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こ 公明党置賜総支部 佐藤　弘司 鏡　善弘 山形県米沢市矢来１－２－１７

公明党庄内総支部 秋葉　雄 佐藤　猛 山形県鶴岡市外内島字信州川原１２－３６

公明党村山総支部 鈴木　光一 古沢　清志 山形県西村山郡朝日町大字和合６

公明党最上総支部 秋葉　新一 高橋　富美子 山形県村山市大字土生田１０１９

公明党山形県本部 菊池　文昭 秋葉　雄 山形県山形市あこや町３－６－６

公明党山形総支部 折原　政信 武田　新世 山形県山形市あこや町３－６－６

国民民主党山形県参議院選挙区第１総支部 舟山　康江 伊藤　一洋 山形県山形市香澄町３－２－１ ○

国民民主党山形県総支部連合会 青柳　安展 佐々木　雄一郎 山形県山形市十日町２－２－５１

国民民主党山形県第２区総支部 青柳　安展 及川　友美 山形県山形市十日町２－２－５１

し 自由民主党朝日支部 佐藤　文一 佐藤　芳弥 山形県鶴岡市越中山字三栗屋５５

自由民主党朝日町支部 白田　忠一 石井　好秀 山形県西村山郡朝日町大字大谷５７１

自由民主党温海支部 本間　新兵衛 五十嵐　一彦 山形県鶴岡市山五十川甲５７１

自由民主党余目支部 石川　保 國分　浩実 山形県東田川郡庄内町主殿新田字北浦１５

自由民主党飯豊町支部 菅野　富士雄 川﨑　祐次郎 山形県西置賜郡飯豊町大字中１１６－１

自由民主党大石田町支部 芳賀　清 有路　保夫 山形県北村山郡大石田町大字豊田８５５－１

自由民主党大江町支部 関野　幸一 松田　栄一 山形県西村山郡大江町大字左沢１０１４－５

自由民主党大蔵村支部 鈴木　君徳 加藤　忠己 山形県最上郡大蔵村大字合海１５１９－３

自由民主党小国町支部 遠藤　和彦 遠藤　薫 山形県西置賜郡小国町大字大宮１４９

自由民主党尾花沢市支部 菅野　修一 伊藤　克美 山形県尾花沢市梺町１－３－１

自由民主党金山町支部 矢口　政一 寒河江　宏一 山形県金山町大字金山３０１－１

自由民主党河北町支部 阿部　恭平 松田　收作 山形県西村山郡河北町谷地字東５５３－１

自由民主党上山支部 髙橋　義明 伊藤　与作 山形県上山市泉川７

自由民主党川西支部 舩山　現人 伊藤　寿郎 山形県東置賜郡川西町大字吉田１４９４

自由民主党櫛引支部 松田　茂 阿部　千芳 山形県鶴岡市丸岡字町の内１４８

自由民主党寒河江支部 小野　幸作 伊藤　正彦 山形県寒河江市大字西根２０７８

自由民主党酒田支部 髙橋　千代夫 佐藤　喜紀 山形県酒田市亀ヶ崎３－７－７

自由民主党鮭川村支部 丸山　重幸 井上　学 山形県最上郡鮭川村大字石名坂３７－４

自由民主党白鷹支部 今野　正明 小口　尚司 山形県西置賜郡白鷹町大字十王１７０７－１

自由民主党新庄市支部 平向　岩雄 伊藤　祐一 山形県新庄市本町６－１７

自由民主党２１世紀山形をつくる会 東海林　義計 舟山　昭仁 山形県山形市三日町１－２－１３

自由民主党高畠町支部 島津　良平 秋葉　晶子 山形県東置賜郡高畠町大字高畠７７８－１０

自由民主党立川支部 村上　順一 田沢　喜与一 山形県東田川郡庄内町大字狩川字西田２４

自由民主党鶴岡支部 野村　廣登 石塚　慶 山形県鶴岡市大東町１７－２３

自由民主党天童市支部 鈴木　照一 遠藤　敬知 山形県天童市老野森２－７－１１

自由民主党戸沢村支部 加藤　文明 伊藤　一 山形県最上郡戸沢村大字松坂３６３－１

自由民主党長井市支部 鈴木　富美子 小口　一 山形県長井市緑町１３－１１

自由民主党中山町支部 鈴木　徹雄 斉藤　真一 山形県東村山郡中山町大字金沢２

自由民主党南陽支部 殿岡　和郎 石黒　百合子 山形県南陽市荻８３０

自由民主党西川町支部 黒坂　久一 荒木　周一 山形県西村山郡西川町大字間沢２２－１１

自由民主党羽黒支部 本間　信一 斎藤　耕策 山形県鶴岡市羽黒町川代字中川代２４５

自由民主党東根市支部 清野　忠利 白井　健道 山形県東根市さくらんぼ駅前２－１０－２１

自由民主党平田支部 長谷部　耕次 菅原　長昭 山形県酒田市飛鳥字大林４８

自由民主党藤島支部 齋藤　久 齋藤　久 山形県鶴岡市宝徳字西鴨田１２

政党・その他の政治団体
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自由民主党舟形町支部 八鍬　太 伊藤　欽一 山形県最上郡舟形町舟形１１６

自由民主党松山支部 佐藤　伸二 齋藤　徹 山形県酒田市中牧田字前田４７

自由民主党真室川町支部 五十嵐　久芳 高橋　秀則 山形県最上郡真室川町大字木ノ下６３７

自由民主党三川町支部 志田　徳久 熊田　洋勝 山形県東田川郡三川町大字横山字城下７９－２

自由民主党村山市支部 能登　淳一 石澤　祐一 山形県村山市土生田３６０

自由民主党最上町支部 伊藤　一雄 橋本　正 山形県最上郡最上町大字志茂１３８４

自由民主党山形県医療会支部 中目　千之 三條　典男 山形県山形市松栄１－６－７３

自由民主党山形県ＬＰガス支部 金山　知裕 佐藤　友彦 山形県山形市あこや町１－２－１２

自由民主党山形県上山市第一支部 遠藤　寛明 片山　愛一郎 山形県上山市細谷７１

自由民主党山形県看護連盟支部 伊藤　加代子 伊藤　加代子 山形県山形市松波４－１－３９

自由民主党山形県建設支部 國井　仁 佐原　伸児 山形県山形市あさひ町１８－２５

自由民主党山形県港湾支部 髙橋　剛 佐藤　義則 山形県酒田市下安町４１－１

自由民主党山形県寒河江市第一支部 小野　幸作 芳賀　清蔵 山形県寒河江市大字西根２０７８

自由民主党山形県寒河江市第二支部 楳津　博士 大場　清明 山形県寒河江市元町３－３－３

自由民主党山形県酒田市第三支部 星川　純一 池田　求 山形県酒田市みずほ２－１８－１２

自由民主党山形県酒田市第二支部 森田　廣 酒井　友子 山形県酒田市若原町１２－３９

自由民主党山形県酒田市第四支部 梶原　宗明 佐藤　光祐紀 山形県酒田市新橋１－１３－３

自由民主党山形県歯科医師支部 冨田　滋 冨田　滋 山形県山形市十日町２－４－３５

自由民主党山形県自動車整備支部 鈴木　吉徳 佐藤　光芳 山形県山形市大字漆山字行段１９６１

自由民主党山形県自動車販売支部 小関　眞一 高内　義幸 山形県山形市大字漆山字行段１４２２

自由民主党山形県支部連合会 遠藤　利明 森谷　仙一郎 山形県山形市あさひ町１８－３１

自由民主党山形県司法書士支部 宮地　真司 遠藤　和法 山形県山形市小白川町１－１６－２６

自由民主党山形県柔道整復師政治連盟支部 佐藤　公司 嵐田　郁夫 山形県山形市五日町１５－１０

自由民主党山形県新庄市第一支部 坂本　貴美雄 武田　進 山形県新庄市升形５４９

自由民主党山形県新庄市第二支部 山科　朝則 加藤　忠広 山形県新庄市下金沢町４－２０

自由民主党山形県石油販売業支部 畠中　昭治 高橋　淳一 山形県山形市流通センター３－６－２

自由民主党山形県第一選挙区支部 遠藤　利明 今野　徳子 山形県山形市あかねケ丘２－１－６ ○

自由民主党山形県第三選挙区支部 角田　鮎子 池田　徳博 山形県鶴岡市大東町１７－２３ ○

自由民主党山形県第二選挙区支部 鈴木　憲和 田中　辰明 山形県米沢市金池２－１－１１ ○

自由民主党山形県宅建支部 西村　文男 岡崎　充男 山形県山形市松波１－１０－１

自由民主党山形県ちんたい支部 服部　武彦 吉田　敬裕 山形県山形市北町４－３－３２

自由民主党山形県鶴岡市第二支部 志田　英紀 舟生　鐵雄 山形県鶴岡市家中新町１３－４

自由民主党山形県鶴岡市第四支部 佐藤　聡 佐藤　和人 山形県鶴岡市茨新田字千馬合５４

自由民主党山形県電気通信支部 安部　文芳 渡邊　雅幸 山形県米沢市川井５７０

自由民主党山形県天童市第一支部 森谷　仙一郎 森谷　智恵子 山形県天童市大字川原子１６４０

自由民主党山形県天童市第二支部 矢吹　栄修 東海林　修 山形県天童市小路２－４－３４

自由民主党山形県ときわ会支部 伊藤　則久 齋藤　好宏 山形県山形市五日町１５－３０

自由民主党山形県土地改良支部 佐藤　喜代志 山平　吉弘 山形県山形市あさひ町１６－２１

自由民主党山形県トラック支部 熊澤　貞二 石黒　光弘 山形県天童市蔵増１４６５－１６

自由民主党山形県長井市西置賜郡第二支部 五十嵐　智洋 五十嵐　啓子 山形県長井市緑町１３－１１

自由民主党山形県南陽市第二支部 柴田　正人 滝澤　寛 山形県南陽市宮内４－１８－１

自由民主党山形県バス支部 村　紀明 小関　和夫 山形県山形市大字漆山字行段１４２２

自由民主党山形県東置賜郡第二支部 舩山　現人 大木　真史 山形県東置賜郡川西町大字吉田１４９４

自由民主党山形県東田川郡第二支部 田澤　伸一 吉宮　茂 山形県東田川郡庄内町狩川字西田２４

自由民主党山形県東根市第二支部 野川　政文 野川　利里子 山形県東根市中央４－６－２５－３

自由民主党山形県東村山郡第一支部 鈴木　孝 武田　公 山形県東村山郡山辺町根際３４２
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自由民主党山形県文教振興支部 森　國明 高橋　一夫 山形県山形市松波４－３－１４

自由民主党山形県村山市第一支部 能登　淳一 平山　恵司 山形県村山市大字土生田３６０

自由民主党山形県最上郡第一支部 小松　伸也 池田　廣一 山形県最上郡真室川町大字大沢８９５－１

自由民主党山形県最上郡第二支部 伊藤　重成 鶴田　訓弘 山形県最上郡舟形町長沢３０６

自由民主党山形県薬剤師支部 岡嵜　千賀子 篠﨑　登志子 山形県山形市前田町１７－１５

自由民主党山形県山形市第五支部 奥山　誠治 佐藤　昌久 山形県山形市やよい２－３－３１

自由民主党山形県山形市第七支部 遠藤　和典 高橋　正樹 山形県山形市千歳１－１３－２３

自由民主党山形県山形市第四支部 金澤　忠一 土屋　文男 山形県山形市羽黒堂８３－１

自由民主党山形県郵政政治連盟支部 荒木　尚人 布施　義章 山形県寒河江市小沼町１４２－１

自由民主党山形県米沢市第一支部 相田　光照 五十嵐　裕一 山形県米沢市金池１－４－７

自由民主党山形県米沢市第五支部 渋間　佳寿美 谷中　拓也 山形県米沢市川井２３６２

自由民主党山形県理学療法士連盟支部 多田　利信 遠藤　武秀 山形県山形市沖町７９－１

自由民主党山形県理容支部 富樫　憲雄 伊藤　和幸 山形県山形市清住町３－２－６５

自由民主党山形市支部 丸子　善弘 浅野　弥史 山形県山形市あかねヶ丘２－１－６

自由民主党山辺町支部 鈴木　孝 斉藤　昭彦 山形県東村山郡山辺町大字根際３４２

自由民主党八幡支部 土門　歳夫 安藤　浩夫 山形県酒田市前川字宮田３２

自由民主党遊佐町支部 阿部　満吉 筒井　義昭 山形県飽海郡遊佐町吉出字東田道６

自由民主党米沢市支部 齋藤　千恵子 堤　郁雄 山形県米沢市金池２－１－１１

に 日本共産党置賜地区委員会 岩本　康嗣 岩本　康嗣 山形県米沢市中央６－１－２２７

日本共産党最北地区委員会 佐藤　信行 佐藤　信行 山形県尾花沢市梺町４－４－８

日本共産党酒田地区委員会 加藤　俊行 加藤　俊行 山形県酒田市東町１－３－６

日本共産党鶴岡地区委員会 五十嵐　貞子 水尾　京子 山形県鶴岡市美原町１６－５

日本共産党村山地区委員会 佐藤　真理 佐竹　祐樹 山形県山形市小白川町４－１３－１５

日本共産党山形県委員会 本間　和也 渡辺　芳夫 山形県山形市深町１－１－４５

り 立憲民主党山形県総支部連合会 石黒　覚 根上　定勝 山形県山形市松波４－８－１３

立憲民主党山形県第１区総支部 原田　和広 木村　正弘 山形県山形市松波４－８－１３ ○
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