郎 よしだ　ごうたろう 68 3 福岡 剛真会
若林　正俊 わかばやし　まさとし 73 3 2 長野 若林正俊政治経済研究会
脇　雅史 わき　まさし 62 2 比･全国 脇雅史政策研究所
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