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193760 ＮＨＫから国民を守る党千葉県市川市支部 272-0035 千葉県市川市新田２丁目３０番１５号 けいらんハイツ１０１号 佐直　友樹 佐直　友樹 該当なし

193730 ＮＨＫから国民を守る党千葉県柏市支部 277-0005 千葉県柏市柏２丁目９番７－６０３号 大橋　昌信 大橋　昌信 該当なし

193740 ＮＨＫから国民を守る党千葉県流山市支部 270-0163 千葉県流山市南流山４丁目１６番地の１８ ローヤルコーポ渡辺３０３ 大野　富生 大野　富生 該当なし

193780 ＮＨＫから国民を守る党千葉県習志野市支部 275-0003 千葉県習志野市実籾本郷１４番－２６－１０１号 宮城　壮一 宮城　壮一 該当なし

193720 ＮＨＫから国民を守る党千葉県船橋市支部 274-0823 千葉県船橋市二宮１丁目５番５－２０４号 小川　友樹 小川　友樹 該当なし

193700 ＮＨＫから国民を守る党千葉県松戸市支部 270-2261 千葉県松戸市常盤平１－２７－３－３０２ 中村　典子 中村　典子 該当なし

193710 ＮＨＫから国民を守る党千葉県八千代市支部 276-0020 千葉県八千代市勝田台北３丁目３番１１号 エメラルドハウス１０６号 宮内　鋭 宮内　鋭 該当なし

139990 公明党市川総支部 272-0138 千葉県市川市南行徳１－２－６ 中村　義雄 西村　敦 該当なし

145970 公明党市原総支部 299-0117 千葉県市原市青葉台４－３１－１６ 伊佐　和子 西松　茂治 該当なし

140030 公明党内房総支部 294-0008 千葉県館山市広瀬７５５ 龍﨑　滋 緒方　妙子 該当なし

139980 公明党柏総支部 277-0044 千葉県柏市新逆井１－１－３１ 塚本　竜太郎 小松　幸子 該当なし

158340 公明党佐倉総支部 284-0001 千葉県四街道市大日４９５－１１ 髙橋　絹子 久野　妙子 該当なし

140040 公明党外房総支部 299-4503 千葉県いすみ市岬町和泉４７１－１ 髙森　和久 井下田　政美 該当なし

139960 公明党千葉県本部 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１－２－３ 富田　茂之 平木　大作 該当なし
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146460 公明党千葉総支部 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町１－７６７５－８９ 田村　耕作 伊藤　康平 該当なし

158330 公明党東総総支部 287-0054 千葉県香取市大戸川３９番地 田代　一男 一山　貴志 該当なし

146430 公明党習志野総支部 275-0001 千葉県習志野市東習志野８－３０－１－１１６ 真船　和子 末永　隆 該当なし

158320 公明党野田総支部 278-0031 千葉県野田市中根１８－３ ロータリーパレス２１６ 吉岡　美雪 斉藤　真理 該当なし

140000 公明党船橋総支部 274-0077 千葉県船橋市薬円台３－１７－２６ 林マンション１０３ 松嵜　裕次 松橋　浩嗣 該当なし

167180 公明党北総総支部 273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富１－６－２３ 小易　和彦 斉藤　智子 該当なし

139970 公明党松戸総支部 270-0034 千葉県松戸市新松戸３－２９６　Ｃ－４１０ 織原　正幸 松尾　尚 該当なし

151090 国民民主党千葉県総支部連合会 263-0041 千葉県千葉市中央区新千葉２－５－１４ ニュー芳野ビル５Ｆ 奥野　總一郎 天野　行雄 該当なし

190600 国民民主党千葉県第１総支部 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台８－２７－７ 川合　隆史 田畑　直子 該当なし

182870 国民民主党千葉県第２総支部 262-0042 千葉県千葉市花見川区花島町４３０－８ 段木　和彦 市角　雄幸 該当なし

187530 国民民主党千葉県第３区総支部 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２－９７－９ 奥野　總一郎 白鳥　誠 １号団体

190920 国民民主党千葉県第４総支部 274-0077 千葉県船橋市薬円台６－６－８ 野田　剛彦 堀江　はつ 該当なし

190710 国民民主党千葉県第５区総支部 279-0023 千葉県浦安市高洲４－３－１－９２７号 プラウド新浦安 鴇田　敦 鴇田　恭子 １号団体

190280 国民民主党千葉県第６総支部 271-0086 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町２７４－３－２０２ 松戸　隆政 松戸　恵子 該当なし
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190730 国民民主党千葉県第７総支部 270-0235 千葉県野田市尾崎８３７－４１ 戸田ビル１０２ 礒部　裕和 藤井　俊行 該当なし

190260 国民民主党千葉県第８総支部 277-0922 千葉県柏市大島田２９０－２Ｆ 中田　学 池上　康子 該当なし

190860 国民民主党千葉県第９区総支部 285-0845 千葉県佐倉市西志津１－２０－４ 奥野　總一郎 中野　あかね １号団体

166850 国民民主党千葉県第１０区総支部 287-0001 千葉県香取市佐原ロ２１６４－２ 谷田川　元 宮澤　健 １号団体

190170 国民民主党千葉県第１１総支部 297-0032 千葉県茂原市東茂原１６－１８１ 前田　正志 前田　利佳 該当なし

183550 国民民主党千葉県第１２区総支部 299-1162 千葉県君津市南子安９－５－１１ 奥野　總一郎 平田　悦子 １号団体

188570 国民民主党千葉県第１３区総支部 273-0111 千葉県鎌ケ谷市北中沢２－２１－３５ 針貝　和幸 大芝　芳雄 該当なし

128360 社会民主党市川支部 272-0021 千葉県市川市八幡２－７－２０ 富士物産ビル７０２ 中村　昭司 小川　孝二 該当なし

101880 社会民主党千葉県連合 260-0854 千葉県千葉市中央区長洲１－２２－２ マルセイビル２階 小宮　清子 磯崎　博行 該当なし

118820 社会民主党千葉市支部 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿１－１－１１ 石井ビル２階 細谷　義光 根本　禎一 該当なし

130180 社会民主党流山支部 270-0157 千葉県流山市平和台２－４－３ 広葉ビル２０１ 小宮　清子 荒巻　博 該当なし

119050 社会民主党野田支部 278-0033 千葉県野田市上花輪８６９ 山﨑　三行 逆井　春雄 該当なし

128080 社会民主党松戸支部 271-0077 千葉県松戸市根本４５２ 篠崎建物５０４号 二階堂　剛 鈴木　仲夫 該当なし

180730 自由民主党旭市飯岡支部 289-2706 千葉県旭市下永井７９５－２ 石橋　銀蔵 伊藤　泰文 該当なし
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100910 自由民主党旭市海上支部 289-2606 千葉県旭市清滝４００ 木内　兵衛 島田　和雄 該当なし

105190 自由民主党旭市支部 289-2504 千葉県旭市ニ２０４０ 加瀬　実 鎌形　正勝 該当なし

165980 自由民主党旭市干潟支部 289-0514 千葉県旭市関戸９２ 髙木　利治 柴田　徹也 該当なし

181530 自由民主党我孫子市支部 270-1145 千葉県我孫子市高野山８８ 鈴木　哲夫 椎名　幸雄 該当なし

188220 自由民主党いすみ市支部 298-0004 千葉県いすみ市大原８６５４ 井上　栄弌 中村　松洋 該当なし

111310 自由民主党市川市支部 272-0021 千葉県市川市八幡２丁目２番１４号 竹内　清海 石原　美佐子 該当なし

100350 自由民主党一宮町支部 299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見２５１０ 鵜沢　一男 峰島　弘 該当なし

128370 自由民主党市原市支部 290-0073 千葉県市原市国分寺台中央１－７－１ 鈴木　昌俊 伊藤　重明 該当なし

160340 自由民主党印西市支部 270-1325 千葉県印西市竹袋１７５５ 松本　多一郎 酢﨑　義行 該当なし

148210 自由民主党浦安市支部 279-0041 千葉県浦安市堀江３－２２－１ 有限会社くら内 尾頭　博行 駒田　浩治 該当なし

139440 自由民主党大網白里市支部 299-3251 千葉県大網白里市大網１９２５ 秋葉　一雄 浦山　光晴 該当なし

139430 自由民主党大多喜町支部 298-0207 千葉県夷隅郡大多喜町泉水６８３番地２ 高梨　茂 根本　年生 該当なし

139040 自由民主党御宿町支部 299-5105 千葉県夷隅郡御宿町岩和田１０１０ 石田　義廣 瀧口　義雄 該当なし

139690 自由民主党柏市支部 277-0805 千葉県柏市大青田７９９ 寺嶋　佳一 増田　重雄 該当なし



コード 政治団体名称 郵便番号 住所 マンション名 代表者 会計責任者
国関
団体

政治団体名簿（令和元年12月31日現在）

139670 自由民主党勝浦市支部 299-5225 千葉県勝浦市墨名７３２番地 小高　伸太 井上　和也 該当なし

166010 自由民主党香取市小見川支部 289-0304 千葉県香取市下小堀６１７ 増田　一男 長嶋　建夫 該当なし

140080 自由民主党香取市栗源支部 287-0105 千葉県香取市沢２８４７－１６ 工藤　安彦 小倉　勝雄 該当なし

173980 自由民主党香取市佐原支部 287-0003 千葉県香取市佐原イ５０３ 木内　志郎 谷田部　昇一 該当なし

173640 自由民主党香取市山田支部 289-0423 千葉県香取市小川８２９ 林　信行 向後　和夫 該当なし

130720 自由民主党鎌ケ谷市支部 273-0132 千葉県鎌ケ谷市粟野１５３ 石井　一美 石井　実 該当なし

140060 自由民主党鴨川市支部 296-0001 千葉県鴨川市横渚１４８１－３ 鈴木　美一 川崎　浩之 該当なし

131320 自由民主党木更津市支部 292-0066 千葉県木更津市新宿１－３ 柴野ビル２階 松田　紀道 近藤　司 該当なし

156530 自由民主党君津市支部 299-1152 千葉県君津市久保３－１１－４ 川名　寛章 鈴木　幸雄 該当なし

173520 自由民主党鋸南町支部 299-1902 千葉県安房郡鋸南町保田１３２２ 関熊　功 白石　富博 該当なし

160080 自由民主党九十九里町支部 283-0105 千葉県山武郡九十九里町粟生９７７ 大矢　吉明 望月　秀夫 該当なし

139070 自由民主党神崎町支部 289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿２１１２ 成毛　恒雄 篠田　安之 該当なし

166150 自由民主党栄町支部 270-1513 千葉県印旛郡栄町酒直１７１８－１３８ 藤村　勉 大野　徹夫 該当なし

101190 自由民主党佐倉市支部 285-0811 千葉県佐倉市表町３－６－２８ 伊藤　昌弘 大崎　進一 該当なし
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148300 自由民主党山武市山武支部 289-1212 千葉県山武市木原２０５４－２ 宍倉　弘康 石橋　益実 該当なし

163750 自由民主党山武市成東支部 289-1345 千葉県山武市津辺２０７ 中村　幸雄 廣口　芳治 該当なし

139870 自由民主党山武市蓮沼支部 289-1802 千葉県山武市蓮沼ロ３０４０ 高知尾　正義 林　政利 該当なし

165780 自由民主党山武市松尾支部 289-1537 千葉県山武市松尾町借毛本郷５９８ 小川　良一 布施　定一 該当なし

139030 自由民主党酒々井町支部 285-0913 千葉県印旛郡酒々井町墨７４ 髙﨑　長雄 杉浦　秀夫 該当なし

139120 自由民主党芝山町支部 289-1605 千葉県山武郡芝山町大台２５３５－７ 勝又　勇 麻生　孝之 該当なし

173420 自由民主党白子町支部 299-4214 千葉県長生郡白子町驚８０ 大多和　正之 梅澤　哲夫 該当なし

160230 自由民主党白井市支部 270-1421 千葉県白井市白井３９７ 秋本　享志 血脇　敏行 該当なし

166260 自由民主党匝瑳市八日市場支部 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ１３８－１０ 宇野　裕 木村　政夫 該当なし

140180 自由民主党袖ケ浦市支部 299-0212 千葉県袖ケ浦市三箇５０２－６ 岡田　實 真藤　人見 該当なし

166820 自由民主党多古町支部 289-2315 千葉県香取郡多古町御所台２００ 土井　清司 飯田　良一 該当なし

139180 自由民主党館山市支部 294-0037 千葉県館山市長須賀４７０－１ 三澤　智 眞汐　眞一 該当なし

193300 自由民主党千葉県旭市第一支部 289-2516 千葉県旭市ロ－１５５１－４ 髙橋　秀典 金澤　俊和 該当なし

173770 自由民主党千葉県我孫子市第一支部 270-1138 千葉県我孫子市下ケ戸１８２５ 今井　勝 根本　喜直 該当なし
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187770 自由民主党千葉県いすみ市第一支部 298-0004 千葉県いすみ市大原６１２８－１ 小路　正和 久我　司 該当なし

140580 自由民主党千葉県遺族会支部 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天３－１６－１ 丁子　源三郎 星野　咲代 該当なし

172920 自由民主党千葉県市川市第四支部 272-0021 千葉県市川市八幡３－２９－２０ 秋葉ビル３階 鈴木　衛 小倉　百代 該当なし

181100 自由民主党千葉県市川市第五支部 272-0022 千葉県市川市鬼越２－５－８ 坂下　茂樹 横山　裕加 該当なし

193180 自由民主党千葉県市川市第六支部 272-0121 千葉県市川市末広１－１０－４ 田中　幸太郎 高根　英樹 該当なし

158950 自由民主党千葉県市川市第十一支部 272-0825 千葉県市川市須和田２丁目３３番９号 海津　勉 海津　文子 該当なし

156740 自由民主党千葉県市原市第二支部 290-0062 千葉県市原市八幡３３１－３ 鈴木　昌俊 三嶋　久子 該当なし

187670 自由民主党千葉県市原市第三支部 290-0556 千葉県市原市本郷４８６－１ 伊豆倉　雄太 齋藤　康夫 該当なし

173190 自由民主党千葉県印西市第一支部 270-1326 千葉県印西市木下１５２１－１２５ 瀧田　敏幸 瀧田　栄美子 該当なし

193240 自由民主党千葉県浦安市第一支部 279-0042 千葉県浦安市東野１－２３－１２ パレドール・イースト１１６号室 宮坂　奈緒 髙梨　義成 該当なし

172890 自由民主党千葉県浦安市第三支部 279-0041 千葉県浦安市堀江３－２２－１ 有限会社くら内 内田　悦嗣 内田　加代子 該当なし

168370 自由民主党千葉県大網白里市第一支部 299-3251 千葉県大網白里市大網１５５ 阿井　伸也 石原　栄一 該当なし

159700 自由民主党千葉県柏市第一支部 277-0931 千葉県柏市藤ケ谷６４５ 浜田　穂積 川上　治夫 該当なし

182960 自由民主党千葉県柏市第二支部 277-0065 千葉県柏市光ケ丘２－２５－３７ 中澤　裕隆 山路　善一郎 該当なし
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182650 自由民主党千葉県勝浦市・夷隅郡第一支部 299-5225 千葉県勝浦市墨名７３２ 小高　伸太 高梨　清香 該当なし

187600 自由民主党千葉県香取市香取郡第二支部 287-0003 千葉県香取市佐原イ４１８７－３　２Ｆ 戸村　勝幸 大木　茂秀 該当なし

174910 自由民主党千葉県香取市第二支部 287-0002 千葉県香取市北２－１３－２３ 伊藤　和男 伊藤　晴夫 該当なし

139720 自由民主党千葉県看護連盟支部 260-0843 千葉県千葉市中央区末広５丁目８番６号 大松ビル３０２号 藤澤　里子 阿津　公子 該当なし

172000 自由民主党千葉県木更津市第一支部 292-0838 千葉県木更津市潮浜１－１７－５８ 渡辺　芳邦 田村　利男 該当なし

188660 自由民主党千葉県木更津市第二支部 292-0805 千葉県木更津市大和２－６－８－１０３ 森　岳 和田　啓 該当なし

157210 自由民主党千葉県君津市第二支部 299-1152 千葉県君津市久保３－１１－４ 川名　寛章 鈴木　令子 該当なし

144940 自由民主党千葉県議友会支部 262-0855 千葉県千葉市中央区市場町２番１３号 平野　衛 鹿児島　実 該当なし

157280 自由民主党千葉県建設支部 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港１丁目１３番１号 千葉県建設業センタ－５Ｆ 畔蒜　毅 大林　正章 該当なし

139740 自由民主党千葉県港湾支部 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町４－２２ 岡田　孝 小川　大輔 該当なし

156990 自由民主党千葉県佐倉市第二支部 285-0818 千葉県佐倉市寺崎２２９５－１ 密本　俊一 密本　成章 該当なし

173080 自由民主党千葉県佐倉市第三支部 285-0837 千葉県佐倉市王子台６－１－８ 西田　三十五 東　清 該当なし

168490 自由民主党千葉県参議院選挙区第四支部 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町２－１３ 千葉自由民主会館３０１号 石井　準一 山田　光男 １号団体

176840 自由民主党千葉県参議院選挙区第五支部 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町２－３ 三愛記念病院別棟 猪口　邦子 斎藤　久代 １号団体
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183270 自由民主党千葉県参議院選挙区第六支部 276-0046 千葉県八千代市大和田新田３１０番地 豊田　俊郎 松田　勝男 １号団体

188160 自由民主党千葉県参議院選挙区第七支部 260-0013 千葉県千葉市中央区中央４－１２－１２ 中央土地建物ビル２０２号室 元榮　太一郎 大堀　将和 １号団体

182620 自由民主党千葉県山武郡第一支部 289-1754 千葉県山武郡横芝光町坂田１１２ 實川　隆 小関　正雄 該当なし

191880 自由民主党千葉県山武市山武郡第二支部 289-1516 千葉県山武市松尾町田越７５６番地３ 小野﨑　正喜 鈴木　克彦 該当なし

172910 自由民主党千葉県山武市第一支部 289-1223 千葉県山武市埴谷１８６７－３５ 松下　浩明 松下　淳子 該当なし

119840 自由民主党千葉県歯科医師支部 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港３２－１７ 氏家　照幸 最首　一浩 該当なし

101200 自由民主党千葉県支部連合会 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町２番１３号 櫻田　義孝 平野　衛 該当なし

139190 自由民主党千葉県神政連支部 260-0001 千葉県千葉市中央区都町１１１７－２３ 千葉県神社庁内 八劔　隆 千葉　敏 該当なし

167390 自由民主党千葉県匝瑳市第一支部 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ１３８－１０ 宇野　裕 木村　政夫 該当なし

173550 自由民主党千葉県袖ケ浦市第二支部 299-0236 千葉県袖ケ浦市横田４１３－９ 江野澤　吉克 江野澤　弘治 該当なし

179180 自由民主党千葉県第一選挙区支部 260-0013 千葉県千葉市中央区中央４－１３－３１ 高嶋ビル１０１ 門山　宏哲 櫻井　真人 １号団体

177120 自由民主党千葉県第二選挙区支部 276-0033 千葉県八千代市八千代台南１－３－５ ＹＹビル１階 小林　鷹之 渡邊　寛 １号団体

139480 自由民主党千葉県第３選挙区支部 290-0072 千葉県市原市西国分寺台１－１６－１６ 松野　博一 曽我　陽一郎 １号団体

186060 自由民主党千葉県第四選挙区支部 273-0011 千葉県船橋市湊町１－２－２１－２０１ 木村　哲也 田草川　勇 １号団体
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139500 自由民主党千葉県第五選挙区支部 272-0021 千葉県市川市八幡２－１６－２０－２０３ 薗浦　健太郎 仲田　道治 １号団体

158180 自由民主党千葉県第六選挙区支部 270-2241 千葉県松戸市松戸新田５９２ 渡辺　博道 加藤　正 １号団体

139520 自由民主党千葉県第七選挙区支部 270-0119 千葉県流山市おおたかの森北１－５－２ セレーナおおたかの森２階 斎藤　健 安藤　辰生 １号団体

139530 自由民主党千葉県第８選挙区支部 277-0814 千葉県柏市正連寺３７３－３ 桜田　義孝 山口　加代子 １号団体

179970 自由民主党千葉県第九選挙区支部 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町３６０－２１ 秋本　真利 浅井　充男 １号団体

139550 自由民主党千葉県第十選挙区支部 286-0033 千葉県成田市花崎町７８７－１ オバタビル３階 林　幹雄 川嶋　薫 １号団体

139560 自由民主党千葉県第十一選挙区支部 297-0016 千葉県茂原市木崎２８４－１０ 森　英介 坂本　一二三 １号団体

167160 自由民主党千葉県第十二選挙区支部 292-0066 千葉県木更津市新宿１－３ 柴野ビル２階 浜田　靖一 近藤　司 １号団体

177770 自由民主党千葉県第十三選挙区支部 270-1328 千葉県印西市木下南２－１０－９ 白須賀　貴樹 吉岡　幹雄 １号団体

122270 自由民主党千葉県宅建支部 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港１丁目１７番３号 貝川　和正 高橋　弘明 該当なし

188520 自由民主党千葉県館山市第一支部 294-0037 千葉県館山市長須賀４７０－１ 三沢　智 眞汐　眞一 該当なし

158460 自由民主党千葉県千葉市稲毛区第一支部 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台２－６－８ レジデンス阿部４０１号 阿部　紘一 岡戸　一郎 該当なし

188880 自由民主党千葉県千葉市稲毛区第十一支部 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台２－９－１ 川村ビルＡ－２０２ 阿部　智 安藤　雅敬 該当なし

389800 自由民主党千葉県千葉市稲毛区第十二支部 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町１１２－１ 小松﨑　文嘉 河部　竜二 該当なし
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180650 自由民主党千葉県千葉市中央区第一支部 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１４０８ 本間　進 本間　武久 該当なし

157020 自由民主党千葉県千葉市中央区第二支部 260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町５９４ 佐野　彰 初芝　良明 該当なし

173510 自由民主党千葉県千葉市中央区第十一支部 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿１丁目４番１９号 向後　保雄 山下　利枝 該当なし

156820 自由民主党千葉県千葉市中央区第十二支部 260-0814 千葉県千葉市中央区南生実町１２２４－２ 中島　賢治 中島　令奈 該当なし

158680 自由民主党千葉県千葉市中央区第十三支部 260-0013 千葉県千葉市中央区中央３－８－８ 中央ＣＩＢ３階 臼井　正人 斎藤　悦子 該当なし

192450 自由民主党千葉県千葉市中央区第十四支部 260-0034 千葉県千葉市中央区汐見丘町９－１２－３０１ 植草　毅 篠藤　晶子 該当なし

157400 自由民主党千葉県千葉市花見川区第一支部 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１－１６－１２ 宍倉　登 宍倉　信子 該当なし

168250 自由民主党千葉県千葉市花見川区第十三支部 262-0042 千葉県千葉市花見川区花島町４８０－６ 川村　博章 鈴木　富子 該当なし

192440 自由民主党千葉県千葉市緑区第一支部 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘３－５１－１０ 関　政幸 鳰川　隆士 該当なし

157590 自由民主党千葉県千葉市緑区第十一支部 266-0011 千葉県千葉市緑区鎌取町２３０ 森　茂樹 森　大和 該当なし

157990 自由民主党千葉県千葉市緑区第十二支部 267-0051 千葉県千葉市緑区上大和田町２５３番地 石井　茂隆 石井　和子 該当なし

156900 自由民主党千葉県千葉市緑区第十三支部 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町２－２１－１１８９ 三須　和夫 曽我部　幸吉 該当なし

164060 自由民主党千葉県千葉市美浜区第一支部 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲１－９－７－２ 臼井　正一 櫻木　英一郎 該当なし

182430 自由民主党千葉県千葉市美浜区第十一支部 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町２－１９－１０－２０７ 松坂　吉則 今村　敏昭 該当なし
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191710 自由民主党千葉県千葉市美浜区第十二支部 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町２－２３－１－１階 鷲見　隆仁 戸谷　三男 該当なし

183220 自由民主党千葉県千葉市若葉区第十一支部 264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町１０３２－８１ 小川　智之 小迫　尊光 該当なし

138940 自由民主党千葉県中政連支部 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町３３－１ ベルファースト５Ｆ 伊藤　吉伸 伊藤　るり 該当なし

164260 自由民主党千葉県銚子市東庄町第一支部 288-0044 千葉県銚子市西芝町１３－２０ 信田　光保 信田　恭子 該当なし

193070 自由民主党千葉県銚子市東庄町第二支部 288-0041 千葉県銚子市中央町１８－１１ 宮川　太 丸山　淳子 該当なし

157600 自由民主党千葉県長生郡第二支部 299-4203 千葉県長生郡白子町剃金２７０４－２ 酒井　茂英 酒井　洋茂 該当なし

189370 自由民主党千葉県ちんたい支部 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町２－１５－２０５ 山中　操 藤野　宏治 該当なし

139170 自由民主党千葉県電気通信支部 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１４－１オーベル稲毛３０５号 藤倉　幸一 高梨　一昭 該当なし

157030 自由民主党千葉県東金市第一支部 283-0005 千葉県東金市田間１丁目１２－１２ 石橋　清孝 石橋　賢一 該当なし

117350 自由民主党千葉県ときわ会支部 260-8551 千葉県千葉市中央区弁天２－２３－２ ＪＲ千葉支社総合ビル１階 弭間　俊則 宇野　誠 該当なし

186630 自由民主党千葉県富里市第二支部 286-0221 千葉県富里市七栄６４６－７５９ 五十嵐　博文 香取　德樹 該当なし

187500 自由民主党千葉県トラック支部 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港２１２番地１０ 角田　正一 髙安　茂 該当なし

174860 自由民主党千葉県流山市第一支部 270-0163 千葉県流山市南流山４－１－８－１１０５ 武田　正光 武田　亜里妙 該当なし

157360 自由民主党千葉県習志野市第一支部 275-0001 千葉県習志野市東習志野３－５－１ 佐藤　健二郎 小平　武信 該当なし
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192710 自由民主党千葉県習志野市第十一支部 275-0026 千葉県習志野市谷津５－２９－６ 関根　洋幸 髙家　國郎 該当なし

184010 自由民主党千葉県成田市第一支部 286-0025 千葉県成田市東町１５５－３ 小池　正昭 大木　智之 該当なし

173530 自由民主党千葉県成田市第三支部 286-0134 千葉県成田市東和田５６９ なるげや陶器ビル３階Ｄ号 林　幹人 宮田　明俊 該当なし

169530 自由民主党千葉県野田市第二支部 278-0042 千葉県野田市吉春８３６ 木名瀬　捷司 長谷川　清一 該当なし

135250 自由民主党千葉県秘書会支部 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町２番１３号 曽我　陽一郎 鹿児島　実 該当なし

167380 自由民主党千葉県ヒュ－マンライツ支部 277-0081 千葉県柏市富里１－１－１ Ｍ＆Ｒビル３ 木村　仁 中島　国伸 該当なし

173430 自由民主党千葉県富津市第一支部 299-1861 千葉県富津市金谷２１８０番地 吉本　充 都倉　康宏 該当なし

181810 自由民主党千葉県船橋市第三支部 273-0001 千葉県船橋市市場５－１－２１ 斉藤　守 田久保　健美 該当なし

192730 自由民主党千葉県船橋市第五支部 273-0031 千葉県船橋市西船３－８－２８ 中村　実 田久保　捷三 該当なし

160540 自由民主党千葉県船橋市第十一支部 274-0807 千葉県船橋市咲が丘４丁目２０番４０号 滝口　宏 三上　富夫 該当なし

165540 自由民主党千葉県船橋市第十二支部 274-0072 千葉県船橋市三山５－５１－１５ 七戸　俊治 七戸　靖子 該当なし

190130 自由民主党千葉県船橋市第十四支部 274-0824 千葉県船橋市前原東１－１６－１ 長野　春信 川端　創 該当なし

119220 自由民主党千葉県文教振興支部 299-1142 千葉県君津市坂田２７２ 富士食品内 秋元　直人 麻生　靖二 該当なし

156860 自由民主党千葉県松戸市第一支部 271-0064 千葉県松戸市上本郷４５６３ 本清　秀雄 伊藤　静雄 該当なし
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162860 自由民主党千葉県松戸市第二支部 270-2232 千葉県松戸市和名ケ谷１０４５ 河上　茂 湯浅　達夫 該当なし

172770 自由民主党千葉県南房総市・安房郡第一支部 295-0005 千葉県南房総市千倉町牧田１６４－１ 木下　敬二 田村　正義 該当なし

175420 自由民主党千葉県茂原市第一支部 297-0037 千葉県茂原市早野２１３０ 鶴岡　宏祥 鶴岡　三枝子 該当なし

116890 自由民主党千葉県薬剤師支部 260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町９－２ 杉浦　邦夫 岸本　雅邦 該当なし

182150 自由民主党千葉県八街市第一支部 289-1116 千葉県八街市中央２０－１１ 山本　義一 清水　篤 該当なし

184750 自由民主党千葉県八千代市第一支部 276-0046 千葉県八千代市大和田新田１０９２－７ 茂呂　剛 結城　慶一 該当なし

184320 自由民主党千葉県八千代市第十一支部 276-0022 千葉県八千代市上高野１２２０－７ 嵐　芳隆 大久保　貴幸 該当なし

188720 自由民主党千葉県八千代市第十五支部 276-0046 千葉県八千代市大和田新田４１６ 大塚　裕介 横山　雄大 該当なし

191030 自由民主党千葉県八千代市第十六支部 276-0022 千葉県八千代市上高野１３０９－１ 西村　幸吉 小笠原　裕 該当なし

184080 自由民主党千葉県郵政政治連盟支部 298-0025 千葉県いすみ市山田１７３５ 長谷川　英晴 秋月　美敏 該当なし

158850 自由民主党千葉県理容支部 260-0033 千葉県千葉市中央区春日１丁目２２番４号 増田　稔 増田　光正 該当なし

101650 自由民主党千葉市連合支部 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町２－１３ 佐野　彰 平野　衛 該当なし

165770 自由民主党銚子市支部 288-0837 千葉県銚子市長塚町１－４８５ 金島　弘 片山　貴夫 該当なし

139270 自由民主党長生村支部 299-4322 千葉県長生郡長生村驚１５６ 東間　永次 阿井　市郎 該当なし
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139400 自由民主党長南町支部 297-0111 千葉県長生郡長南町須田２８２ 板倉　正勝 大倉　正幸 該当なし

137310 自由民主党東金市支部 283-0005 千葉県東金市田間１－１２－１２ 石橋　清孝 坂本　賀一 該当なし

121500 自由民主党東庄町支部 289-0627 千葉県香取郡東庄町粟野１４３８ 鎌形　寿一 大網　正敏 該当なし

139260 自由民主党富里市支部 286-0221 千葉県富里市七栄５３２ 鈴木　英吉 香取　徳樹 該当なし

139880 自由民主党長柄町支部 297-0234 千葉県長生郡長柄町長柄山８４７ 月岡　清孝 山﨑　悦功 該当なし

139920 自由民主党流山市支部 270-0163 千葉県流山市南流山４－１－８－１１０５ 武田　正光 岩佐　祥一 該当なし

134770 自由民主党習志野市支部 275-0001 千葉県習志野市東習志野３－５－１ 佐藤　正己 小平　武信 該当なし

140500 自由民主党成田市支部 286-0037 千葉県成田市橋賀台２－４－１ 宇都宮高明事務所内 宇都宮　高明 荒木　博 該当なし

117110 自由民主党２１世紀千葉をつくる会 292-0014 千葉県木更津市高柳２－３－２７ 金子　徹司 沢田　明憲 該当なし

139610 自由民主党野田市支部 278-0042 千葉県野田市吉春８３６ 木名瀬　捷司 金子　邦雄 該当なし

139650 自由民主党富津市支部 293-0036 千葉県富津市千種新田１８０ 鈴木　利一朗 平野　英男 該当なし

101990 自由民主党船橋市支部 273-0011 千葉県船橋市湊町１－２－２１－２０１ 斉藤　守 赤坂　典子 該当なし

166090 自由民主党松戸市支部 270-0035 千葉県松戸市新松戸南１－４７１ 中川　英孝 大谷　茂範 該当なし

184400 自由民主党南房総市支部 299-2525 千葉県南房総市加茂１７１６ 野宮　紀昭 笹子　敏彦 該当なし
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166720 自由民主党睦沢町支部 299-4401 千葉県長生郡睦沢町寺崎８２７ 市原　重光 田中　憲一 該当なし

103950 自由民主党茂原市支部 299-4123 千葉県茂原市下太田１９４－４ 常泉　健一 鈴木　敏文 該当なし

139160 自由民主党八街市支部 289-1104 千葉県八街市文違３０１ 会嶋　誠治 古川　宏史 該当なし

149490 自由民主党八千代市支部 276-0046 千葉県八千代市大和田新田１０９２－７ 茂呂　剛 山浦　恭宏 該当なし

139600 自由民主党横芝光町光支部 289-1715 千葉県山武郡横芝光町芝崎７７９ 野村　和好 越川　浩 該当なし

139130 自由民主党横芝光町横芝支部 289-1744 千葉県山武郡横芝光町木戸台１３７７ 伊藤　齊紀 清宮　清一 該当なし

139630 自由民主党四街道市支部 284-0037 千葉県四街道市中台６１３ 小金井　貞夫 今井　繁男 該当なし

188440 千葉維新の会 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１７－７ 三愛谷津ビル３０１ 馬場　伸幸 佐藤　浩 該当なし

188590 日本維新の会衆議院千葉県第２選挙区支部 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１７－７ 三愛谷津ビル３０１ 藤巻　健太 市瀬　健治 １号団体

192500 日本維新の会衆議院千葉県第５選挙区支部 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１７－７－３０１ 椎木　保 碇　策行 １号団体

100540 日本共産党千葉県委員会 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉３－１６－１５ 浮揚　幸裕 大西　航 該当なし

116250 日本共産党千葉県市川浦安地区委員会 272-0021 千葉県市川市八幡２－８－２ 渡辺　正二 田村　律子 該当なし

158620 日本共産党千葉県印旛地区委員会 285-0025 千葉県佐倉市鏑木町４８７番５ 鴨志田　安代 鈴木　幸子 該当なし

102410 日本共産党千葉県西部地区委員会 274-0805 千葉県船橋市二和東６－４１－２０ 鎌田　裕一 深津　俊郎 該当なし
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100210 日本共産党千葉県中部地区委員会 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町５－２５５－１ 小倉　忠平 庭田　恵子 該当なし

100220 日本共産党千葉県東葛地区委員会 277-0052 千葉県柏市増尾台１－２－１６ 髙橋　敏 小野里　定良 該当なし

102400 日本共産党千葉県東部地区委員会 297-0029 千葉県茂原市高師５７１－６ 椎名　史明 蕨　真 該当なし

102420 日本共産党千葉県南部地区委員会 292-0066 千葉県木更津市新宿１２－９ 篠崎　典之 日高　雅弘 該当なし

102430 日本共産党千葉県北部地区委員会 289-2516 千葉県旭市ロ１４０４－１ 笠原　正実 坂本　弘毅 該当なし

116210 日本共産党千葉県松戸．鎌ケ谷地区委員会 270-2252 千葉県松戸市千駄堀１８１０－２ 横堀　渉 野村　みつゑ 該当なし

192140 立憲民主党千葉県参議院選挙区第１総支部 277-0021 千葉県柏市中央町５－２１－７０５ 長浜　博行 副島　浩 １号団体

189950 立憲民主党千葉県第３区総支部 299-0107 千葉県市原市姉崎海岸２７番地 岡島　一正 坂本　浩成 １号団体

193940 立憲民主党千葉県第５区総支部 279-0022 千葉県浦安市今川４－２－２－１ 矢崎　堅太郎 赤松　孝一 １号団体

189880 立憲民主党千葉県第６区総支部 271-0076 千葉県松戸市岩瀬１５３－１ アセッツ松戸１階 生方　幸夫 福島　靖男 １号団体

193880 立憲民主党千葉県第８区総支部 277-0863 千葉県柏市豊四季９４９－９ジュンカ南柏１０１号室 本庄　知史 芳野　泰崇 １号団体

189870 立憲民主党千葉県第１３区総支部 273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富６－１－７　３階 宮川　伸 窪田　優 １号団体

189920 立憲民主党千葉県連合 260-0013 千葉県千葉市中央区中央４－３－５ カンガルービル４階 生方　幸夫 岡島　一正 該当なし


