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あ 相田ひでお後援会 大浦　英祐 新藤　孝 山形県東置賜郡高畠町大字高畠１０３９

相田みつてる後援会「光士会」 相田　光照 五十嵐　裕一 山形県米沢市金池１－４－７ ○

青木彰榮後援会 青木　彰榮 菅　美代子 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１３４５－３

あおの隆一後援会 菅野　郁夫 菅野　圭祐 山形県尾花沢市大字寺内６９０

青柳やすのぶ清心会 青柳　安展 設楽　勇吉 山形県東根市宮崎１－１－５ ○

赤間やすひろ後援会 赤間　泰広 川﨑　勝征 山形県長井市寺泉１０３ ○

明るい県政をつくる会 外塚　功 清野　真人 山形県山形市飯田西１－２－３０

明るい未来を語る市民の会（関谷幸子後援会） 関谷　幸子 関谷　寿宣 山形県米沢市小野川町２５８４

明るい民主市政をつくる会 加藤　實 川田　孝子 山形県山形市南栄町２－１７－１６

秋葉あきこ後援会 齋藤　和之 黒田　敏和 山形県東置賜郡高畠町大字二井宿１９４８－１

あきば新一後援会 秋葉　新一 藤田　勝義 山形県村山市大字土生田１０１９ ○

秋葉雄後援会雄友くらぶ 秋葉　雄 佐藤　盛 山形県鶴岡市美原町７－２７ ○

浅野目こういち後援会 浅野目　幸一 浅野目　美惠子 山形県東根市大字蟹沢１６４３－３

浅野やすし後援会 浅野　弥史 浅野　裕幸 山形県山形市元木１－１０－５２

明日の新庄を考える会 正木　徹 井関　恭雄 山形県新庄市大手町２－２９

あそ隆後援会 阿部　昭博 安達　保 山形県山形市大字柏倉９１７

新しい米沢をつくる会 齋藤　栄助 髙木　茂之 山形県米沢市広幡町成島１１５９－２

あったかい県政を支援する会 吉村　美栄子 伊勢　和正 山形県山形市緑町４－３－９ ○

あったかい県政を支援する会山形経済人の会 平井　康博 伊勢　和正 山形県山形市緑町４－３－９

あったかい県政を支援する吉村みえこ米沢市後援会 内藤　文徳 佐藤　武三郎 山形県米沢市鍛冶町４５８０

あったかい県政を支援する米沢経済人の会 内藤　文徳 高野　欽一 山形県米沢市城南１－７－５９

アットマーク政治参加 小島　一 佐々木　雄一郎 山形県東根市大字島大堀２５５

安彦高広後援会 安彦　一二 安彦　亨 山形県最上郡鮭川村大字曲川８６５－１

あびこよしのり後援会 安孫子　義徳 安孫子　照 山形県寒河江市八幡町１－２０

あべ恭平後援会 阿部　恭平 阿部　均志 山形県西村山郡河北町谷地字東５５３－１

阿部清後援会 阿部　清 阿部　広子 山形県寒河江市大字日田字五反１２０

阿部賢一後援会 阿部　きよ子 阿部　武人 山形県西村山郡朝日町大字今平１

阿部こうき後援会 阿部　光樹 阿部　光樹 山形県最上郡戸沢村大字角川１４７８－１

阿部誠後援会 菅原　諭 阿部　俊雄 山形県東田川郡三川町大字押切新田字三本木２１

あべとしかつ後援会 池田　義男 阿部　洋子 山形県東田川郡庄内町西野字西野９４

あべひでのり後援会 阿部　秀徳 阿部　祐美 山形県酒田市若宮町１－２１－１３

阿部寛後援会 阿部　仁 阿部　弘喜 山形県鶴岡市谷定字楯の前２５

阿部正明後援会 石井　好秀 峯田　恵子 山形県西村山郡朝日町大字玉ノ井甲２７４－１

歩みの会筒井義昭後援会 筒井　義昭 赤塚　孝義 山形県飽海郡遊佐町吹浦字横町２７

荒井たくや後援会 荒井　拓也 髙橋　瑞枝 山形県山形市蔵王半郷１１３－４ ○

荒川健一後援会 荒川　幸男 荒川　真 山形県最上郡戸沢村大字名高９５８

荒木みちろう後援会 佐藤　英一 安彦　健一 山形県最上郡鮭川村曲川４０５－１

安藤浩夫を励ます会 安藤　浩夫 安藤　智之 山形県酒田市寺田字横枕１５３－１

い 飯豊たかはしまさる会 髙橋　勝 髙橋　勝 山形県西置賜郡飯豊町大字添川６４５

飯豊鷹山会 鈴木　敏夫 伊藤　政明 山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子１６６６－８ ○

五十嵐えいじ後援会 佐藤　助弘 富樫　満成 山形県酒田市黒森甲１

五十嵐かずひこ後援会 五十嵐　伊都夫 佐藤　善彦 山形県鶴岡市鼠ケ関乙１２１－１１

五十嵐けいいち後援会 遠藤　光弥 佐藤　三千雄 山形県東田川郡庄内町島田字孫六２１

五十嵐智洋後援会 五十嵐　智洋 鈴木　堅司 山形県長井市幸町５－３０ ○

池田ひろお後援会 佐藤　邦夫 佐々木　浩希 山形県酒田市新青渡字村立２７

伊沢よしはると高畠町の未来を語る会 伊澤　良治 黒田　郊一 山形県東置賜郡高畠町大字安久津１５－７

石井きよのり後援会 加藤　欣也 星野　綱樹 山形県鶴岡市羽黒町手向字聖山２１２－１

政党・その他の政治団体
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石垣光洋後援会 石垣　光洋 石垣　善三郎 山形県西村山郡河北町大字溝延５０７－２

石川武利を励ます会 小林　幸一 石川　千春 山形県東田川郡庄内町主殿新田字前割１５

石川たもつ後援会 石川　喜也 渋谷　春男 山形県東田川郡庄内町主殿新田字北浦１５

石川正志後援会 石川　正志 松浦　洋一 山形県新庄市大字萩野字塩野２８５ ○

石黒さとる後援会 石黒　覚 前田　豊栄 山形県酒田市飛鳥２３４－２ ○

石沢ひでおと共に歩む会 清野　源一 齋藤　明 山形県山形市大字村木沢２４１５

いしざわ祐一後援会 工藤　盛満 斉藤　孝男 山形県村山市大字富並２１９５

石塚けい後援会 加藤　勝 石塚　治人 山形県鶴岡市三瀬己９１

石山和春後援会 八鍬　力也 長沼　清志 山形県最上郡舟形町富田４２１－２

石山ひろゆき後援会 木村　康一 菱沼　淳 山形県山形市大字上東山２５６

板垣ちえ子と一緒に歩む会 野川　八枝子 板垣　裕一 山形県南陽市蒲生田１３７０－３

市原栄子後援会 渡部　英男 市原　正弘 山形県酒田市東町１－３－６

いちむら浩一後援会 市村　浩一 市村　順 山形県酒田市みずほ１－１８－１３

一心会 鈴木　一作 安孫子　修 山形県寒河江市大字西根字長面１５６－１

伊藤えいじ後援会 伊藤　英司 今井　憲史 山形県南陽市長岡６３２－４ ○

伊藤かおり後援会 伊藤　光雄 伊藤　弥栄子 山形県山形市大字片谷地４５０

伊藤和剛後援会 小山　雅宏 坂田　昌昭 山形県山形市宮町３－１１－１６

伊藤欽一後援会 伊藤　光二 伊藤　明 山形県最上郡舟形町長沢２７８０－５

伊藤きんや後援会 齋藤　廣一 伊藤　馨 山形県酒田市広野字大渕３３

いとう重成後援会 伊藤　重成 鶴田　訓弘 山形県舟形町長沢３０６

伊藤じゅろう後援会 小形　徹郎 伊藤　寿郎 山形県東置賜郡川西町大字尾長島５１０

伊藤慎一郎後援会 酒井　通裕 林　昭一 山形県西村山郡大江町大字小見１７８－２

伊藤進後援会 井上　満 渡邉　勝義 山形県東置賜郡川西町大字下奥田１０８８－１３

いとう利明後援会 佐藤　裕邦 伊藤　美津男 山形県酒田市ゆたか１－７－６

伊藤はじめ後援会 荒川　敬行 高橋　直行 山形県最上郡戸沢村大字名高１５９３－８２

伊藤浩後援会 伊藤　浩 本間　隆 山形県尾花沢市大字鶴子５２８

伊藤ひろゆき後援会 伊藤　弘行 佐藤　孝志 山形県西置賜郡小国町大字栃倉１５９

伊藤正彦後援会 佐藤　冨美夫 庄司　寛 山形県寒河江市大字箕輪１６７－１

犬飼つかさを育てる会 犬飼　久弥 奥山　清 山形県村山市大久保甲７１６－２

いのうえ和行後援会 井上　和行 太田　和彦 山形県山形市江南２－２－２０

井上晃一と川西町を育てる会 多田　三喜雄 竹田　明宏 山形県東置賜郡川西町上小松１４９４

井上学後援会 佐藤　純也 井上　直人 山形県最上郡鮭川村大字庭月２９２

井上由紀雄後援会 井上　由紀雄 井上　由紀雄 山形県米沢市大字赤崩２０９００ ○

う 上野ゆきみ後援会 上野　幸生 上野　浩一 山形県東田川郡庄内町境興屋字前割８

植松ひろし後援会 大場　總 今野　孝 山形県東根市大字長瀞２０３－６

内谷くにひこ後援会 内谷　邦彦 内谷　美智子 山形県長井市今泉７６６

内谷重治後援会 桑島　一郎 内谷　惠子 山形県長井市今泉１０８４

梅川信治後援会 森谷　正孝 梅川　左斗士 山形県南陽市三間通１２２６－２

うめつ博士後援会 落合　孝 大場　清明 山形県寒河江市大字宮内７８

梅津ようせい晴風会 梅津　庸成 古川　義孝 山形県山形市飯田４－３－６４ ○

梅津よしゆき後援会 梅津　善之 大場　新司 山形県長井市九野本１１５１－１

うるしやま光春後援会 漆山　光春 仲野　昭彦 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂４２９ ○

え 笑顔あふれる山形田中英子を支える会 田中　一 田中　一 山形県山形市明神前３４－３

江口ただひろ後援会 横山　太吉 江口　宏子 山形県長井市上伊佐沢３１５８－１

江口ようこを応援する会 江口　暢子 伊藤　満志雄 山形県酒田市亀ケ崎２－３－１２ ○

枝松直樹後援会 枝松　直樹 酒井　智美 山形県上山市金生西１－７－１９ ○

榎本政規後援会 中村　修一 伊藤　淳 山形県鶴岡市大字少連寺甲８４

えんた敏子後援会 遠田　敏子 遠田　幸樹 山形県酒田市北仁田字広面１０－１２ ○

遠田伯保を励ます会 京郷　有一 高橋　軍司 山形県最上郡鮭川村大字京塚３２４７－６
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遠藤明子後援会 大河原　孝一 齋藤　信夫 山形県東置賜郡川西町大字上小松２８１４

遠藤榮吉を育てる会 高橋　和義 吉田　庄一 山形県南陽市宮内３８６

遠藤和典を育てる会 遠藤　和典 浅井　勝一 山形県山形市千歳１－１３－２３

遠藤かずひこ後援会 小関　佳雄 渡部　春昭 山形県西置賜郡小国町大字大宮１４９

遠藤敬知後援会 遠藤　敬知 遠藤　敬知 山形県天童市大字高擶南４９－１

遠藤幸一後援会 新野　邦昭 遠藤　崇幸 山形県西置賜郡白鷹町大字広野１２２１

遠藤章一後援会 江袋　忍 奥村　昭則 山形県東置賜郡川西町大字黒川１１９７－１

遠藤利明後援会 大風　茂吉 小川　久義 山形県山形市あかねヶ丘２－１－６ ○

遠藤なおゆき後援会 佐藤　孝男 遠藤　常雄 山形県東村山郡山辺町大字山辺１０４６

遠藤初子後援会 村田　則子 成澤　孝夫 山形県鶴岡市末広町２０－２０

遠藤ひろあき後援会 遠藤　寛明 片山　愛一郎 山形県上山市栄町２－６－１ ○

遠藤正人を育てる会 下垣　幹雄 遠藤　博子 山形県米沢市大字南原横堀町２８２１

遠藤まゆみと山辺を元気にする会 遠藤　真由美 百田　弘美 山形県東村山郡山辺町山辺２８７１－１３ ○

遠藤よしあき後援会 遠藤　喜昭 片桐　謙二 山形県天童市大字貫津６３

遠藤芳昭後援会 遠藤　芳昭 木村　信彦 山形県西置賜郡飯豊町大字椿１５２７－１

えんどう吉久後援会 鈴木　傳吉 今野　守 山形県山形市落合町４０３

遠藤りゅういち後援会 遠藤　隆一 遠藤　隆一 山形県米沢市門東町２－１－５

お 大内りか後援会 鈴木　秀志 秋葉　一正 山形県山形市漆山３４２３－１

大きな寒河江の未来を創ろう大樹会（佐藤洋樹後援会） 佐藤　洋樹 安孫子　欣弘 山形県寒河江市大字柴橋１６５９ ○

大沢芳朋後援会 大沢　芳朋 大沢　美佐子 山形県上山市金生西１－１１－４１

太田かつのり後援会 山本　顕弘 和島　亨 山形県米沢市桜木町３－６２

大場洋介後援会 大場　洋介 大場　洋介 山形県最上郡金山町大字山崎３４０

大山二郎後援会 神林　隆明 本間　正 山形県大石田町大字大石田丙１６１－３

おおやま正弘後援会 舟山　積善 伊藤　由訓 山形県村山市楯岡新町２－１－２

大類よしひこ後援会 菅野　廣 庄司　真理子 山形県尾花沢市梺町２－１－１２

オール山形市民の会 阿部　喜之助 古川　義孝 山形県山形市飯田４－３－６４

岡田桂司後援会 岡田　桂司 岡田　君江 山形県西村山郡河北町西里１１２－１ ○

岡田孝一後援会 高橋　俊行 皆川　栄治 山形県最上郡戸沢村大字神田９１２－８

尾形まさひこ後援会 秋野　友樹 尾形　綾子 山形県鶴岡市加茂字加茂２７８

小川一博後援会 斉藤　勇 渋谷　啓 山形県西村山郡西川町岩根沢４１２

小川隆一後援会 小川　隆一 小川　隆一 山形県酒田市本町１－２－５０

置賜の未来を拓くみんなの会 髙橋　善一 井上　正順 山形県東置賜郡川西町大字吉田１４９４

おきつ一博後援会 沖津　千春 沖津　昭義 山形県寒河江市大字島１７１

おくやま勝吉後援会 黒沢　太市 奥山　はるみ 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝２３２５－３

奥山きわむ後援会 菅野　みつ子 奧山　格 山形県尾花沢市梺町４－３－１２

奥山謙三後援会 奥山　康彦 沼沢　勝夫 山形県最上郡舟形町長者原８４８－１

おく山省三後援会 奥山　啓治 奥山　省三 山形県新庄市十日町１５０５－２

押切明弘後援会 押切　明弘 渡部　竹三 山形県新庄市金沢１４５

小田けんじとより良い山形市を目指す会 武田　憲一 佐藤　茂光 山形県山形市風間１４０８－２０

小野一晴後援会 小野　茂 高橋　実喜雄 山形県東田川郡庄内町桑田字高口４７－１

小野幸作後援会 小野　幸作 阿部　恵子 山形県寒河江市大字西根２０７８ ○

小野周一後援会 小野　周一 津藤　義克 山形県新庄市金沢１１６９

おのでら建後援会 杉山　繁雄 菊地　誠 山形県山形市本町２－１－６

小野寺正樹後援会 小野寺　正樹 折原　幹夫 山形県東田川郡三川町大字押切新田字豊秋３８－１

小野仁後援会 小野　仁 小野　由美子 山形県山形市城南町２－６－２４ ○

小野宏後援会 小野　賢一 佐藤　文夫 山形県最上郡戸沢村大字松坂１２３－１

小野よしお後援会（政修会） 上林　次雄 成澤　鋼一 山形県鶴岡市添川字湯の沢５－甲

おりはら政信後援会 折原　政信 渡部　健 山形県山形市大字沼木８６３－２ ○

か 改革中道の政策を進める県民の会 佐藤　敏春 佐々木　雄一郎 山形県西村山郡大江町大字小釿５２
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海藤邦夫後援会 佐藤　一郎 海藤　利幸 山形県最上郡大蔵村大字清水２５９７

加賀正和後援会 江刺　明 佐藤　富之助 山形県尾花沢市大字正厳４３６－１

鏡よしひろ後援会 鏡　善弘 鏡　あや子 山形県東置賜郡高畠町大字上和田３９７－１ ○

加賀山茂後援会 加賀山　茂 阿部　博幸 山形県鶴岡市大字播磨乙４７ ○

柿﨑英矢後援会 甲州　豊喜 山﨑　学 山形県最上郡戸沢村大字名高１５９３－２８７

かげさわ政夫後援会 福田　政一 佐藤　淳二 山形県米沢市笹野町２４３２－２０

柏倉信一後援会 鈴木　光夫 柏倉　順子 山形県寒河江市大字日田字五反８－８

かじわら宗明後援会 梶原　宗明 佐藤　光祐紀 山形県酒田市新橋１－１３－３ ○

数馬治男後援会 渡部　利七 数馬　弘雄 山形県東置賜郡高畠町大字入生田１１２１

片桐かつとし後援会 片桐　勝寿 片桐　京子 山形県東根市新田町１－１－６ ○

片平志朗後援会 五十嵐　諒 吉田　弘 山形県南陽市宮内２９９２－１

かっぺい後援会 相田　克平 相田　克平 山形県米沢市中央２－１－２３

かつみ英一朗後援会 勝見　英一朗 勝見　英一朗 山形県長井市時庭９３２

加藤鮎子後援会 中目　千之 角田　賢明 山形県鶴岡市大東町１７－２３ ○

加藤鮎子酒田飽海地区後援会 前田　直之 加藤　正行 山形県酒田市亀ケ崎３－７－７ ○

加藤鮎子新庄最上地区後援会 山尾　順紀 加藤　正行 山形県新庄市本町６－１７ ○

加藤鮎子地域政策研究会 角田　鮎子 角田　賢明 山形県鶴岡市大東町１７－２３ ○ ○

加藤かつのぶを支援する会 加藤　將展 加藤　則代 山形県東田川郡庄内町肝煎字下前田２

加藤けんいち後援会 加藤　健一 佐々木　雄一郎 山形県南陽市若狭郷屋５８９－２ ○

加藤こういち後援会 斎藤　仙意知 成田　忠一 山形県鶴岡市藤島字村東１２６－３

加藤孝後援会 加藤　孝 加藤　孝二 山形県山形市村木沢１３００ ○

加藤忠己後援会 国分　孝一 柿崎　久好 山形県最上郡大蔵村大字清水１５０１

加藤文明後援会 田中　斎 野尻　安夫 山形県戸沢村大字松坂３６３－１

加藤まさかず後援会 加藤　政一 斉藤　啓一 山形県最上郡戸沢村大字古口４２７ ○

加藤正美後援会 加藤　正美 加藤　富夫 山形県最上郡大蔵村大字合海８３３

叶内けいこ後援会 叶内　恵子 黒坂　祐子 山形県新庄市沖の町４－３１ ○

金沢忠一後援会 金澤　一男 土屋　文男 山形県山形市羽黒堂８３－１

金沢忠一の会 金沢　忠一 土屋　文男 山形県山形市羽黒堂８３－１ ○

金子とよみ後援会 金子　豊美 金子　博 山形県長井市成田１４３１－１９

上山市医師連盟 原田　一博 関根　智久 山形県上山市十日町７－８

上山新風会 原田　順二 小川　久義 山形県山形市あかねヶ丘２－１－６ ○

神村建二町政研究会 武内　悦男 大友　薫 山形県東置賜郡川西町大字上小松３０５５

川合たけし後援会 鈴木　修 山田　博 山形県南陽市川樋２７４５－内２

川口みちのり後援会 菅野　康行 西塚　徳治 山形県山形市富の中３－６－２３

川崎朋巳後援会 井上　光弘 木村　裕次 山形県上山市長清水１－１９－１９

川西の未来を拓くみんなの会 川崎　久蔵 大木　真史 山形県東置賜郡川西町大字吉田１４９４

川西町の２１世紀をひらく会 な須　新一 安部　眞 山形県川西町大字高山２１－２

川野ひろあき後援会 髙橋　育子 川野　恵子 山形県米沢市万世町金谷４８２－１

河村ゆたか後援会 河村　豊 河村　由紀 山形県東根市大字野田１６８－１ ○

環整連政治連盟山形支部 丹野　善将 黒澤　利宏 山形県山形市あずま町３－５１

菅孝を育てる会 菅　洋一 菅　洋一 山形県最上郡最上町大字東法田６７９

菅野ふじお後援会 佐藤　昭一 渡部　喜一郎 山形県飯豊町大字中１１６－１

き 菊地かつひで後援会 鈴木　哲雄 佐竹　喜悦 山形県西村山郡大江町大字三郷丙４６２－１

菊地くにひろ後援会 菊地　邦弘 菊地　小百合 山形県西村山郡大江町大字左沢８９４

菊地けんたろうと風になる会 菊地　健太郎 鈴木　和人 山形県山形市七日町１－２－５３－２０６

菊池さだよし後援会 菊池　貞好 菊池　佳幸 山形県村山市楯岡荒町２－８－２７ ○

菊池大二郎同志会 菊池　大二郎 菊池　大二郎 山形県村山市楯岡笛田１－１５－５０

菊地英雄後援会 竹田　理吉 津田　辰夫 山形県東置賜郡高畠町大字夏茂１８１－２

きくち文昭後援会 菊池　文昭 横沢　正 山形県山形市双月町２５０－３ ○
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北村山地区医師連盟 八鍬　直 柴田　雄二 山形県村山市楯岡十日町２－１５

木村寿太郎後援会 那須　重男 佐藤　勝太郎 山形県寒河江市白岩３００－２

木村忠三後援会 高橋　源三 新関　寧 山形県米沢市大町１－２－９

木村よしひろ後援会 遠田　光俊 木村　弘子 山形県米沢市花沢町２６１３－３３

く 草島進一後援会草進会 草島　進一 草島　進一 山形県鶴岡市道田町２１－２９ ○

工藤博後援会 佐藤　正幸 渋谷　修一 山形県鶴岡市海老島町１３－１２

工藤正雄後援会 渡部　忠蔵 工藤　丈子 山形県米沢市通町８－２－６

国井輝明を育てる会 国井　正美 安食　秀樹 山形県寒河江市大字西根１７７５

熊沢ひかり後援会 熊澤　光吏 青山　信彦 山形県天童市小路２－３ノ１６

栗田保則後援会 栗田　鉄男 柿崎　和雄 山形県最上郡金山町大字中田２１５

くれない研究会 大内　理加 宇佐美　和 山形県山形市漆山３４２３－１ ○

紅藍の会 渡辺　博明 早坂　和夫 山形県山形市漆山３４２３－１

くろい浩之後援会 黒井　浩之 伊藤　哲哉 山形県鶴岡市藤島字西川原３８ ○

け 元気な長井を創る浅野としあき後援会 浅野　敏明 髙橋　徹 山形県長井市東町１２－２５ ○

元気な街を創る市民の会 志布　隆夫 宮本　正樹 山形県村山市楯岡十日町７－１５

元気未来！やまがた 岡田　久一 伊勢　和正 山形県山形市緑町４－３－９

現代政策研究会 舩山　現人 大木　真史 山形県川西町大字吉田１４９４ ○

県民ファーストの会 櫻田　常夫 髙橋　義明 山形県酒田市末広町５－２ ○

こ 小池まさる後援会 小池　優 小池　和子 山形県西置賜郡飯豊町大字添川８５５

向上会 渋間　佳寿美 谷中　拓也 山形県米沢市大字川井２３６２ ○

浩進会 市村　浩一 市村　順 山形県酒田市みずほ１－１８－１３ ○

幸福実現党庄内後援会 佐藤　透 成田　庄子 山形県鶴岡市三瀬甲１５２

幸福実現党新庄後援会 日向　幸二 日向　幸二 山形県最上郡金山町大字飛森１２０－５

幸福実現党鶴岡後援会 大場　糸 大場　糸 山形県鶴岡市美原町７－２３

幸福実現党山形県本部 伊藤　和剛 井上　厚子 山形県山形市長町１－１４－２６

幸福実現党山形後援会 坂田　昌昭 井上　厚子 山形県山形市長町１－１４－２６

幸福実現党米沢後援会 齋藤　正直 河田　春美 山形県南陽市三間通２８０

浩友会 鈴木　浩幸 鈴木　俊一 山形県朝日町大字宮宿１１７８ ○

浩友会 小国　浩文 佐藤　光晴 山形県最上郡舟形町舟形８８－２

宏和会 寒河江　宏一 佐藤　忠一 山形県最上郡金山町大字金山６２３－２１ ○

五英会 五十嵐　英治 富樫　満成 山形県酒田市黒森甲１ ○

国際勝共連合山形県本部 井上　均 井上　均 山形県山形市鳥居ケ丘１－３４

小口なおし後援会 小口　尚司 海老名　茂 山形県西置賜郡白鷹町大字箕和田６６７－１

国分ひろみ後援会 國分　浩実 國分　裕子 山形県東田川郡庄内町余目字矢口５０

こくぼ広信を育てる会 今井　正良 今井　正良 山形県米沢市春日１－３－６０

小島はじめ後援会 田島　恵一 神尾　茂雄 山形県米沢市城西３－８－７

小釿会 佐藤　敏春 玉谷　直幸 山形県西村山郡大江町大字小釿５２

小関えいこ後援会 小関　英子 大類　章 山形県尾花沢市梺町４－１－５ ○

小関和好後援会 小関　和好 小関　正 山形県西置賜郡小国町大字増岡２７３

小関秀一後援会 小関　進 小関　登 山形県長井市九野本９４８

後藤泉後援会 後藤　孝之助 後藤　陽子 山形県酒田市麓字楯ノ腰２８

後藤惠一郎後援会 後藤　惠一郎 後藤　和恵 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生５１２－９ ○

後藤健一郎後援会 後藤　健一郎 後藤　みどり 山形県寒河江市大字寒河江甲２６４０－９

後藤源後援会 佐藤　良吉 加藤　渉 山形県米沢市金池１－４－７

後藤幸平を励ます会 齋藤　徹 朝倉　隆一郎 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生１３３６

後藤ひとみ後援会 佐藤　力 後藤　政男 山形県酒田市砂越緑町２－２２

後藤ひらく後援会 後藤　啓 後藤　啓 山形県酒田市下青沢字山添１７８

小林しげよし後援会 武田　富志 石川　吉雄 山形県東田川郡三川町大字横内字日野宮２

小林せいご後援会 佐藤　廣夫 小林　美穂 山形県東田川郡庄内町余目字町６４－１
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小林よしみ後援会 小林　昇 小林　嘉 山形県小国町大字湯花１２６

小松健弥後援会 黒坂　正満 山田　雅明 山形県最上郡真室川町大字大沢３６１２

小松伸也後援会 五十嵐　久芳 池田　廣一 山形県最上郡真室川町大字大沢８１０－１

小松武美後援会 中村　和彦 小松　弘子 山形県南陽市小岩沢４１－１５

小松原俊後援会 堀　弥志男 小松原　多恵子 山形県酒田市桜林１３

今田浩徳後援会 笹原　弘見 今田　秀俊 山形県新庄市十日町４３９８

近藤洋介後援会 齋藤　栄助 髙木　茂之 山形県米沢市鍛冶町４５４５

今野誠一後援会 丹野　金一 滝口　幸司 山形県山形市大字船町１６１

こんの誠後援会 鈴木　公一 原田　敦生 山形県東置賜郡高畠町大字竹森４８３

今野正明後援会 今野　正明 今野　正明 山形県白鷹町大字十王１７０７－１

今野まさのぶ後援会 今野　雅信 矢作　善行 山形県北村山郡大石田町桂木町８－３

今野美奈子後援会 鈴木　光市 今野　修 山形県鶴岡市文園町１４－２９

建立会 小野寺　建 菊地　誠 山形県山形市本町２－１－６

さ 最新政治経済研究会 坂本　貴美雄 武田　進 山形県新庄市大字升形５４９ ○

さいとう昭彦を励ます会 玉田　実 沖田　充由 山形県東村山郡山辺町近江５－１７

齊藤栄治後援会 深瀬　貞太郎 齊藤　篤 山形県山形市花楯２－１９－３７

斎藤公一後援会 芳賀　哲雄 斉藤　恵一 山形県北村山郡大石田町大字豊田５９６

さいとう淳一後援会 斎藤　淳一 鈴木　庄太郎 山形県山形市美畑町３－７ ○

さいとう俊一郎を育てる会 工藤　信一 増川　繁雄 山形県東根市大字島大堀２５５

斎藤たけひろ後援会 斎藤　武弘 斎藤　友子 山形県山形市大字下東山８６２ ○

齋藤千恵子後援会 鹿間　幸男 齋藤　孝 山形県米沢市御廟３－１２－９

さいとう直後援会 齋藤　直 齋藤　明美 山形県酒田市緑ケ丘１－１１－９ ○

斎藤久後援会 押井　虎雄 齋藤　年美 山形県鶴岡市宝徳字西鴨田１２

齋藤秀紀後援会 齋藤　秀紀 佐藤　一 山形県東田川郡庄内町狩川字小野里３２

斎藤周後援会 菅原　正 元木　章 山形県酒田市北千日町６－６

斉藤みつお後援会 斉藤　光雄 斉藤　光雄 山形県最上郡大蔵村大字合海４５

齋藤美昭後援会 佐々木　健夫 佐藤　義浩 山形県酒田市若宮町２－１５－２

斎藤好彦後援会 齊藤　弘一 齊藤　弘一 山形県最上郡舟形町富田４２５－５

さがえ宏一後援会 寒河江　宏一 寒河江　宏 山形県最上郡金山町大字金山６２３－２１

寒河江市西村山郡医師連盟 折居　和夫 斎藤　正 山形県寒河江市大字寒河江字久保５

寒河江新風会 阿部　孝一 阿部　孝一 山形県寒河江市丸内２－４－２ ○

寒河江司後援会 寒河江　司 寒河江　由春 山形県東置賜郡川西町大字洲島４５４３

寒河江まこと後援会 本田　清 小島　栄一 山形県東置賜郡高畠町大字高畠１４７３

さがえをもっと！もっと！元気にする会 井上　尚 楳津　朋子 山形県寒河江市大字宮内７８

酒田地区医師連盟 佐藤　顕 矢島　恭一 山形県酒田市船場町２－１－３１

酒田ＴＲＹ２１ 池田　一真 坂東　翔星 山形県酒田市千石町１－１２－３４

酒田のぞみの会 小松　賢 池田　雅之 山形県酒田市日の出町２－４１－５

坂本貴美雄連合後援会 坂本　貴美雄 小関　一雄 山形県新庄市千門町２－２６

坂本まさえ後援会 三浦　澄雄 阿部　皇治 山形県鶴岡市稲生２－３３－４７

佐久間千佳後援会 成澤　正 大瀧　昌貴 山形県東田川郡三川町大字東沼字興屋下３６

佐々木せいじ後援会 佐々木　誠司 金田　洋一 山形県西置賜郡白鷹町大字高玉１６３４－５

笹原たかよしと天童の未来を創る会 笹原　隆義 笹原　信義 山形県天童市東長岡３－６－１２ ○

ささはらとしかず後援会 笹原　俊一 丸川　貞俊 山形県西置賜郡白鷹町大字畔藤２４２３－２ ○

佐竹英規後援会 佐竹　英規 佐竹　美樹 山形県東村山郡中山町大字長崎４６３

佐藤あき子後援会 井上　龍男 石川　渉 山形県山形市小白川町４－１３－１５

佐藤英司後援会 押切　民夫 丹　文哉 山形県最上郡金山町大字金山４１１

さとう君春後援会 安彦　義春 八鍬　長一 山形県最上郡大蔵村大字合海７２３

佐藤清徳後援会 佐藤　清徳 佐藤　洋子 山形県山形市十日町１－８－２－１２０１

佐藤孝一後援会 佐藤　孝一 松田　孝 山形県天童市久野本２－３－３５－１
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佐東幸治後援会 佐東　幸治 佐東　浩幸 山形県東村山郡中山町大字土橋４０

佐藤こうじ後援会 佐藤　耕治 佐藤　みほ 山形県寒河江市大字清助新田３８１

佐藤さとし後援会 阿部　克明 佐藤　和人 山形県鶴岡市大字茨新田字千馬合５４

佐藤仁一後援会 佐藤　将博 伊藤　秀夫 山形県東置賜郡高畠町大字安久津２４５４

佐藤伸二後援会 遠田　聡 佐藤　均 山形県酒田市中牧田字前田４７

佐藤直後援会 武田　良治 佐藤　京子 山形県東根市神町東３－１－４－２

佐藤せいしち後援会 加藤　嘉郎 細谷　重彦 山形県白鷹町大字十王３８８９

佐藤孝弘後援会 佐藤　孝弘 奥山　敏一 山形県山形市宮町３－１０－２５

佐藤たくや後援会 栗田　哲人 佐藤　常美 山形県新庄市十日町２５８６－４

佐藤猛後援会 佐藤　猛 冨樫　裕司 山形県酒田市大宮町１－１０－３ ○

佐藤としや後援会 佐藤　俊弥 高橋　克巳 山形県天童市大字長岡１

佐藤ともや後援会 佐藤　友哉 佐藤　一幸 山形県鶴岡市若葉町２３－１８

佐藤昇後援会 佐藤　昇 大場　守 山形県上山市下生居１３０ ○

佐藤ひさき後援会 木村　一郎 山本　正一 山形県鶴岡市中清水丁２８０

佐藤ひであき後援会 佐藤　秀明 鈴木　一美 山形県山形市中桜田２－９－１５ ○

佐藤仁後援会 後藤　武志郎 佐藤　淳一 山形県西村山郡西川町大字睦合甲１２７

佐藤ひろし後援会 佐藤　弘司 山下　武夫 山形県米沢市矢来１－２－１７ ○

佐藤ひろゆき後援会 山田　登 菅原　竹雄 山形県鶴岡市日出１－７－９

佐藤広幸後援会 佐藤　勝信 佐藤　広幸 山形県最上郡舟形町舟形１１６

佐藤文一後援会 渡部　良治 難波　祐輔 山形県鶴岡市越中山字三栗屋５５

佐藤文一を応援する会 田澤　雅宏 日下　修一 山形県新庄市小田島町７－４８

佐藤まさや後援会 菅原　由明 富樫　松夫 山形県鶴岡市道形町８－４

佐藤まり後援会 菅原　成規 佐藤　覚 山形県鶴岡市大山２－３５－４６

佐藤光義後援会 太田　実 佐藤　博子 山形県上山市旭町２－３－６１－９

佐藤よしのり後援会 根岸　捷彦 岡部　亀義 山形県酒田市穂積字下市神１４６

し 塩田秀雄後援会 塩田　秀雄 髙橋　作栄 山形県南陽市荻２３８８ ○

しおばら未知子後援会 塩原　未知子 長沼　宏明 山形県尾花沢市横町２－１－２８

至誠考動の会 相田　克平 相田　克平 山形県米沢市中央２－１－２３ ○

志田徳久後援会 佐藤　一也 志田　栄一 山形県東田川郡三川町大字横内字日野宮３８

志田英紀温海後援会 五十嵐　庄一 本間　英機 山形県鶴岡市温海戊５３２－５

志田英紀後援会 渡會　俊正 吉住　善一郎 山形県鶴岡市家中新町１７－８

志田英紀羽黒後援会 丸山　成人 岡部　一明 山形県鶴岡市羽黒町荒川字荒泉橋１２

私鉄庄内交通政策研究会 後藤　正志 屋代　高志 山形県鶴岡市錦町４－５４

柴田清正後援会 小沼　正一 三上　洋 山形県最上郡金山町大字有屋２２

柴田正人後援会 柴田　正人 柴田　誠 山形県南陽市宮内４６５０－５ ○

渋江朋博後援会 渋江　朋博 渋江　晴佳 山形県山形市あさひ町２４－２

志布たかお後援会 志布　隆夫 宮本　正樹 山形県村山市楯岡十日町７－１５ ○

渋間佳寿美後援会 佐藤　忠次 渋間　友香理 山形県米沢市大字川井２３６２

渋谷耕一後援会 佐藤　順喜 佐藤　貢司 山形県鶴岡市松根字下松根１４７

島津善衛門後援会 高橋　正志 島津　陽子 山形県南陽市金山７３５

島津まさゆき後援会 中川　清 島津　了子 山形県東置賜郡高畠町大字二井宿４２６０－１２

しまつ良平後援会 小口　稔 我妻　徳一 山形県東置賜郡高畠町大字高畠７７８－１０

島貫ひろゆき後援会 嵐田　久 深瀬　和美 山形県米沢市広幡町上小菅１２２８

島軒純一後援会 菅野　英一郎 島軒　孝子 山形県米沢市大字長手３１６

市民の和で創る酒田の会 丸山　至 五十嵐　龍一 山形県酒田市松原南２４－２

秀朋会 渡部　秀勝 柿﨑　孝一 山形県最上郡戸沢村大字古口２２０ ○

翔春会 安達　春彦 渡辺　由美子 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘５－７－１２

庄司りか後援会 庄司　里香 渡部　高夫 山形県新庄市十日町１６２２－２

庄内未来研究会 田沢　伸一 吉宮　茂 山形県東田川郡庄内町狩川字東興野２２ ○
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照友会 矢野　博之 滝口　晋 山形県天童市老野森２－７－１１

白井たけみち後援会 石山　憲一 奥山　栄悦 山形県東根市大字島大堀２６４

白岩孝夫後援会 新山　真弘 白岩　守 山形県南陽市赤湯９４７

白田忠一後援会 白田　甲子郎 渡辺　良明 山形県西村山郡朝日町大字大谷５７１

白根沢澄子後援会 岩本　康嗣 岩本　康嗣 山形県米沢市中央６－１－２２７

親英会 佐藤　英司 松澤　亨一 山形県最上郡金山町大字金山４１１ ○

新社会党山形県本部 中村　平治 小松　光弥 山形県米沢市金池５－６－２９

新庄市最上郡医師連盟 杵渕　篤 杵渕　篤 山形県新庄市大手町２－４９

進藤あきら後援会 荒生　正志 進藤　まき子 山形県酒田市東泉町２－１４－１５

「しんべえを励ます会」 三浦　晃一 三浦　哲哉 山形県鶴岡市山五十川丙１７８

神保稔を励ます会 東海林　勝博 安孫子　恵市 山形県東村山郡山辺町大字根際５６４

伸和会（小松伸也後援会） 小松　伸也 池田　廣一 山形県最上郡真室川町大字大沢８１０－１ ○

す 菅井いわお後援会 佐藤　光雄 佐藤　義久 山形県鶴岡市中楯９６

すがい太郎後援会 塩野　邦雄 須貝　久美子 山形県山形市大字津金沢１

菅根光雄後援会 斉藤　栄司 笹原　誠次 山形県尾花沢市北町１－３－３

菅野修一を育む会 髙橋　昌志 菅野　磨 山形県尾花沢市大字六沢２２８

菅野よしあき後援会 大山　富士雄 加藤　純子 山形県尾花沢市大字北郷３５０

菅原道雄後援会 菅原　道雄 田中　強 山形県最上郡真室川町大字木ノ下８５０

すがわら一浩後援会 清野　肇 菅原　直子 山形県鶴岡市本町２－４－８

菅原和幸後援会 榊原　一男 富樫　信幸 山形県飽海郡遊佐町直世字前田５８

菅原たかお後援会 佐竹　政利 岩崎　清弘 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１９３３－２

鈴木あきお後援会耕援隊 後藤　英夫 板垣　孝枝 山形県米沢市大町４－６－１３

鈴木かずのり後援会 鈴木　一則 鈴木　正子 山形県長井市泉８５０

鈴木君德君を励ます会 髙橋　富雄 髙橋　秀夫 山形県最上郡大蔵村大字合海１５１９－３

鈴木きよし後援会 鈴木　清 鈴木　ミツエ 山形県尾花沢市上町５－５－３５

鈴木光一後援会 鈴木　光一 菅井　信彦 山形県西村山郡朝日町大字和合６ ○

鈴木さちひろ後援会 情野　市孫 井上　憲昭 山形県東置賜郡川西町大字堀金１０１６

鈴木しげゆき後援会 五十嵐　慶一 五十嵐　孝治 山形県東田川郡三川町大字猪子字地神木１５０－３

鈴木淳士後援会 鈴木　淳士 伊藤　一誠 山形県東田川郡三川町大字横内字西上田元５８

すずき照一後援会 村山　利夫 佐々木　孝宏 山形県天童市老野森２－７－１１

すずき進後援会 鈴木　進 鬼嶋　孝志 山形県山形市銅町１－２－３９

鈴木善太郎後援会 鈴木　善太郎 結城　良子 山形県山形市清住町１－１－５６ ○

鈴木たかし後援会 鈴木　澄夫 市村　将弘 山形県東村山郡山辺町大字根際３４２

鈴木てつお後援会 鈴木　徹雄 伊藤　則雄 山形県東村山郡中山町大字金沢２ ○

鈴木としお後援会 船山　文利 伊藤　政明 山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子１６６６－８

すずきのりかず後援会 鈴木　憲和 田中　辰明 山形県米沢市金池２－１－１１ ○

鈴木ひろし後援会 鈴木　裕 鈴木　洋子 山形県長井市館町南１５－３７－１８

鈴木浩幸後援会 鈴木　昭一 鈴木　孝彦 山形県西村山郡朝日町大字宮宿１１７８

すずき富美子後援会 鈴木　富美子 青木　芳夫 山形県長井市寺泉２６１１

鈴木みゆきを育てる会 鈴木　みゆき 渡邉　裕美 山形県寒河江市島字島東６０－５ ○

鈴木ゆみこを育てる会 星川　茂平治 柳橋　和平 山形県尾花沢市横町１－５－１７

鈴木義昭後援会 鈴木　義昭 鈴木　功助 山形県西村山郡朝日町大字大暮山５９ ○

須藤のりお後援会 須藤　孝義 佐藤　定 山形県最上郡金山町大字金山１５４６

すなだ茂後援会 佐藤　政弥 齋藤　栄美子 山形県東田川郡三川町大字青山２０３

すべての県民に寄りそう県政を実現する会 佐藤　武則 早坂　和夫 山形県山形市漆山３４２３－１

すわ洋子後援会 諏訪　洋子 諏訪　清造 山形県山形市清住町２－６－４２－１０２

せ 清幸会 海老名　宥充 海老名　庄吉 山形県村山市大字湯野沢１３

誠山会 奥山　誠治 冨岡　勇一 山形県山形市やよい２－３－３１ ○

青山会 青木　彰榮 小林　浩一 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１３４５－３ ○
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政治行政経済研究所 小野　喜公 小野　喜勝 山形県東根市中央西３－３

清野忠利後援会 金村　信二 寒河江　賢一 山形県東根市大字長瀞１１０７

せいふう２１ 横山　直広 斎藤　義弘 山形県西置賜郡白鷹町大字十王３８８９

税理士による遠藤利明後援会 川合　賢助 山形県山形市あこや町１－１５－５ ○

税理士による近藤洋介後援会 天野　富雄 海老名　信乃 山形県東根市中央１－１２－２５ ○

税理士による舟山やすえ後援会 佐藤　登美子 渡邉　哲二 山形県山形市松栄１－５－５８

星励会 髙橋　豊 星川　照子 山形県酒田市みずほ２－１８－１２

関ちずこ後援会 小口　裕之 関　猛 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝５２１５－１５４

関とおる後援会 太田　慶治 志賀　正雄 山形県鶴岡市長者町１１－２６

せきの幸一後援会 関野　幸一 崎村　昌孔 山形県西村山郡大江町左沢１０１４－５ ○

関ようすけ後援会 関　陽介 青野　忠則 山形県東置賜郡高畠町大字馬頭１５７４

全国ＬＰガス政治連盟山形県支部 金山　知裕 佐藤　友彦 山形県山形市あこや町１－２－１２

全国小売酒販政治連盟山形県支部 市村　賢治 田中　浩一 山形県山形市旅篭町３－３－４０

全国旅館政治連盟山形県支部 佐藤　信幸 岡崎　晃子 山形県山形市松波３－２－１２

全日本不動産政治連盟山形県本部 山口　真司 佐藤　美洋 山形県山形市松波４－１－１５ー６

そ 外山まさとし後援会 井上　弘 中鉢　徹也 山形県最上郡真室川町大字平岡８６２－５５

そよかぜ会 柏倉　一夫 五十嵐　秀夫 山形県上山市河崎２－４－３１

た 大二郎の会 菊池　大二郎 菊池　大二郎 山形県村山市楯岡笛田１－１５－５０ ○

平しんすけ後援会 平　進介 遠藤　隆一 山形県長井市勧進代３８９

たいら誠後援会 高橋　和廣 平　理恵 山形県東置賜郡高畠町大字元和田１０９６－１

太和会 土田　太 原田　稔 山形県最上郡鮭川村大字佐渡９５２

対話で鶴岡を元気にする会 皆川　治 佐藤　英成 山形県鶴岡市森片３７ ○

髙橋昭弘後援会 杉山　誠 小松　寮子 山形県山形市上桜田２－６－１２

高橋あつし後援会 川合　利美 竹田　弥栄司 山形県南陽市蒲生田８６７

高橋一郎後援会 佐藤　正宏 高橋　義郎 山形県南陽市椚塚５８７－１０

高橋冠治後援会 池田　春一 髙橋　鉄也 山形県飽海郡遊佐町大字豊岡字水上４

髙橋きみお後援会 中井　伸一 高橋　厚子 山形県山形市片谷地１２４－１４２

髙橋亨一後援会 那須　博 木村　吉博 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生８８２

高橋けいすけ後援会 高橋　啓介 土屋　晃悦 山形県山形市高堂１－５－２０－４ ○

高橋しげたか後援会 髙橋　卯任 村川　弘安 山形県村山市楯岡晦日町１－１７

髙橋淳後援会 齋藤　博也 太田　嘉津子 山形県鶴岡市藤島字古楯跡１００－１

高橋てつお後援会 新田　道雄 須磨　信吾 山形県東根市神町東２－２－３５－５

髙橋てるゆき後援会 山岸　憲一 伊藤　徳一 山形県東置賜郡川西町大字下奥田１３７９

髙橋菜穂子後援会 阿部　健一 三浦　由智 山形県村山市大字大槇４１６

髙橋ひろし後援会 髙橋　康成 矢萩　暢彦 山形県南陽市下荻３５３－１

高橋ふみこ後援会 高橋　富美子 秋保　冨士男 山形県新庄市大字松本４０５－３１ ○

髙橋正和後援会 芝田　充 奥山　仁 山形県酒田市山元字中峯５０

髙橋光男後援会 佐藤　真 梅本　栄 山形県東根市神町北３－１５－１７

高橋ゆみつぐ後援会 高橋　弓嗣 高橋　圭以子 山形県東根市本丸東９－１５

高橋よういち後援会 高橋　要市 高橋　要市 山形県上山市牧野１９２１

高橋よしあき後援会 髙橋　義明 枝松　茂樹 山形県上山市泉川７

たきぐち公一後援会 滝口　公一 滝口　亮一 山形県東根市大字野川１５５９－３

武田啓一郎励ます会 武田　啓一郎 武田　博之 山形県東村山郡山辺町大字大寺１７７３－６

たけだ恵子後援会 齋藤　造酒雄 武田　政紀 山形県酒田市亀ケ崎４－４－１

武田さとし後援会 武田　聡 板垣　隼人 山形県山形市本町２－１－９ ○

武田正二後援会 坂本　茂夫 武田　正二 山形県天童市北久野本２－１－２８

武田しんせい後援会 武田　新世 鈴木　正登 山形県山形市大野目１－９－２１ ○

竹田まさひこ後援会 竹田　雅彦 竹田　恵美 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙４４３－５ ○

武田ゆたかを励ます会 武田　豊 開沼　良雄 山形県東村山郡山辺町大字山辺２４２
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たけまた朋の会 竹俣　朋 竹俣　文吾 山形県東村山郡山辺町大字山辺２３１

棚井裕一後援会 棚井　裕一 加藤　博巳 山形県上山市矢来４－８－１

田中斉後援会 阿部　榮一 阿部　友幸 山形県酒田市宮野浦２－１－４１

田中廣後援会 斎藤　吉男 石川　吉昭 山形県酒田市山寺字宅地１９６

田中宏とまちを創る会 田中　宏 田中　恭子 山形県鶴岡市家中新町１３－３５

谷江まさてる後援会 谷江　正照 谷江　可奈子 山形県上山市石崎２－１－３３

丹野てい子後援会 髙橋　正敏 髙橋　敏彦 山形県西村山郡河北町溝延３２６－１

ち 地域振興研究会 大髙　廣志 東海林　修 山形県天童市小路２－４－３４

地域創造研究会 加賀　正和 佐藤　富之助 山形県尾花沢市大字正厳４３６－１ ○

地球の声・鶴岡 草島　進一 草島　進一 山形県鶴岡市道田町２１－２９

ちぢみ美紀子後援会 佐々木　良一 川崎　敏江 山形県米沢市大町５－４－４６

地方創生を進める南陽市民の会 竹田　勝四郎 柴田　誠 山形県南陽市宮内４６５０－５

つ 土田正剛後援会 土田　正剛 飛川　和雄 山形県東根市大林１－２－１６ ○

鶴岡再興をともに実現する市民の会 高田　正幸 佐藤　和人 山形県鶴岡市友江字川向４３－９

鶴岡地区医師連盟 福原　晶子 小野　俊孝 山形県鶴岡市馬場町１－３４

て テイク・オフ２１ 本間　徹弥 髙橋　幸宏 山形県山形市本町２－１－９

電機連合山形地協政治活動委員会 平井　直之 峯田　純一 山形県山形市木の実町１２－３７

天信会 山本　信治 伊藤　登志男 山形県天童市東本町１－１０－２４ ○

天童・新しい風の会 奥山　紘一 國井　武夫 山形県山形市あかねケ丘２－１－６ ○

天童一新会 加藤　昌宏 横山　成典 山形県天童市老野森２－７－１１

天童市東村山郡医師連盟 神村　匡 目黒　光彦 山形県天童市桜町１－１５

天童創生塾 志田　泰久 川口　隆 山形県天童市老野森３－４－１７

天童未来・市民ネットワーク 吉田　隆 土屋　光三 山形県天童市長岡２７６４

と 東海林克彦後援会 清野　忠昭 東海林　晴雄 山形県東根市大字関山２３８９－１

とうかいりん信弘をささえる会 田宮　忠和 井上　学 山形県西村山郡河北町大字溝延３４４

とがしさとる君を応援する会 冨樫　覚 冨樫　しのぶ 山形県酒田市東泉町６－６－９

富樫透後援会 横山　與一 岡部　修 山形県東田川郡庄内町沢新田字錆１５１

富樫まさき後援会 富樫　正毅 三浦　久次 山形県鶴岡市若葉町１４－９ ○

富樫幸宏後援会 富樫　幸宏 富樫　典子 山形県酒田市山居町２－１１－１８ ○

時田博機後援会 池田　源衛 三村　弥四郎 山形県飽海郡遊佐町豊岡字下夕田６－４

とのおか和郎後援会 山口　恒助 殿岡　健市 山形県南陽市荻８３０

富弥会 小嶋　富弥 小嶋　たき子 山形県新庄市十日町５６２－６

鳥海隆太後援会 鳥海　隆太 鳥海　隆太 山形県米沢市西大通２－３－６３

な 内藤明後援会 富沢　房敏 杉沼　俊一 山形県寒河江市大字中郷９１－３

なおしま義友後援会 直島　義友 直島　京子 山形県東置賜郡高畠町大字竹森５１２２

長井市西置賜郡医師連盟 外田　淳 大森　典夫 山形県長井市ままの上７－１０

中川勝後援会「未来創生の会」 中川　勝 中川　洋子 山形県米沢市本町３－１－１１ ○

長澤長右ェ門後援会 長澤　長右衛門 工藤　政憲 山形県上山市小倉７０

中沢洋後援会 中沢　洋 五十嵐　金吾 山形県鶴岡市本町３－１４－３２

中沢みゆき後援会 小池　央 石井　勝美 山形県鶴岡市日吉町７－１９

中野信吾後援会 中野　信吾 中野　信吾 山形県山形市大字風間９６ ○

永野たかひろを育てる会 永野　享寛 永野　享寛 山形県山形市花楯２－１５－８

中村圭介後援会 竹田　貴之 中村　真紀 山形県米沢市中央４－１１－１１

中村忠行後援会 中村　忠行 中村　忠行 山形県最上郡金山町大字山崎字三枝３２０ ○

中山町まちづくりを考える会（佐藤としはる後援会） 工藤　勝美 井上　俊次 山形県東村山郡中山町大字長崎４４８１

なべくら竹志後援会 佐藤　孝悦 高橋　正良 山形県東村山郡山辺町大字山辺２００６－２

成沢かずね後援会 成澤　和音 成澤　佳菜 山形県米沢市窪田町窪田１８８－８

なりた光雄後援会 成田　恒夫 菅原　誠次 山形県三川町大字押切新田字対馬３９

なんとがさんなね！県民の会 阿部　喜之助 佐々木　雄一郎 山形県米沢市林泉寺２－２－２３－４
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南陽市東置賜郡医師連盟 齋藤　潔 齋藤　潔 山形県南陽市椚塚４２０－７

に 仁科洋一後援会 仁科　洋一 後藤　秀一 山形県西置賜郡小国町大字増岡９１９ ○

２１世紀維新会 木村　忠三 木村　忠三 山形県米沢市大町１－２－９ ○

２１世紀天童の会 狩野　佳和 狩野　由美子 山形県天童市田鶴町３－３－１８ ○

新田道尋後援会 新田　道尋 田中　幸一 山形県新庄市大字泉田字泉田１９５

新田りゅうじ後援会 新田　隆治 新田　和江 山形県最上郡真室川町大字新町７８１－２３

にとう俊後援会 仁藤　俊 仁藤　喜内 山形県山形市十日町２－３－３５

日本遺族政治連盟山形県本部 髙橋　千藏 今野　明憲 山形県山形市小白川町２－３－３１

日本再耕会 鈴木　憲和 田中　辰明 山形県米沢市金池２－１－１１ ○ ○

日本司法書士政治連盟山形会 宮地　真司 遠藤　和法 山形県山形市小白川町１－１６－２６

日本弁護士政治連盟山形県支部 水上　進 山口　将 山形県山形市宮町５－１２－２１

日本薬業政治連盟山形県支部 吉田　信吾 渡辺　将史 山形県山形市蔵王松ケ丘１－２－１０

ぬ 沼沢みちや後援会 大場　篤 沼澤　良一 山形県最上郡金山町大字下野明２１７

ね ネットワーク２１ 森田　廣 酒井　友子 山形県酒田市千石町２－１３－１６ ○

鮎友会 柿﨑　力治朗 白岩　匠 山形県新庄市本町６－１７ ○

の 野口さつき後援会 野口　さつき 野口　礼子 山形県天童市大字山元９７９－１ ○

のと淳一後援会 能登　淳一 平山　恵司 山形県村山市大字土生田３６０

は 芳賀清後援会 土屋　春義 芳賀　清孝 山形県北村山郡大石田町大字豊田８５５－１

芳賀修一後援会 鈴木　喜一 佐藤　公一 山形県東田川郡三川町大字土口字村中１２１

はが道也後援会 芳賀　道也 江口　忠博 山形県山形市城北町１－２４－１５ ○

芳賀道也高畠町後援会 近　清剛 高梨　忠博 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目２０１５－１

橋本あや子後援会 橋本　彩子 橋本　光弘 山形県西村山郡大江町大字三郷丙４０４

橋本きんいちをはげます会 高橋　陽一 須藤　昭一 山形県東置賜郡川西町上小松１９０７

長谷川幸司後援会 長谷川　幸司 長橋　正人 山形県山形市江俣３－１８－１３ ○

長谷川つよし後援会 志賀　正雄 村山　淳一 山形県鶴岡市日枝字坂本４３－１０

畑中かずえを励ます会 今埜　充 笹原　香織 山形県尾花沢市若葉町２－５－１１

八重平成会 伊藤　重成 鶴田　訓弘 山形県舟形町長沢３０６ ○

花ミズキ会 松田　光智 佐藤　由香里 山形県最上郡真室川町大字及位６８５－２

はまゆう「高橋千代夫後援会」 早坂　勇吉 早坂　静雄 山形県酒田市大字浜中乙９６

早坂信一後援会 早坂　信一 早坂　信一 山形県最上郡戸沢村古口２３９５－３

早坂民奈後援会 後藤　弘子 早坂　武昌 山形県最上郡大蔵村大字清水１５０４

原田としみつ後援会 原田　利光 原田　若子 山形県東根市本丸東１－２４

はらだまき後援会 原田　眞樹 阿部　正一 山形県東田川郡庄内町廿六木字三ツ車１５

原田まさひろと優しい未来を創る会 原田　和広 大場　陽子 山形県山形市鈴川町２－３－１ ○ ○

原田和広を育てる会 原田　和広 大場　陽子 山形県山形市鈴川町２－３－１ ○

ひ 樋口和男を励ます会 日詰　友幸 佐藤　貞志 山形県東村山郡山辺町大字北作１２５５

ひぐち与一朗後援会 樋口　与一朗 田勢　秀輔 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙５３７－１ ○

ひでのり後援会 髙橋　秀則 髙橋　市子 山形県最上郡真室川町大字及位５３３

誹謗中傷と戦う会 下垣　知 下垣　知 山形県山形市鳥居ケ丘１１－９

ふ ふじの広美後援会 藤野　美枝子 藤野　和男 山形県西村山郡大江町大字左沢３２１

舩山現人後援会 川崎　久蔵 井上　正順 山形県東置賜郡川西町大字吉田１４９４

舩山利美を支援する会 佐藤　秀市 東海林　則夫 山形県南陽市梨郷１２９８－２

舟山まさお後援会 長沼　繁義 松田　正 山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子１８１８－７

舟山やすえを支援する会 舟山　康江 舟山　泰則 山形県山形市香澄町３－２－１ ○ ○

舟生源氏後援会 高橋　敏 井上　秀明 山形県最上郡真室川町大字川ノ内１１９８

ふるさと再盛市民の会 川合　正義 江口　俊一 山形県上山市二日町６－２３

ふるさとを愛する会 阿部　ひとみ 髙橋　義明 山形県酒田市末広町５－２ ○ ○

古沢きよし後援会 古沢　清志 白田　直樹 山形県寒河江市緑町１００ ○

古澤義弘後援会 飯田　長四郎 三浦　修 山形県天童市駅西２－７－２７
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古山しげみ後援会 古山　繁巳 安部　新一 山形県西置賜郡飯豊町大字黒沢７８０

ふれあいと健康の会 五十嵐　秀夫 柏倉　一夫 山形県上山市金生西１－１－１６

ほ 星川智子後援会 星川　憲正 星川　憲正 山形県最上郡金山町大字金山４２７

星川純一後援会 星川　純一 伊藤　富士子 山形県酒田市みずほ２－１８－１２ ○

星川豊後援会 星川　豊 板垣　智春 山形県新庄市十日町３０９５－５

細矢せいこを励ます会 細矢　誓子 細矢　隆宣 山形県西村山郡河北町谷地甲２７３

細矢としひろ後援会 細矢　正夫 細矢　敏行 山形県東根市大字羽入２６７５

細谷ひであき後援会 安藤　正義 松尾　信一 山形県西村山郡朝日町大字上郷１２２

本多茂後援会 佐藤　康晴 髙橋　吉廣 山形県酒田市橋本字出シ祢７

本間しんいち後援会 本間　武由 齋藤　透 山形県鶴岡市羽黒町川代字中川代２４５

本間まさよし後援会 本間　正芳 本間　美紀 山形県鶴岡市錦町４－７２

ま まき秀樹後援会 牧　秀樹 牧　眞喜子 山形県酒田市若竹町１－１３－２４ ○

槙まさよし後援会 槙　正義 槙　美代子 山形県西村山郡河北町西里４８７６

まちねっと「やじの会」 鎌田　準一 梅津　豊 山形県東田川郡庄内町余目字大乗向６７－１

町野昌弘後援会 成澤　秀雄 町野　重憲 山形県東田川郡三川町大字成田新田甲２０６

まつい愛サポートプロジェクト 松井　愛 佐藤　ルリ 山形県山形市銅町１－２－３４ ○

松田清隆後援会 松田　清隆 鈴木　俊秋 山形県西村山郡大江町大字左沢８８－１

まつだ收作を励ます会 山田　明良 富樫　薫 山形県西村山郡河北町大字岩木２１７－２

松田たかお後援会 松田　孝男 草壁　衛 山形県山形市寿町５－１ ○

松田としお後援会 伊藤　雅敬 庄司　邦勝 山形県大江町大字貫見３９４－１

松田光也後援会 松田　光也 松田　一敏 山形県天童市大字高木９２９ ○

まつなが裕美を支える会 阿部　勝雄 星野　武紘 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴１９４

松本国博後援会 佐藤　司 松本　国博 山形県酒田市亀ケ崎３－３－３１

間宮尚江後援会 鈴木　正昭 金子　明美 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町４２６－４２

丸川雅春後援会 田勢　秀輔 丸川　智恵子 山形県西置賜郡白鷹町大字横田尻１６３７

丸子よしひろ後援会 渡辺　弘英 丸子　善弘 山形県山形市大字七浦５７２

丸山いたる後援会 丸山　至 五十嵐　龍一 山形県酒田市松原南２４－２ ○

み みさわ勝彦後援会 三澤　勝彦 三澤　勝彦 山形県村山市楯岡新町１－５－２１

水戸一徳後援会 工藤　正和 水戸　光隆 山形県最上郡鮭川村大字曲川３６５－５

水戸たもつ後援会 今田　富雄 花輪　太三郎 山形県天童市大字奈良沢乙１３

皆川治後援会 村上　龍男 佐藤　英成 山形県鶴岡市森片３７

みやけ一人後援会 三宅　一人 外塚　満 山形県東根市中央西６－５

三宅かずひろ後援会 三宅　和広 三宅　和広 山形県天童市乱川２－２－３１

未来創生の会 中川　勝 宮下　徹 山形県米沢市本町３－１－１１

未来を創る政治の会 木村　芳浩 木村　芳浩 山形県米沢市花沢町２６１３－３３ ○

みんなが主役「がんばろう長井！」市民の会 手塚　隆幸 内谷　惠子 山形県長井市館町南１２－１７

みんなでつくる尾花沢の会 石塚　清 小幡　俊彦 山形県尾花沢市北町１－３－３

みんなで未来を創る会（尾形みち子後援会） 伊藤　道雄 柴田　まつ子 山形県上山市金生西２－７－３１

む 村岡藤弥後援会 吾妻　正章 早坂　正登 山形県大石田町大字鷹巣字上北原１４５－１

村形昌一後援会 村形　昌一 村形　美佐子 山形県北村山郡大石田町大字大石田丙２１５－９

村山たかし後援会 村山　隆 村山　由美 山形県東村山郡中山町大字長崎２９９４－５

村山としお後援会 村山　俊雄 村山　俊雄 山形県天童市大字山口６６６

も 毛利としひろ後援会 古城　紀夫 最上　洋一 山形県西村山郡大江町大字本郷丙１００－７

萌黄の会 赤塚　英一 赤塚　英一 山形県飽海郡遊佐町吹浦字西楯２０－５７

もがみ優和会 結城　福治 岡野　市朗 山形県最上郡最上町大字若宮８０４

元木としお後援会 片桐　忠一 結城　義則 山形県東根市大字長瀞１２３８－１

元木洋介後援会 元木　洋介 荒木　末治 山形県鮭川村大字中渡１３１４－３ ○

もりた信明後援会 米野　貞雄 齋藤　金吾 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの２－７－１２

森田廣後援会 池田　勇一 酒井　友子 山形県酒田市千石町２－１３－１６
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森富広後援会 八鍬　太 荒澤　広光 山形県最上郡舟形町堀内１８５－１

もりや仙一郎後援会 森谷　仙一郎 森谷　智恵子 山形県天童市大字川原子１６４０ ○

森谷としお後援会 森谷　俊雄 佐々木　孝一 山形県西村山郡河北町谷地丁１３２－１

や 矢口智後援会（愉楽の会） 矢口　千代志 矢口　幸子 山形県最上郡大蔵村清水４０

八鍬達也後援会 八鍬　達也 八鍬　達也 山形県最上郡鮭川村川口９９２

八鍬長一後援会 柏倉　政男 須賀　恵治 山形県新庄市大字本合海３８

八鍬太後援会 渡辺　勝善 八鍬　明子 山形県最上郡舟形町舟形２１２８－２３

やしま雅一後援会 佐藤　節夫 梅津　豊 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生６８９

矢萩浩次後援会 矢萩　浩次 板垣　勇一 山形県村山市名取９７－４

矢吹えいしゅう後援会 矢吹　栄修 矢吹　海慶 山形県天童市小路２－４－３４

山尾じゅんき後援会 山尾　順紀 荒川　力 山形県新庄市五日町５９１４

山形県医師連盟 中目　千之 三條　典男 山形県山形市松栄１－６－７３

山形県改革協議会 青柳　安展 佐々木　雄一郎 山形県山形市十日町２－２－５１

山形県介護福祉政治連盟 髙梨　正章 砂押　哲也 山形県山形市山家町２－７－１７

山形県神谷まさゆき後援会 岡嵜　千賀子 篠﨑　登志子 山形県山形市前田町１７－１５

山形県看護連盟 伊藤　加代子 伊藤　加代子 山形県山形市松波４－１－３９

山形県行政書士政治連盟 縮　修二 森谷　富夫 山形県山形市荒楯町１－７－８

山形県歯科医師連盟 冨田　滋 早坂　暢洋 山形県山形市十日町２－４－３５

山形県歯科衛生士連盟 佐藤　みどり 伊藤　典子 山形県山形市十日町２－４－３５

山形県歯科技工士連盟 櫻井　利浩 平泉　力 山形県天童市大字藤内新田１０６

山形県自動車整備政治連盟 鈴木　吉徳 佐藤　光芳 山形県山形市大字漆山字行段１９６１

山形県社会保険労務士政治連盟 髙橋　久義 後藤　和博 山形県山形市香澄町３－２－１

山形県社会民主主義フォーラム 髙橋　啓介 木村　正弘 山形県山形市松波４－８－１３

山形県獣医師連盟 片桐　弘一 松野　尚 山形県山形市吉原２－８－６

山形県柔道整復師連盟 佐藤　公司 嵐田　郁夫 山形県山形市五日町１５－１０

山形県商工政治連盟 小野木　覺 大河原　伸一 山形県天童市大字藤内新田４２

山形県商工青年政治連盟 舩山　宏和 渡邊　拓磨 山形県山形市城南町１－１－１

山形県税理士政治連盟 斎藤　榮一 福原　茂統 山形県山形市旅篭町１－１２－５１

山形県石油政治連盟 畠中　昭治 高橋　淳一 山形県山形市流通センター３－６－２

山形県宅建政治連盟 高橋　一夫 板垣　信廣 山形県山形市松波１－１０－１

山形県中小企業政策推進協議会 安房　毅 加藤　祐悦 山形県山形市諏訪町２－１－６１

山形県電気工事政治連盟 會津　圭一郎 太田　一郎 山形県山形市あこや町１－５－８

山形県土地改良政治連盟 佐藤　喜代志 山平　吉弘 山形県山形市あさひ町１６－２１

山形県土地家屋調査士政治連盟 相田　治孝 小座間　育夫 山形県山形市緑町１－４－３５

山形県トラック政治連盟 熊澤　貞二 石黒　光弘 山形県天童市蔵増１４６５－１６

山形県日本共産党後援会 高橋　健 矢口　廣義 山形県山形市深町１－１－４５

山形県農協政治連盟 太田　政士 後藤　雅喜 山形県山形市七日町３－１－１６

山形県美容政治連盟 桑原　通夫 水野　正登 山形県山形市薬師町１－４－２５

山形県ビルメンテナンス政治連盟 黒田　利夫 長嶋　利明 山形県山形市七日町３－１－９

山形県藤井もとゆき薬剤師後援会 岡嵜　千賀子 篠﨑　登志子 山形県山形市前田町１７－１５

山形県保険鍼灸・マッサージ師政治連盟 原田　幸美 奥山　千晴 山形県東村山郡中山町柳沢２３３－６

山形県本田あきこ後援会 岡嵜　千賀子 篠﨑　登志子 山形県山形市前田町１７－１５

山形県民社協会 小野寺　建 渋江　朋博 山形県山形市小姓町４－３９

山形県民社協会酒田支部 関井　美喜男 坂東　翔星 山形県酒田市千石町１－１２－３４

山形県民社協会新庄支部 松田　一幸 海谷　典孝 山形県新庄市大手町１－２０

山形県民社協会鶴岡支部 菅原　信喜 三井　誠一 山形県鶴岡市上山添字神明前２５０

山形県民社協会北西村山支部 古郡　勇 小笠原　浩二 山形県寒河江市大字寒河江仲田１０

山形県民社協会山形支部 佐藤　隆文 榎本　泰智 山形県山形市小姓町４－３９

山形県民社協会米沢支部 佐藤　憲一 八木　俊輔 山形県米沢市門東町３－２－４０
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山形県木材産業政治連盟 松田　賢 鈴木　健治 山形県山形市松栄１－５－４１

山形県薬剤師連盟 岡嵜　千賀子 篠﨑　登志子 山形県山形市前田町１７－１５

山形県理学療法士連盟 多田　利信 遠藤　武秀 山形県山形市沖町７９－１

山形県理容政治連盟 富樫　憲雄 伊藤　和幸 山形県山形市清住町３－２－６５

山形県林業政治連盟 佐藤　景一郎 渡邊　真司 山形県山形市成沢西４－９－３２

山形向上会 渋間　佳寿美 谷中　拓也 山形県米沢市大字川井２３６２

山形交通労働組合政治連盟 中川　賢一 吉田　文隆 山形県山形市鉄砲町２－１３－１８

山形市医師連盟 根本　元 山本　崇 山形県山形市香澄町２－９－３９

山形新風会 大風　茂吉 小川　久義 山形県山形市あかねケ丘２－１－６ ○

山形の未来を考える会 柴田　悦夫 柴田　雅章 山形県山形市桜田西１－４－２

やまがた夢タウン２１ 阿部　正明 阿部　正明 山形県西村山郡朝日町大字玉ノ井甲２７４－１

山木由美後援会 山木　由美 小松　政一 山形県東置賜郡高畠町大字亀岡３９４７－１ ○

山口ひろあき後援会 和田　廣 天野　良光 山形県南陽市若狭郷屋８４８－２２

山口まさお後援会 丸山　啓一 吉田　要一 山形県南陽市宮内２４２１－１６

山崎諭後援会 山崎　諭 佐藤　武志 山形県天童市大字蔵増甲１０６７

山科さちこの会 佐々木　幸治 石山　秀雄 山形県東根市若木二条通り３７

山科朝則後援会 山科　朝則 加藤　忠広 山形県新庄市下金沢町４－２０ ○

山科春美後援会 山科　春美 加賀　由美子 山形県新庄市大字泉田字上村西４３２－２

山科正仁後援会 山科　正仁 山科　正仁 山形県新庄市萩野字赤坂２７７ ○

山田のりお後援会 伊藤　晴康 木川　光明 山形県最上郡最上町大字堺田１０１－２

山田ひとし後援会 髙木　繁 丸川　健一 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲７５３－６

山田ふさこ後援会 山田　富佐子 笹　広幸 山形県米沢市大字三沢２６０９８－９６ ○

山田まもる後援会 笹山　一夫 酒井　政二 山形県鶴岡市宝田１－９－１－３１

山村明後援会 山村　明 添川　正男 山形県米沢市東３－４－６０ ○

山本信治後援会 加藤　昌宏 斎藤　榮一 山形県天童市桜町２－２０

ゆ 結城岩太郎後援会 柏倉　生一 橋本　孝二 山形県西村山郡大江町大字本郷丁１８０－１７

結城裕と尾花沢市の未来を創る会 石川　政伊 大類　茂和 山形県尾花沢市若葉町３－８－２６

遊山会 阿部　満吉 齋藤　武 山形県飽海郡遊佐町吉出字東田道６

湧志会 髙橋　冠治 赤塚　英一 山形県飽海郡遊佐町豊岡字水上４

悠創会 古山　悠生 古山　好樹 山形県米沢市六郷町桐原１７７ ○

夢倶楽部 佐藤　憲一 八木　俊輔 山形県米沢市門東町３－２－４０

よ 横戸長兵衛後援会 横戸　長兵衛 板垣　武 山形県上山市狸森１４２４ ○

横山かずひろ後援会 横山　和浩 松田　敏夫 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝７２８６

横山小一郎後援会 佐藤　勝 佐藤　勝正 山形県最上郡鮭川村大字川口３１２

横山こういち後援会 横山　政宏 今井　圭一郎 山形県東置賜郡高畠町大字下和田１３０７

吉田つくる後援会 伊藤　眞一 鈴木　藤雄 山形県村山市楯岡鶴ケ町１－２－３６

吉田よしみ後援会 吉田　芳美 槙　敏昭 山形県西村山郡河北町谷地丙６２１－乙

吉宮茂後援会 齋藤　昭一 内藤　孝一 山形県東田川郡庄内町肝煎字中田１１－２

吉村和武を育てる会 吉村　和武 工藤　武彦 山形県山形市あさひ町２６－２９ ○

吉村みえこ後援会長井支部 那須　猛 大道寺　信 山形県長井市九野本１０５２

吉村美栄子寒河江西村山企業人後援会 若月　孝 沖津　博 山形県寒河江市大字寒河江字五反３２－１

米沢向上会 渋間　佳寿美 谷中　拓也 山形県米沢市大字川井２３６２

米沢市医師連盟 小林　正義 笹井　祐之 山形県米沢市中央２－３－７

米沢の未来を考える会 村山　順弥 堤　郁雄 山形県米沢市中田町１１８７－１

よりき勝後援会 横山　博 依木　智子 山形県酒田市末広町４－１０

ら Ｌｉｎｅ２１やまがた 齋藤　和喜 荻原　崇弘 山形県山形市本町２－１－９

わ 我妻徳雄後援会 我妻　己一 梅津　陽一 山形県米沢市大字口田沢１３０８－２

湧々町づくりの会 川俣　義昭 齋藤　武 山形県飽海郡遊佐町白井新田字藤井北３３－２

わくわく未来・フレッシュ山形の会 佐藤　孝弘 奥山　敏一 山形県山形市宮町３－１０－２５ ○
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和田さとし後援会 菅野　洋史 永沢　郁子 山形県尾花沢市北町２－８－２５

渡辺けんいち後援会 渡邉　賢一 渡邉　將人 山形県寒河江市西根字下堰５５２－１ ○

渡辺重信後援会 渡邊　重信 渡邊　重信 山形県西置賜郡小国町大字緑町２－３０－７ ○

渡部秀一後援会 神尾　元 嵐田　隆 山形県東置賜郡川西町大字上小松１７６７

わたなべ泰山後援会 白倉　祐一 井関　恭雄 山形県新庄市大手町２－２９

わたなべ泰山後援会 渡部　泰山 押切　玉喜 山形県新庄市大手町２－２９ ○

渡辺元を支援する会 渡辺　元 柴田　誠一 山形県山形市六日町７－５３ ○

渡部秀勝後援会 八鍬　良一 柿﨑　孝一 山形県戸沢村古口２２０

渡部ひでき後援会 渡部　武栄 風間　正志 山形県長井市十日町１－１０－２０

渡辺ひろしを育てる会 渡辺　博司 鈴木　健司 山形県天童市大字高擶北２１９９

渡部まさゆき後援会 渡部　正之 横尾　勝 山形県長井市五十川１５４１ ○

渡辺ゆり子後援会 峰田　邦子 石川　渉 山形県山形市小白川町４－１３－１５
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