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第第第第 24242424 回参議院議員回参議院議員回参議院議員回参議院議員通常通常通常通常選挙選挙選挙選挙    

選挙区選挙区選挙区選挙区１１１１名名名名    公認候補予定者公認候補予定者公認候補予定者公認候補予定者    発表発表発表発表 

 

 

幸福実現党は、次期参院選長野県選挙区の公認候補予定者を決定しましたのでお知らせします。

※別紙「候補予定者名簿」参照 

 

なお、これまでの公認候補予定者の発表と合わせますと、比例代表 1 名、選挙区 43 名、計 44 

名となります。 
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【比例代表】【比例代表】【比例代表】【比例代表】

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 出身地 性別 最終学歴 主　な　経　歴

ﾅﾅﾐ ﾋﾛｺ 1984/8/1

東京都

中央区

女 慶應義塾大学法学部

幸福実現党 広報本部長（兼）財務局長

元・（株）NTTデータ

【選挙区】【選挙区】【選挙区】【選挙区】

選挙区 立候補者氏名 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

幸福実現党　北海道本部　副代表

幸福の科学　北海道上級巡回支部長

元・新日本製鐵（株）

青森県 三國 佑貴 ﾐｸﾆ ﾕｳｷ 1985/5/24

青森県

弘前市

男 日本大学商学部

幸福実現党　青森県本部　副代表

幸福の科学　青森巡回支部長

HS政経塾　第7期生

岩手県 石川 幹子 ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ 1965/5/18

青森県

六戸町

女 東北女子短期大学生活科

幸福実現党　岩手県本部　副代表

幸福の科学　岩手巡回支部長

元・栄養士

宮城県 油井 哲史 ﾕｲ ﾃﾂｼ 1980/1/10

宮城県

仙台市

男 桜美林大学国際学部

幸福実現党　宮城県本部　副代表

HS政経塾　第5期生

元・㈱DGコミュニケーションズ(広告代理店）

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

幸福実現党　秋田県本部　副代表

幸福の科学　秋田巡回支部長

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

幸福実現党　山形県本部　副代表

幸福の科学　山形開拓支部長

HS政経塾　第1期卒塾生

福島県 矢内 筆勝 ﾔﾅｲ ﾋｯｼｮｳ 1961/9/21

福島県

大沼郡

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

修士課程(中退)

幸福実現党　総務会長（兼）出版局長

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 防衛大学校理工学部電気工学専攻

幸福実現党　茨城県本部　副代表

幸福の科学　茨城巡回支部長

元・陸上自衛隊

栃木県 三觜 明美 ﾐﾂﾊｼ ｱｹﾐ 1961/11/24

熊本県

玉名市

女 関西外国語大学短期米英語学部

幸福実現党　栃木県本部　副代表

英語塾講師

元・三友企業(株)

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

幸福実現党　群馬県本部　副代表、住宅専門消費者センター理事長

元東京都職員、成蹊大学職員、陸上自衛隊自衛官

埼玉県 小島 一郎 ｺｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 1971/3/29

東京都

台東区

男 日本大学理工学部 幸福実現党　幹事長代理

千葉県 古川 裕三 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｿﾞｳ 1982/6/17

千葉県

印西市

男 日本大学経済学部

幸福実現党　千葉県本部　副代表

幸福の科学　千葉開拓支部長

HS政経塾　第2期卒塾生

神奈川県 壹岐 愛子 ｲｷ ｱｲｺ 1985/9/14

神奈川県

川崎市

女 多摩大学経営情報学部

幸福実現党　神奈川県本部　副代表

HS政経塾　第4期生

元・リコージャパン（株）

新潟県 横井 基至 ﾖｺｲ ﾓﾄﾕｷ 1980/10/15

新潟県

阿賀野市

男

県立新発田南高等学校

(航空自衛隊幹部候補生課程終了）

幸福実現党　新潟県本部　副代表

幸福の科学　新潟開拓支部長

HS政経塾　第3期卒塾生、元・航空自衛官

立候補者氏名

七海 ひろこ
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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

幸福実現党　富山県本部　副代表

いじめから子供を守ろう！ネットワークとやま 代表

元・富山県立高等学校講師

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

幸福実現党　石川県本部　副代表

幸福の科学　石川巡回支部長

元・金沢大学非常勤講師

山梨県 西脇 愛 ﾆｼﾜｷ ｱｲ 1985/4/5

東京都

渋谷区

女 立教大学法学部法学科

幸福実現党　山梨県本部　副代表

幸福の科学　山梨巡回支部長

※ 長野県 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

課程修了

幸福実現党　外務局長

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

幸福実現党　福井県本部　副代表

自営業

岐阜県 加納 有輝彦 ｶﾉｳ ﾕｷﾋｺ 1960/9/12

岐阜県

加茂郡

男 国立岐阜工業高等専門学校建築学科

幸福実現党　岐阜県本部　副代表

元・国際電信電話（株）

静岡県 江頭 俊満 ｴｶﾞｼﾗ ﾄｼﾐﾂ 1962/12/17

佐賀県

三養基群

男 防衛大学校理工学部電気工学専攻

幸福実現党　静岡県本部　副代表

幸福の科学　静岡巡回支部長

元・航空自衛隊 第2術科学校 ﾚｰﾀﾞｰ整備教官

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

幸福実現党　愛知県本部　副代表

保育士

私立保育園　園長

三重県 野原 典子 ﾉﾊﾗ ﾉﾘｺ 1956/10/30

三重県

桑名市

女 南山大学文学部

幸福実現党　三重県本部　副代表

医療法人野原クリニック 理事

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

幸福実現党　滋賀県本部　副代表

幸福の科学　滋賀巡回支部長

大阪府 数森 圭吾 ｶｽﾞﾓﾘ ｹｲｺﾞ 1979/9/24

大阪府

大阪狭山市

男 早稲田大学社会科学部

幸福実現党　大阪府本部　副代表

HS政経塾 第4期生

元・JFE商事株式会社

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

幸福実現党　兵庫県本部　副代表

幸福の科学　兵庫開拓支部長

HS政経塾　第1期卒塾生

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

幸福実現党　奈良県本部　副代表

幸福の科学　奈良巡回支部長

元・奈良ハローワーク職業相談員

和歌山県 西本　篤 ﾆｼﾓﾄ ｱﾂｼ 1970/4/6

滋賀県

大津市

男 追手門学院大学経済学部

幸福実現党　和歌山県本部　副代表

幸福の科学　和歌山巡回支部長

元・関西水理（株）

鳥取県

島根県

岡山県 田部 雄治 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 1976/4/20

広島県

広島市

男 京都大学大学院工学研究科

幸福実現党　岡山県本部　副代表

幸福の科学　岡山開拓支部長

HS政経塾　第3期卒塾生、元･（株）キーエンス

幸福実現党　事務局長 （兼）青年局長東北大学法学部男

島根県

松江市

1981/11/17
国領　豊太 ｺｸﾘｮｳ ﾌﾞﾝﾀ
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広島県 佐伯 知子 ｻｴｷ ﾄﾓｺ 1979/7/26

山口県

山口市

女 山口大学教育学部

幸福実現党　広島県本部　副代表

幸福の科学　広島巡回支部長

元・積水ハウス（株）

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

幸福実現党　山口県本部　副代表

幸福の科学　山口上級巡回支部長

元・山口放送興産（株）、明治安田生命保険相互会社

徳島県

高知県

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

幸福実現党　香川県本部　副代表

幸福の科学　香川巡回支部長

元・株式会社第一測量

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

幸福実現党　愛媛県本部　副代表

幸福の科学　愛媛上級巡回支部長

元・古川製作所（株）

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

幸福実現党　福岡県本部　副代表

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

幸福実現党　佐賀県本部　副代表

幸福の科学　唐津支部長（兼）佐賀巡回支部長

元・住友林業（株）

長崎県 江夏 正敏 ｴﾅﾂ ﾏｻﾄｼ 1967/10/20

福岡県

北九州市

男 大阪大学工学部(中退） 幸福実現党 政務調査会長

熊本県 木下 順子 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 1959/3/31

福岡県

大牟田市

女 福岡県立三池高等学校普通科

幸福実現党　熊本県本部　副代表

元・(株)花ぷらす 道の駅おおむた

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

幸福実現党　大分県本部　副代表

幸福の科学　大分巡回支部長

元・株式会社大分銀行

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

幸福実現党　宮崎県本部　副代表

幸福の科学　宮崎巡回支部長

元･県立日向養護学校教諭

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

幸福実現党　鹿児島県本部　副代表

HS政経塾　第4期生

元･（株）九九プラス（ローソングループ）

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

幸福実現党　沖縄県本部　副代表

幸福の科学　沖縄巡回支部長

元・沖縄気象台

幸福実現党　徳島県本部副代表（兼）高知県本部副代表

幸福の科学　徳島巡回支部長（兼）高知巡回支部長

元･（株）クボタ

名古屋工業大学工学部男

徳島県

徳島市

1970/12/14ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾄｼ福山　正敏
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