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畠山 元太朗 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 1973/7/16 46 北海道 男 北海道大学法学部 幸福実現党 広報本部長補佐

中島 秀雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 1949/10/4 70 北海道 男 北海道教育大学札幌分校保健体育科
幸福実現党 北海道本部幹事長
元・私立高校 保健体育科教諭

松島 弘典 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 1957/7/12 62 岩手県 男 東京都立大学工学部 幸福実現党 総務会長(兼)研修局長

油井 哲史 ﾕｲ ﾃﾂｼ 1980/1/10 39 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
HS政経塾 第5期卒塾生

中家 康之 ﾅｶｲｴ ﾔｽﾕｷ 1957/5/30 62 岐阜県 男 金沢大学法文学部 幸福実現党 事務局長

三觜 明美 ﾐﾂﾊｼ ｱｹﾐ 1961/11/24 58 熊本県 女 関西外国語大学短期大学部米英語学科
幸福実現党 栃木県本部統括支部代表
元・三友企業(株)

斉藤 芳男 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 1957/9/9 62 長野県 男 東京理科大学理工学部
幸福実現党 埼玉県本部幹事長
(株)志村産業 役員、元・パイオニア(株)

東京 釈 量子 ｼｬｸ ﾘｮｳｺ 1969/11/10 50 東京都 女 国学院大学文学部 幸福実現党 党首

及川 幸久 ｵｲｶﾜ ﾕｷﾋｻ 1960/6/18 59 神奈川県 男
上智大学文学部
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

小又 英雄 ｵﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ 1965/3/29 54 東京都 男 慶應義塾大学文学部
幸福実現党 神奈川県本部代表
映像編集業

池澤 輝子 ｲｹｻﾜ ﾃﾙｺ 1958/7/21 61 東京都 女 横浜市立大学文理学部
幸福実現党 南関東エリア代表（神奈川県担当）
元・横浜市職員

牧野 恭子 ﾏｷﾉ ｷｮｳｺ 1955/6/10 64 北海道 女 日本大学文理学部 幸福実現党 千葉県本部女性部長

宮松 宏至 ﾐﾔﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 1940/3/27 79 神奈川県 男 関東学院大学経済学部
幸福実現党 山梨県本部幹事長
フォトジャーナリスト

藤森 智博 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 1994/8/5 25 長野県 男 筑波大学理工学群応用理工学類
幸福実現党 北陸信越エリア代表（長野県担当）
HS政経塾 第8期生

原 伸次 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 1961/10/7 58 新潟県 男 東北大学法学部
幸福実現党 新潟県本部代表代理(兼)幹事長
学習塾経営

森國 英和 ﾓﾘｸﾆ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1990/1/18 29 福井県 男 東京大学法学部
幸福実現党 選対委員長代理(兼)党首特別補佐
HS政経塾 第3期卒塾生

加納 有輝彦 ｶﾉｳ ﾕｷﾋｺ 1960/9/12 59 岐阜県 男 国立岐阜高専建築学科
幸福実現党 岐阜県本部代表
元・国際電信電話(株)
元・古田酒造(資)

曽我 周作 ｿｶﾞ ｼｭｳｻｸ 1979/4/16 40 京都府 男 大阪教育大学教育学部
幸福実現党 愛知県本部代表
HS政経塾 第2期卒塾生

近畿 里村 英一 ｻﾄﾑﾗ ｴｲｲﾁ 1960/8/16 59 新潟県 男 新潟南高校
幸福実現党 報道局長
元・月刊「The Liberty」編集長

北陸信越

東海

幸福実現党 次期衆院選 第一次公認決定者名簿（比例代表）

北海道

東北

北関東

南関東
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国領 豊太 ｺｸﾘｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 1981/11/17 38 広島県 男 東北大学法学部 幸福実現党 選対委員長代理(兼)青年局長

安原 宏史 ﾔｽﾊﾗ ﾋﾛｼ 1990/5/4 29 東京都 男 明治大学商学部
幸福実現党 中国エリア代表
HS政経塾 第7期卒塾生

加藤 健太 ｶﾄｳ ｹﾝﾀ 1990/5/27 29 岡山県 男 岡山理科大学
幸福実現党 中国エリア代表
HS政経塾 第8期生
元・陸上自衛隊自衛官

四国 小川 佳世子 ｵｶﾞﾜ ｶﾖｺ 1976/8/29 43 岐阜県 女 中央大学法学部 幸福実現党 政務調査会長代理

江夏 正敏 ｴﾅﾂ ﾏｻﾄｼ 1967/10/20 52 福岡県 男 大阪大学工学部(中退） 幸福実現党 幹事長(兼）選対委員長(兼)政務調査会長

淵脇 弘美 ﾌﾁﾜｷ ﾋﾛﾐ 1966/10/6 53 北海道 女 向陽高等学校看護専攻科
幸福実現党 九州エリア代表（長崎県担当）
（株）クリエイトメンテナンス 取締役

江藤 美奈子 ｴﾄｳ ﾐﾅｺ 1962/1/7 57 熊本県 女 尚絅短期大学家政学部家政科 幸福実現党 熊本県本部広報部長

中国

九州
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