
住　所（大字まで）

一のウェブサイト等のアドレス

せき　ひでゆき 茨城県つくばみらい市東楢戸

関　秀行 届出なし

なおい　たかひろ 茨城県つくばみらい市弥柳

直井　高宏 届出なし

いいむら　ゆういち 茨城県つくばみらい市山王新田

飯村　裕一 https://www.facebook.com/yuichi.iimura

もりや　ともあき 茨城県つくばみらい市陽光台

守谷　智明 https://www.moriya-mirai.com

いまがわ　ひであき 茨城県つくばみらい市寺畑

今川　英明 https://www.imagawa-hideaki.com

かねがえ　れおな 茨城県つくばみらい市伊奈東

鐘ケ江　礼生奈 https://ameblo.jp/reona-miraicity

こばやし　よしこ 茨城県つくばみらい市絹の台

小林　芳子 届出なし

ふるかわ　よしえ 茨城県つくばみらい市小島新田

古川　よし枝 届出なし

とよしま　まもる 茨城県つくばみらい市川崎

豊島　葵 届出なし

よしだ　みつひろ 茨城県つくばみらい市下島

吉田　充宏 https://mitsuyoshida.site

たかぎ　ひろふさ 茨城県つくばみらい市東楢戸

髙木　寛房 届出なし

いとう　まさみ 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘

伊藤　正実 https://www.facebook.com/masami.itoh.56

そめや　れいこ 茨城県つくばみらい市谷井田

染谷　礼子 届出なし

ひろせ　としゆき 茨城県つくばみらい市谷井田

※廣瀬　敏之 https://hirosetoshiyuki.jimdosite.com/

おかもと　まさひろ 茨城県つくばみらい市山谷

岡本　昌弘 届出なし
15 岡本　まさひろ 茨城県 政党役員 公明党 男 S37.10.21 本人 新

元14 ひろせ　敏之 茨城県 会社顧問 無所属 男 S48.3.4 本人

本人 現13 そめや　礼子 茨城県 市議会議員 公明党 女 S27.3.10

S42.5.11 本人 現12 伊藤　まさみ 東京都
市議会議員・
自営業

無所属 男

11 高木　ひろふさ 茨城県 農業 無所属 男 S33.5.9 本人 現

新10 吉田　みつひろ 茨城県 プロレスラー 無所属 男 S54.3.20 本人

本人 現9 豊島　まもる 茨城県
株式会社代表取

締役
無所属 男 S21.3.12

S26.11.1 本人 現8 古川　よし枝 茨城県 市議会議員 日本共産党 女

7 小林　よしこ 茨城県 児童館職員 無所属 女 S46.1.20 本人 新

現6 かねがえ　レオナ 茨城県 市議会議員 無所属 女 S49.10.26 本人

本人 現5 今川　ひであき 茨城県 農業 無所属 男 S23.2.18

S42.9.18 本人 新4 守谷　ともあき 東京都 自営業 無所属 男

3 飯村　ゆういち 東京都 行政書士 無所属 男 S51.8.27 本人 現

現2 直井　たかひろ 茨城県 自営業 無所属 男 S31.11.18 本人

本人 新1 関　秀行 茨城県 会社役員 無所属 男 S40.4.4
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わだ　のぶお 茨城県つくばみらい市絹の台

和田　順夫 www.wadanobuo.com

なかやま　えいいち 茨城県つくばみらい市細代

中山　栄一 届出なし

なかむら　ゆたか 茨城県つくばみらい市筒戸

中村　豊 届出なし

よこた　とおる 茨城県つくばみらい市中島

横田　透 https://yokota-toru.com/

なかやま　おさむ 茨城県つくばみらい市南太田

中山　治 https://nakayamaosamu.wixsite.com/home

なかじま　きよかず 茨城県つくばみらい市福岡

中島　清和 届出なし

なおい　せいみ 茨城県つくばみらい市弥柳

直井　誠巳 届出なし

まみや　みちこ 茨城県つくばみらい市上平柳

間宮　美知子 届出なし

ささき　だいすけ 茨城県つくばみらい市谷井田

佐々木　大輔 届出なし

　※：Ｎｏ14の「ひろ」は，まだれに黄

S54.8.2 本人 現24 佐々木　だいすけ 茨城県 市議会議員 無所属 男

23 間宮　みち子 茨城県 無職 日本共産党 女 S22.1.6 本人 新

現22 直井　せいみ 茨城県 農業 無所属 男 S22.8.25 本人

本人 現21 中島　きよかず 茨城県 市議会議員 無所属 男 S24.1.13

S26.3.7 本人 新20 中山　おさむ 茨城県 保育園理事 無所属 男

19 横田　とおる 茨城県 自営業 無所属 男 S48.2.27 本人 新

新18 なかむら　豊 茨城県 無職 無所属 男 S30.9.5 本人

本人 現17 中山　栄一 茨城県 市議会議員 無所属 男 S26.1.7

S21.8.14 本人 新16 和田　のぶお 福岡県 無職 無所属 男


