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1 本人 田中　とおる 田中　　通 男 三重県
鈴鹿市若松西五丁目２２番２２
号

昭和48年11月3日 45 無所属 ＩＴコンサルタント 新 https://blog.goo.ne.jp/toru_loves_you
鈴鹿市若松西五丁目５番２５号

（080-3633-5065）

2 本人 宮本　まさかず 宮本　正一 男 三重県 鈴鹿市高塚町1841番地の125 昭和43年2月23日 51 無所属
全国本田労働組合連合会

常任顧問
現 -

鈴鹿市平田町1907番地
（059-378-1316）

3 本人 太田　たつみ 太田　龍三 男 三重県
鈴鹿市磯山二丁目14番7号
ファミーユすずかＢ203

昭和39年9月7日 54 自由民主党
八幡神社・久留眞神社宮

司
元 http://www.tatsumi-ota.com

鈴鹿市磯山二丁目12番26号米倉ビル1Ｆ
（059-386-1605）

4 本人 中村　ひろし 中村　　浩 男 三重県 鈴鹿市長太旭町三丁目3番24号 昭和21年1月1日 73 立憲民主党 有限会社東建代表取締役 現 -
鈴鹿市長太旭町三丁目３番２４号

（059-385-6084）

5 本人 前川　しんりゅう 前川　申龍 男 三重県 鈴鹿市十宮二丁目１４番１３号 平成2年6月24日 28
三重民主連

合
無職 新 -

鈴鹿市十宮二丁目１４番１３号
（059-389-6090）

6 本人 市川　てつお 市川　哲夫 男 三重県 鈴鹿市御薗町2097番地の１ 昭和26年7月3日 67 無所属 市議会議員 現 -
鈴鹿市御薗町2097番地の１

（059-372-1368）

7 本人 石田　秀三 石田　秀三 男 三重県 鈴鹿市伊船町2751番地 昭和28年1月15日 66 日本共産党 団体役員 現 http://ishida.jcp-mie.jp/
鈴鹿市伊船町2751番地

（059-371-0423）

8 本人 あかし　孝利 明石　孝利 男 三重県 鈴鹿市岸岡町1200番地の150 昭和30年11月1日 63 無所属 鈴鹿市議会議員 現 -
鈴鹿市東玉垣町字門田500番地の208

（059-381-2560）

9 本人 中西　だいすけ 中西　大輔 男 三重県 鈴鹿市南若松町296番地の12 昭和45年1月9日 49 無所属 市議会議員 現 http://www.daisuke-nakanishi.net/
鈴鹿市南若松町280番地の1

（059-368-1110）

10 本人 南条　ゆうじ 南条　雄士 男 三重県 鈴鹿市庄野共進一丁目３番６号 昭和48年10月26日 45 無所属
株式会社アイ・ディー・エー

社員
元 https://www.facebook.com/yuji.nanjo.5

鈴鹿市庄野共進一丁目３番４６号
（378-0379）

11 本人 池上　しげき 池上　茂樹 男 三重県 鈴鹿市稲生こがね園9番1号 昭和36年1月16日 58 公明党 鈴鹿市議会議員 現 http://www.komei.or.jp/km/suzuka/
鈴鹿市稲生二丁目17番18号

（090-1985-5441）

12 本人 高橋　さつき 高橋　さつき 女 三重県 鈴鹿市神戸六丁目５番２１号 昭和45年5月21日 48 日本共産党 政党職員 新 -
鈴鹿市神戸六丁目５番２１号

（059-324-8226）

13 本人 池田　のりひこ 池田　憲彦 男 三重県 鈴鹿市磯山二丁目１５番２号 昭和33年8月11日 60 無所属 無職 新 https://www.facebook.com/profile.php?id=100034422130797
鈴鹿市伊船町２９５３番地の４８

（090-3831-0023）

14 本人 やの　仁志 矢野　仁志 男 三重県 鈴鹿市北堀江二丁目2番17号 昭和23年11月24日 70 自由民主党
(有)Ｔ＆Ｙデンタルラボ代表

取締役
現 http://www.yano-hitoshi.jimdo.com

鈴鹿市下箕田町1269番地
（090-3253-0803）

15 本人 ながと　たかゆき 永戸　孝之 男 三重県 鈴鹿市郡山町600番地の26 昭和30年1月8日 64 無所属 市議会議員 現 https://nagato-takayuki.wixsite.com/suzuka
鈴鹿市秋永町503番地

（059-388-1025）

16 本人 市川　のぼる 市川　　昇 男 三重県 鈴鹿市長太旭町三丁目6番25号 昭和39年4月13日 55 無所属 市川昇事務所代表 新 -
鈴鹿市長太旭町四丁目1番3号

（090-3715-1230）

17 本人 水谷　すすむ 水谷　　進 男 三重県 鈴鹿市神戸四丁目4番36号 昭和31年5月25日 62 無所属 損保代理業 現 https://www.facebook.com/gogo.mizutani
鈴鹿市神戸三丁目3番10号

（059-383-5678）

18 本人 はしづめ　圭一 橋詰　圭一 男 三重県 鈴鹿市岸岡町2874番地の1 昭和26年8月26日 67 日本共産党 市議会議員 現 https://suzuka-hasizume.jimdo.com/
鈴鹿市白子町2980番地の1

（059-380-3515）

19 本人 ふなま　涼子 船間　涼子 女 三重県 鈴鹿市道伯町2139番地の189 昭和40年6月4日 53 公明党 鈴鹿市議会議員 現 http://www.komei.or.jp/km/suzuka-funama-ryoko/policy/
鈴鹿市算所町925番地の4プラザ亜由美102号

（059-378-5855）

20 本人 山中　ともひろ 山中　智博 男 三重県
鈴鹿市三日市三丁目13番25号
ヒラソルＡ棟201号室

昭和48年12月27日 45 無所属 鈴鹿市議会議員 現 http://www.tomohiro-y.jimdofree.com
鈴鹿市三日市二丁目16番3号

（059-382-6557）

21 本人 中野　ゆたか 中野　　豊 男 三重県 鈴鹿市磯山四丁目４番１５号 昭和35年2月3日 59
NHKから国
民を守る党

無職 新 nhkkara.jp
鈴鹿市磯山四丁目４番１５号

（070-1616-2701）
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22 本人 薮田　けいすけ　 薮田　啓介 男 三重県 鈴鹿市西条二丁目2番21号 昭和32年2月21日 62 無所属 模型組立自営業 現 -
鈴鹿市西条四丁目8エクセレンス西条1Ｆ

（059-381-5057）

23 本人 河尻　ひろかず 河尻　浩一 男 三重県 鈴鹿市国府町４９２２番地の２ 昭和35年3月13日 59 無所属
株式会社エンジョイ役員兼

コーディネーター
新 http://kouenkai.kawajiri.org

鈴鹿市須賀町１６２４番地
（090-8670-7419）

24 本人 桐生　つねあき 桐生　常朗 男 三重県 鈴鹿市南旭が丘三丁目８番８号 平成4年3月16日 27 自由民主党 無職 新 -
鈴鹿市中旭丘二丁目6番21号

（059-367-7658）

25 本人 大西　克美 大西　克美 男 三重県 鈴鹿市白子一丁目15番9号 昭和25年12月27日 68 無所属 市議会議員 現 -
鈴鹿市白子駅前35サングリーンＲ23

（059-387-1092）

26 本人 森　まさゆき 森　　雅之 男 三重県 鈴鹿市高岡台四丁目6番5号 昭和45年8月29日 48 無所属 鈴鹿市議会議員 現 http://www.mori03.name
鈴鹿市高岡台三丁目1番1６号

（059-325-6658）

27 本人 のま　芳実 野間　芳実 男 三重県 鈴鹿市南玉垣町3番地の6 昭和26年3月21日 68 自由民主党 株式会社鈴浄会 現 -
鈴鹿市東玉垣町500番地の31

（090-3257-5335）

28 本人 大杉　よしかね　　 大杉　吉包 男 三重県 鈴鹿市八野町1021番地の2 昭和22年8月13日 71 無所属 農業 現 -
鈴鹿市国府町4709番地

（059-379-5390）

29 本人 ふじなみ　せいじ 藤浪　清司 男 三重県 鈴鹿市木田町1165番地の1 昭和33年12月2日 60 公明党 鈴鹿市議会議員 現 http://www.komei.or.jp/km/suzuka-fujinami-seiji/
鈴鹿市木田町1165番地の1

（059-374-2280）

30 本人 平野　やすじ 平野　泰治 男 三重県 鈴鹿市稲生二丁目20番27号 昭和32年11月2日 61 無所属 無職 現 http://www.yasuji-ikiiki.com
鈴鹿市稲生三丁目１番３号

（080-8978-1848）

31 本人 山口　よしゆき 山口　善之 男 三重県 鈴鹿市東磯山四丁目20番10号 昭和40年3月29日 54 無所属 鈴鹿市議会議員 現 -
鈴鹿市寺家一丁目３９番８号

（080-2629-1040）

32 本人 田中　じゅんいち 田中　淳一 男 三重県
鈴鹿市東磯山一丁目１３番１３
号

昭和39年8月4日 54 自由民主党
豊栄モータース代表取締

役社長
新 https://tanajyunn.jimdofree.com

鈴鹿市東磯山三丁目３番１９号
（059-386-7117）

33 本人 森　きよぞう 森　喜代造 男 三重県 鈴鹿市住吉三丁目11番6号 昭和27年6月4日 66 自由民主党 三重県行政書士 現 -
鈴鹿市住吉三丁目11番6号

（059-370-5690）

34 本人 宮木　たけし 宮木　　健 男 三重県 鈴鹿市神戸五丁目2番12号 昭和40年7月17日 53 自由民主党
(株)オールサプライプラン
ニング所長 保険代理店

現 http://www.mecha.ne.jp/~miyaki/index.html
鈴鹿市神戸五丁目2番13号

（059-384-3850）

35 本人 とまり　育美 泊り　育美 女 三重県 鈴鹿市池田町1258番地 昭和56年4月16日 38 無所属 在宅CADオペレーター 元 httpｓ://ikumi-tomari.jimdofree.com/
鈴鹿市池田町1258番地

（050-3577-3822）
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