
 
第 5 期 代議員選挙結果（当選者一覧） 

 （敬称略） 
支部名 定数 当選者名 

道南 9名 
渡辺 有亮 荒 万佐大 畠山 功 羽澤 晃士 松田 泰樹 
吉田 俊教 川村 繁夫 笠原 毅 成田 征司  

日胆 9名 
加賀谷 芳夫 成川 智聡 山田 幸信 藤本 徹 岩城 佳孝 
森田 学 山口 沙央里 横部 護 芳賀 浩司  

札幌 30名 

尾山 陽平 山本 祐司 鈴木 由紀子 高國 憲二 二ツ森 竜也 
松本 尚 梅原 靖孝 佐藤 一浩 河野 伸吾 佐々木 智教 
塩原 貴之 宮澤 亜紀 田仲 愛 佐藤 喜亮 村上 功一 
芳賀 貴幸 清水 幸恵 武田 祐貴 黒澤 祝 山本 ともみ 
三谷 有司 只石 朋仁 竹林 康弘 阿部 隆宏 小熊 英敏 

高橋 友哉 金田 直樹 高島 朋貴 中村 孝志 稲野辺 良太 

石狩 8名 
竹ヶ原 智行 岡本 康世 本田 欣誠 中村 宏明 澤田 大輔 
奥山 広章 小川 哲広 中塩 裕也  

後志 7名 
中黒 渉 髙橋 禎泰 前川 弘恒 宇治 俊弥 髭内 紀幸 

藤田 博之 堀 享一  

空知 7名 
原口 迪大 畠山 尚之 境 雅樹 木下 伸大 横井 健二 

南坂 仁 上村 賢  

道北 10 名 
尾形 俊宗 木村 和久 千葉 恒 近藤 伸英 齊藤 浩平 
阿部 慎一 太田 雄介 岩瀧 廣大 松野 弘実 片野 真奈未 

十勝 8名 
西向 弘樹 中薮 幸広 林 達也 小岩 幹 橋本 久枝 
小野寺 誠二 島田 崇光 柳澤 秀明  

釧根 6名 
馬渕 裕介 中川 裕貴 川辺 大樹 沼口 託也 竹内 恵一 

金丸 深  

道東 6名 
庄司 寛 大森 達也 箭内 一浩 君島 菜実絵 天坂 修一郎 
田中 亮人  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



補欠の代議員選挙結果（補欠順で掲載） 
（敬称略） 

支部名 定数 当選者名 

道南 3名 １．井上 友太 ２．千田 伸一 ３．湯浅 敦智 

日胆 3名 １．工藤 悠平 ２．太田 徹 ３．佐藤 真二 

札幌 6名 

１．宮坂 智哉 ２．佐々木 亮介 ３．及川 哲史 

４．小林 万里子 ５．山本 理恵子 ６．佐々木 和広 

石狩 3名 １．家入 章 ２．澤野 純平 ３．青山 花奈恵 

後志 3名 １．松村 真満 ２．菅田 葉月 ３．佐藤 誠一 

空知 3名 １．三澤 直樹 ２．佐藤 貴一 ３．佐藤 克己 

道北 3名 １．金田 由希 ２．宇佐美 信一 ３．糸田 英基 

十勝 3名 １．堀 智貴 ２．橋本 明典 ３．塚田 貴紀 

釧根 3名 １．北所 大輔 ２．田口 暢秀 ３．青木 裕也 

道東 3名 １．宮嶋 徳宜 ２．旭 郁美 ３．石田 和輝 
 
 
 
 
 
 


