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【比例代表】【比例代表】【比例代表】【比例代表】 ※　が新たに加わった候補予定者です。

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 出身地 性別 最終学歴 主　な　経　歴

ﾔﾅｲ ﾋｯｼｮｳ 1961/9/21

福島県大沼

郡金山町

男

早稲田大学社会科学部

早稲田大学大学院政治学研究科(中退)

幸福実現党 党首、元・宗教法人 幸福の科学 常務理

事(兼)広報局長、元・朝日新聞社

※ ﾄｸﾏ 1966/11/11

東京都

目黒区

男 青山学院大学経済学部

幸福実現党 青年局長

アメリカ遊学、トヨタ自動車(株)を経て音楽活動へ

※ ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 1958/7/6

静岡県

静岡市

男 国立沼津工業高等専門学校電気工学科

システムエンジニアを経て、一般財団法人「いじめ

から子供を守ろうネットワーク」代表理事

【選挙区】【選挙区】【選挙区】【選挙区】

選挙区 候補予定者 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 出身地 性別 最終学歴 主　な　経　歴

北海道 森山　佳則 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 1966/12/17

東京都

世田谷区

男 中央大学法学部 幸福の科学 北海道本部巡回支部長

青森県 石田　昭弘 ｲｼﾀ ｱｷﾋﾛ 1958/10/22

青森県

平川市

男 専門学校東京ビジュアルアーツ写真学科

幸福の科学 北東北本部巡回支部長

元・神社神道 神職

岩手県 髙橋　敬子 ﾀｶﾊｼ　ｹｲｺ 1961/12/1

岩手県

盛岡市

女 岩手大学農学部 元・岩手県職員

宮城県 皀　智子 ｻｲｶﾁ　ﾉﾘｺ 1972/6/26

青森県南津

軽郡藤崎町

女

仙台総合ビジネス公務員専門学校情報ビジネス

科

元・(株)JOMOサンエナジー

(現 JX日鉱日石サンエナジー(株))

秋田県 西野　晃 ﾆｼﾉ ｱｷﾗ 1977/1/26

東京都

荒川区

男 国学院大学文学部 幸福の科学　由利本荘支部長

山形県 城取　良太 ｼﾛﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 1977/5/15

東京都

世田谷区

男 成蹊大学経済学部

HS政経塾 第1期卒塾生

幸福の科学　職員

福島県 酒井　秀光 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾐﾂ 1967/9/28

福島県

二本松市

男 福島大学教育学部 元・(株)アックス福島 マネージャー

茨城県 中村　幸樹 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 1964/1/9

茨城県

小美玉市

男 防衛大学校理工学専攻

幸福の科学 練馬西支部長

元・陸上自衛隊

栃木県 杉浦　満春 ｽｷﾞｳﾗ　ﾐﾂﾊﾙ 1968/5/22

静岡県

御前崎市

男 日本大学文理学部

幸福実現党 総務会長代理、元・宗教法人 幸福の科

学 館長・局長補佐、元・企業研修関連企業

群馬県 安永　陽 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｷﾗ 1948/1/20

山口県

岩国市

男 法政大学経済学部

NPO法人 住宅専門消費者センター理事長

元・東京都職員

埼玉県 谷井　美穂 ﾀﾆｲ ﾐﾎ 1962/11/2

東京都

北区

女 東京音楽大学音楽学部 幸福の科学 埼玉本部巡回支部長

千葉県 松島　弘典 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 1957/7/12

岩手県

盛岡市

男 東京都立大学工学部

幸福実現党 研修局長

元・三菱商事(株)

東京都 釈　量子 ｼｬｸ ﾘｮｳｺ 1969/11/10

東京都

小平市

女 国学院大学文学部

幸福実現党 女性局長、元・宗教法人 幸福の科学 常

務理事、元・(株)ネピア

神奈川県 及川　幸久 ｵｲｶﾜ ﾕｷﾋｻ 1960/6/18

神奈川県

横浜市

男

上智大学文学部新聞学科

国際基督教大学大学院行政学研究科修士課程

幸福実現党 外務局長、元・幸福の科学　専務理事

(兼)国際本部長、元・米国メリルリンチ社

候補予定者

矢内　筆勝

トクマ

井澤　一明
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選挙区 候補予定者 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 出身地 性別 最終学歴 主　な　経　歴

新潟県 生越　寛明 ｵｺﾞｾ　ﾋﾛｱｷ 1964/11/23

新潟県

十日町市

男 国立長岡工業高等専門学校機械工学科 幸福の科学 十日町支部長

富山県 吉田　かをる ﾖｼﾀﾞ ｶｦﾙ 1955/3/28

富山県

氷見市

女 お茶の水女子大学家政学部

元・富山県立高等学校講師、NPOいじめから子供を守

ろう！ネットワークとやま代表

石川県 宮元　智 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ 1960/2/23

石川県

白山市

男 金沢大学大学院教育学研究科 幸福の科学 北陸本部巡回支部長（石川担当）

福井県 白川　康之 ｼﾗｶﾜ　ﾔｽﾕｷ 1956/11/27

福井県

越前町

男 福井大学工学部 自営業

山梨県 田邉　丈太郎 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 1980/8/23

千葉県

木更津市

男 東京理科大学工学部 幸福の科学 山梨中央支部長

長野県 味岡　淳二 ｱｼﾞｵｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1959/1/22

長野県

塩尻市

男 日本大学理工学部

ビジネスコンサルティング事業経営

元・セイコーエプソン(株)

岐阜県 加納  有輝彦 ｶﾉｳ ﾕｷﾋｺ 1960/9/12

岐阜県加茂

郡七宗町

男 国立岐阜工業高等専門学校建築学科

元・国際電信電話(株)

元・古田酒造(資)

静岡県 中野　雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 1974/2/2

長野県

安曇野市

男 早稲田大学大学院経済学研究科 幸福の科学 静岡支部長

愛知県 中根　裕美 ﾅｶﾈ ﾋﾛﾐ 1974/7/4

大阪府

高槻市

女 平安女学院大学短期大学部保育科

保育士

民間託児所 副園長

三重県 小川　俊介 ｵｶﾞﾜ　ｼｭﾝｽｹ 1972/1/27

三重県

四日市市

男

帝京大学法学部

財団法人モラロジー研究所モラロジー専攻塾

幸福の科学 松阪支部長

元・政治家秘書、元・幸福実現党本部 部長代理

滋賀県 荒川　雅司 ｱﾗｶﾜ　ﾏｻｼ 1975/5/20

滋賀県

野洲市

男 福井大学工学部 幸福の科学 滋賀本部巡回支部長

京都府 曽我　周作 ｿｶﾞ ｼｭｳｻｸ 1979/4/16

京都府

京田辺市

男 大阪教育大学教育学部

HS政経塾 第2期生

元・(株)関電工

大阪府 森  悦宏 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 1967/4/1

大阪府

大阪市

男 関西大学法学部

幸福の科学　大阪本部巡回支部長（元・豊中支部

長、元・泉州支部長、元・大阪住吉支部長）

兵庫県 湊　侑子 ﾐﾅﾄ ﾕｳｺ 1983/1/22

兵庫県

姫路市

女 関西学院大学文学部

HS政経塾 第1期卒塾生

幸福の科学　職員

奈良県 田中　孝子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ 1955/7/16

福岡県

古賀市

女 早稲田大学社会科学部 幸福の科学 生駒支部長

和歌山県 久保　美也子 ｸﾎﾞ ﾐﾔｺ 1960/9/9

和歌山県

和歌山市

女 和歌山経理専門学校 幸福の科学 紀の川支部長

鳥取県 吉岡　由里子 ﾖｼｵｶ　ﾕﾘｺ 1966/8/9

鳥取県

米子市

女 京都教育大学教育学部 元・公立小学校教諭

島根県 池田　節子 ｲｹﾀﾞ　ｾﾂｺ 1955/12/23

島根県仁多

郡奥出雲町

女 島根県立横田高等学校 幸福の科学 東中国本部巡回支部長

岡山県 安原　園枝 ﾔｽﾊﾗ ｿﾉｴ 1962/6/9

広島県

庄原市

女 享栄タイピスト専門学校秘書科 元・広島化成(株)

広島県 日高　順子 ﾋﾀﾞｶ ｼﾞｭﾝｺ 1963/5/3

広島県

広島市

女 奈良文化女子短期大学幼児教育学科 幸福の科学 広島本部巡回支部長
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山口県 河井　美和子 ｶﾜｲ ﾐﾜｺ 1962/8/9

山口県

周南市

女 明星大学人文学部 幸福の科学 山口本部巡回支部長

徳島県 小松　由佳 ｺﾏﾂ ﾕｶ 1982/1/21

徳島県

吉野川市

女 一橋大学経済学部 HS政経塾 第2期生

香川県 中西　利恵 ﾅｶﾆｼ　ﾘｴ 1962/11/2

香川県

高松市

女 国土建設学院製図科

幸福の科学 四国本部巡回支部長（香川担当）

Ｕ環境建設（有） 取締役

愛媛県 森田　浩二 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ 1959/11/19

広島県

三原市

男 関西大学法学部 幸福の科学 四国本部巡回支部長（愛媛担当）

高知県 橋詰　毅 ﾊｼﾂﾞﾒ　ﾂﾖｼ 1962/8/27

高知県

高知市

男 中央大学法学部 幸福の科学 四国本部巡回支部長（高知担当）

福岡県 吉冨　和枝 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞｴ 1959/4/12

熊本県

水俣市

女 九州女子短期大学初等教育学科 元・公立小学校教諭

佐賀県 中島　徹 ﾅｶｼﾏ　ﾄｵﾙ 1974/6/16

福岡県

八女市

男 福岡大学商学部 幸福の科学 北九州本部巡回支部長（佐賀担当）

長崎県 山田　聖人 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾄ 1966/6/5

長崎県南松浦

郡新上五島町

男 長崎大学工学部 幸福の科学 北九州本部巡回支部長

熊本県 守田　隆志 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ 1949/10/3

熊本県

八代市

男 熊本大学法学部

幸福の科学 福岡正心館 講師

元・熊本県庁職員

大分県 上田　敦子 ｳｴﾀﾞ　ｱﾂｺ 1967/3/8

大分県

大分市

女 同志社女子大学家政学部

幸福の科学 東九州本部巡回支部長

元・銀行員

宮崎県 河野　一郎 ｺｳﾉ　ｲﾁﾛｳ 1959/11/21

宮崎県

宮崎市

男 宮崎大学教育学部 幸福の科学 日向支部長

鹿児島県 松澤　力 ﾏﾂｻﾞﾜ ｲｻｵ 1982/4/11

鹿児島県

鹿児島市

男 鹿児島大学農学部

HS政経塾 第4期生

元・大手コンビニグループ会社 経営企画室など

沖縄県 金城　竜郎 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂﾛｳ 1964/5/7

沖縄県

那覇市

男 沖縄国際大学文学部 幸福の科学 沖縄中部支部長(兼)コザ支部長


