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【修正版】 

次期衆議院議員総選挙  

第 1 次公認候補予定者 26 名を決定 
 

12月15日（木）に発信致しました公認候補予定者のプレスリリースにある、「主な経歴」欄の中

身を追加・修正致しました。 

今後は、こちらをご使用いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

幸福実現党 広報本部 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-10-8 

TEL：03-6441-0758 FAX：03-6441-0764 

2016 年 12 月 27 日



幸福実現党 次期衆院選公認候補予定者名簿（第1次） （2016年12月27日現在）

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

1 北海道5区 森山 佳則 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 1966/12/17 東京都 男 中央大学法学部
幸福実現党　北海道第5選挙区支部長
幸福の科学　札幌中央上級支部長
元・新日本製鐵(株)

2 青森4区 三國 佑貴 ﾐｸﾆ ﾕｳｷ 1985/5/24 青森県 男 日本大学商学部
幸福実現党　青森第4選挙区支部長
HS政経塾　第7期生

3 宮城1区 油井 哲史 ﾕｲ ﾃﾂｼ 1980/1/10 宮城県 男 桜美林大学国際学部
幸福実現党　宮城県本部代表（兼）宮城第1選挙区支部長
HS政経塾　第5期生
元・(株)DGコミュニケーションズ(広告代理店）

4 栃木3区 石渡 剛 ｲｼﾜﾀ ﾂﾖｼ 1969/2/2 千葉県 男 敬愛大学経済学部
幸福実現党　栃木第3選挙区支部長
幸福の科学　那須精舎主任
元・塾経営、自動車販売会社員

5 埼玉3区 飯田 剛 ｲｲﾀﾞ ﾀｹｼ 1959/7/13 東京都 男 東京都立大学経済学部
幸福実現党　埼玉第3選挙区支部長
会社役員（自動車整備工場経営）

6 神奈川3区 壹岐 愛子 ｲｷ ｱｲｺ 1985/9/14 神奈川県 女 多摩大学経営情報学部 
幸福実現党　神奈川第3選挙区支部長
HS政経塾　第4期卒塾生
元・リコージャパン(株)

7 東京6区 中岡 茉妃 ﾅｶｵｶ ﾏｷ 1991/9/7 東京都 女 国士舘大学文学部
幸福実現党　東京第6選挙区支部長
幸福の科学　世田谷北支部副支部長
元・教員

8 東京10区 吉井 利光 ﾖｼｲ ﾄｼﾐﾂ 1982/7/30 東京都 男 慶應義塾大学理工学部
幸福実現党　青年局部長（兼）東京第10選挙区支部長
HS政経塾部長　第1期卒塾生

9 東京14区 清井 美穂 ｾｲｲ ﾐﾎ 1962/11/2 東京都 女 東京音楽大学音楽学部
幸福実現党　東京第14選挙区支部長
幸福の科学　日暮里支部長
元・教員、音楽教室経営

10 石川2区 宮元 智 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ 1960/2/23 石川県 男 金沢大学大学院修士課程教育学研究科
幸福実現党　石川第2選挙区支部長
幸福の科学　金沢北支部長
元・金沢大学非常勤講師

11 山梨1区 西脇 愛 ﾆｼﾜｷ ｱｲ 1985/4/5 東京都 女 立教大学法学部
幸福実現党　山梨第1選挙区支部長
幸福の科学　山梨東部支部長

12 三重2区 坂本 麻貴 ｻｶﾓﾄ ﾏｷ 1984/4/30 三重県 女 名古屋芸術大学大学院
幸福実現党　三重第2選挙区支部長
HS政経塾　第6期生
元・(株)NTTフィールドテクノ

13 滋賀2区 荒川 雅司 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｼ 1975/5/20 滋賀県 男 福井大学工学部
幸福実現党　滋賀第2選挙区支部長
幸福の科学　長浜支部長

14 岡山2区 田部 雄治 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 1976/4/20 広島県 男 京都大学大学院工学研究科 前期博士課程修了
幸福実現党　岡山県本部代表（兼）岡山第2選挙区支部長
HS政経塾　第3期卒塾生
元・(株)キーエンス

15 岡山5区 加藤 健太 ｶﾄｳ ｹﾝﾀ 1990/5/27 岡山県 男 岡山理科大学工学プロジェクトコース
幸福実現党　岡山第5選挙区支部長
元・陸上自衛官

16 広島2区 水野 善丈 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾋﾛ 1991/7/10 広島県 男 愛媛大学工学部
幸福実現党　広島第2選挙区支部長
HS政経塾　第5期生

17 広島3区 野村 昌央 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ 1982/8/2 広島県 男 広島国際大学医療福祉学部
幸福実現党　広島第3選挙区支部長
HS政経塾　第6期生
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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

18 山口1区 河井 美和子 ｶﾜｲ ﾐﾜｺ 1962/8/9 山口県 女 明星大学人文学部
幸福実現党　山口第1選挙区支部長
幸福の科学　徳山支部上級支部長
元・山口放送興産(株)、明治安田生命保険相互会社

19 徳島2区 福山 正敏 ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 1970/12/14 徳島県 男 名古屋工業大学工学部
幸福実現党　徳島第2選挙区支部長
幸福の科学　鳴門支部長
元・(株)クボタ

20 福岡6区 西原 忠弘 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 1955/7/29 福岡県 男 法政大学経済学部
幸福実現党　福岡第6選挙区支部長
元・バイエル薬品(株)

21 佐賀1区 中島 徹 ﾅｶｼﾏ ﾄｵﾙ 1974/6/16 福岡県 男 福岡大学商学部
幸福実現党　佐賀第1選挙区支部長
幸福の科学　唐津支部長
元・住友林業(株)

22 熊本2区 木下 順子 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 1959/3/31 熊本県 女 福岡県立三池高等学校普通科
幸福実現党　熊本第2選挙区支部長
元・(株)花プラス 道の駅おおむた

23 大分2区 上田 敦子 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｺ　 1967/3/8 大分県 女 同志社女子大学家政学部
幸福実現党　大分第2選挙区支部長
幸福の科学　中津支部長
元・(株)大分銀行

24 沖縄1区 下地 玲子 ｼﾓｼﾞ ﾚｲｺ 1958/1/29 沖縄県 女 神奈川歯科大学歯学部
幸福実現党　沖縄第1選挙区支部長
医療法人青天会　下地内科　理事

25 沖縄3区 金城 竜郎 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂﾛｳ 1964/5/7 沖縄県 男 沖縄国際大学文学部
幸福実現党　沖縄第3選挙区支部長
幸福の科学　コザ支部長
元・沖縄気象台

26 沖縄4区 富川 泰全 ﾄﾐｶﾜ ﾔｽﾏｻ 1979/5/2 沖縄県 男 中央大学法学部
幸福実現党　沖縄第4選挙区支部長
幸福の科学　糸満支部長


