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議席
番号

氏名 所属
会派

郵便番号 住所 電話番号 e-mail ホームページ 生まれ プロフィールの参考リンク

1 柳　田　　　力 自　民 333-0866 大字芝6906番地36 266-1466 昭和48年 http://www.senkyo.janjan.jp/bin/candidate/profile/profile.php?id=135821

2 関　　　裕　通 自　民  332-0003 東領家２丁目６番５－103号 222-8323 ｓｅｋｉｓｅｋｉ＠ｃａｂｌｅｎｅｔ.ｎｅ.ｊｐ http://www.gogoseki.com/index.html 昭和48年6月22日

3 若　谷　正　巳 自　民 333-0861 柳崎１丁目10番６号 264-3200 sospteqz@tcat.ne.jp http://www.tcat.ne.jp/~wakaya/ 昭和40年12月29日

4 吉　田　英　司 自　民  333-0866 芝４丁目20番19号 267-1741 eiji930@sainet.or.jp http://freett.com/eiji930/ 昭和46年9月30日

5 江　袋　正　敬 公　明 332-0016 幸町２丁目12番24－303号 259-0081 mf-sky.96-03@m2.pbc.ne.jp http://ebukuro-masanori.com/ 昭和45年7月

6 市　原　光　吉 無所属 333-0854 芝富士１丁目16番19号 268-1243 koukiti@cablenet.ne.jp http://k-itihara.hp.infoseek.co.jp/ 昭和28年12月17日

7 山　﨑　　　豊 無所属 334-0071 大字安行慈林147番地13 281-0772 昭和19年 http://www.senkyo.janjan.jp/bin/candidate/profile/profile.php?id=135814

8 光　田　直　之 民主ク 334-0056 大字峯901番地305 291-3383 昭和35年 http://www.senkyo.janjan.jp/diet/profile/0052/00052728.html

9 白　根　大　輔 民主ク  332-0001 朝日２丁目20番１号 222-7307 daisukeshirane@coffee.ocn.ne.jp http://www.daisuke.hello-net.info/ 昭和54年5月13日

10 谷　川　恵　子 民主ク  333-0811 戸塚３丁目11番８号 294-0241 info@tanikawakeiko.net http://www.tanikawakeiko.net/ 昭和27年

11 稲　川　和　成 自　民  333-0866 芝２丁目26番18号 266-1722
semento@mocha.ocn.ne.jp
info@inagawa-kazunari.com

http://www.inagawa-kazunari.com/ 昭和39年9月22日

12 高　橋　英　明 自　民 333-0847 芝中田２丁目９番６号 262-5808 hi de@ho-ken. j p http://hideaki.or2.ne.jp/ 昭和38年5月10日

13 宇田川　好　秀 自　民 334-0059 大字安行1117番地 294-3131 uda3344@yahoo.co.jp http://y-udagawa.jp/ 昭和37年5月21日

14 板　橋　智　之 自　民  334-0063 大字東本郷1030番地 281-5246 itaba-fp@sainet.or.jp http://itabashi.sailog.jp/ 昭和36年11月4日

15 萩　原　一　寿 公　明 333-0848 芝下２丁目13番５号 266-2076 dtmp-a0509ka@diamond.broba.cc http://www.hagiwara-kazuhisa.com/ 昭和41年8月

16 芝　﨑　正　太 公　明 332-0035 西青木１丁目８番20号 255-6440 shiba-pmr@s5.dion.ne.jp http://shibasaki-syouta.com/ 昭和38年9月11日

17 幡　野　　　茂 公　明  334-0056 大字峯1224番地６ 297-6115 hatano-ssk@bz01.plala.or.jp http://hatano-shigeru.com/ 昭和34年5月

18 近　藤　　　豊 民主ク  333-0845 上青木西４丁目14番13号 262-6008 昭和36年 http://www.senkyo.janjan.jp/bin/candidate/profile/profile.php?id=135779

19 木　岡　　　崇 共　産 333-0851 芝新町８番29号 266-6128 http://blog.goo.ne.jp/kioka-takashi/ 昭和51年

20 松　本　幸　恵 共　産  332-0032 中青木３丁目９番１－317号 255-5977 昭和51年3月20日 http://www.senkyo.janjan.jp/diet/profile/0014/00014118.html

21 千　葉　正　明 自　民 332-0035 西青木２丁目10番31号 251-0058 c-m-c@cablenet.ne.jp 昭和35年8月17日 http://www.kc-jimin.gr.jp/profile/chiba.html

22 前　原　博　孝 自　民  334-0074 江戸２丁目４番16号 283-6391 昭和22年4月15日 http://www.kc-jimin.gr.jp/profile/maehara.html

23 池　田　嘉　明 自　民  332-0011 元郷３丁目23番25号 222-3635 昭和19年4月7日 http://www.kc-jimin.gr.jp/profile/ikeda.html

24 篠　田　文　男 自　民  332-0021 西川口３丁目７番24号 252-2124 昭和18年10月26日 http://www.kc-jimin.gr.jp/profile/shinoda.html

25 石　橋　俊　伸 公　明  332-0015 川口２丁目17番48－310号 252-5694 isibasi_t@s4.dion.ne.jp
http://www.ishibashi-
toshinobu.com/

昭和33年8月

26 松　本　  　進 公　明  333-0866 芝２丁目29番11号 265-4183 susumu.matsu@nifty.com
http://www.komei.or.jp/giin/kawagu
chi/matsumoto_susumu/home.html

昭和38年1月2日

27 関　口　京　子 公　明  333-0806 戸塚境町18番19号 296-6590 kyouko270220@yahoo.co.jp http://sekiguchi-kyouko.com/ 昭和27年2月20日

28 唐　澤　義　達 民主ク 332-0023 飯塚２丁目３番３－1307号 251-7325
karasawa@lake.ocn.ne.jp
wewekarasawa@docomo.ne.jp

http://www.karasawa25.jp/ 昭和25年1月1日

29 桜　井　由美子 共　産  333-0831 大字木曽呂477番地16 294-2464 昭和32年3月13日 http://www.senkyo.janjan.jp/bin/candidate/profile/profile.php?id=73166

30 板　橋　博　美 共　産 333-0806 戸塚境町19番15号 298-0703 昭和40年4月3日 http://www.senkyo.janjan.jp/diet/profile/0014/00014135.html

31 岩　澤　勝　徳 自　民  332-0031 青木４丁目13番１号 240-2646 昭和17年3月3日 http://www.kc-jimin.gr.jp/profile/iwasawa.html

32 松　本　英　彦 自　民 332-0017 栄町２丁目12番27号 222-2588 hidehiko@matsumoto.gr.jp http://www.matsumoto.gr.jp/ 昭和22年6月14日

33 田　口　順　子 自　民 332-0034 並木１丁目７番14号 252-8468 昭和17年2月25日 http://www.kc-jimin.gr.jp/profile/taguchi.html

34 豊　田　　　満 自　民 333-0811 大字戸塚4676番地 295-1469 zbm96667@sky.zero.ad.jp 昭和27年8月11日 http://www.kc-jimin.gr.jp/profile/toyoda.html

35 立　石　泰　広 自　民  332-0021 西川口６丁目４番13－101号255-8878 tateishi@sainet.or.jp http://www.sainet.or.jp/~tateishi/ 昭和36年12月3日

36 大　関　修　克 公　明 333-0834 大字安行領根岸945番地12 281-6888 on-08-24@agate.plala.or.jp http://oozeki-nobuyoshi.com/ 昭和26年7月5日

37 阿　部　ひろ子 公　明 334-0057 大字安行原930番地26 296-3723 hirokoab@pastel.ocn.ne.jp http://www.komei.or.jp/giin/kawaguchi/abe_hiroko/昭和24年1月22日

38 最　上　則　彦 無所属  333-0844 上青木２丁目６番28号 265-5895 昭和10年11月14日 http://www.senkyo.janjan.jp/diet/profile/0014/00014113.html

39 星　野　洋　子 共　産  332-0026 南町１丁目10番23号 251-8227 昭和17年1月26日 http://www.senkyo.janjan.jp/diet/profile/0014/00014120.html

40 金　子　信　男 共　産 332-0011 元郷１丁目26番８号 224-2234 昭和13年9月16日 http://www.senkyo.janjan.jp/diet/profile/0014/00014154.html


