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平成30年12月27日現在

【衆議院】 【参議院】
No. 選挙区 議員名  (役職) No. 選挙区 議員名  (役職) No. 選挙区 議員名  (役職) No. 選挙区 議員名  (役職) No. 選挙区 議員名  (役職) No. 選挙区 議員名  (役職)
1 北海道２区 吉川　貴盛 51 神奈川１４区 あかま　二郎 101 静岡４区 望月　義夫（副会長） 151 鳥取２区 赤澤　亮正（幹事） 1 北海道㉘ 長谷川　岳 51 宮崎㉕ 長峯　誠
2 北海道４区 中村　裕之 52 神奈川１５区 河野　太郎 102 静岡７区 城内　実 152 島根1区 細田　博之 2 宮城㉕ 和田　政宗 52 宮崎㉘ 松下　新平（幹事）
3 北海道５区 和田　義明 53 神奈川１６区 義家　弘介 103 静岡８区 塩谷　立（顧問） 153 島根２区 竹下　亘（副会長） 3 秋田㉕ 中泉　松司 53 鹿児島㉕ 尾辻　秀久（顧問）
4 北海道１２区 武部　新 54 神奈川１７区 牧島　かれん（事務局次長） 104 愛知１区 熊田　裕通 154 岡山１区 逢沢　一郎（顧問） 4 秋田㉘ 石井　浩郎 54 鹿児島㉘ 野村　哲郎
5 比例北海道 鈴木　貴子 55 神奈川１８区 山際　大志郎 105 愛知４区 工藤　彰三 155 岡山３区 あべ　俊子 5 福島㉕ 森　まさこ 55 比例㉕ 太田　房江
6 青森１区 津島　淳 56 山梨２区 堀内　詔子 106 愛知６区 丹羽　秀樹 156 岡山４区 橋本　岳 6 栃木㉕ 高橋　克法 56 比例㉕ 木村　義雄
7 青森２区 大島　理森 57 比例南関東 宮川　典子 107 愛知８区 伊藤　忠彦 157 岡山５区 加藤　勝信 7 群馬㉕ 山本　一太 57 比例㉕ 佐藤　信秋（事務局次長）
8 宮城１区 土井　亨 58 比例南関東 中山　展宏 108 愛知９区 長坂　康正 158 広島１区 岸田　文雄（副会長） 8 群馬㉘ 中曽根　弘文（顧問） 58 比例㉕ 佐藤　正久
9 宮城２区 秋葉　賢也（幹事） 59 比例南関東 星野　剛士 109 愛知１０区 江﨑　鐵磨（副会長） 159 広島５区 寺田　稔 9 埼玉㉕ 古川　俊治 59 比例㉕ 山東　昭子
10 宮城３区 西村　明宏（事務局次長） 60 比例南関東 上野　宏史 110 愛知１４区 今枝　宗一郎 160 広島７区 小林　史明 10 千葉㉕ 豊田　俊郎 60 比例㉕ 宮本　周司
11 秋田１区 冨樫　博之 61 比例南関東 山本　ともひろ 111 愛知１５区 根本　幸典 161 山口２区 岸　信夫 11 千葉㉕ 石井　準一 61 比例㉕ 北村　経夫
12 秋田２区 金田　勝年（副会長） 62 東京２区 辻　清人 112 三重４区 三ツ矢　憲生（幹事） 162 山口３区 河村　建夫（顧問） 12 千葉㉘ 猪口　邦子 62 比例㉘ 片山　さつき（幹事）
13 秋田３区 御法川　信英 63 東京３区 石原　宏高 113 比例東海 勝俣　孝明 163 比例中国 小島　敏文 13 神奈川㉕ 島村　大 63 比例㉘ 足立　敏之
14 山形１区 遠藤　利明 64 東京４区 平　将明 114 比例東海 鈴木　淳司 164 徳島１区 後藤田　正純 14 神奈川㉘ 三原じゅん子
15 山形２区 鈴木　憲和 65 東京５区 若宮　健嗣 115 比例東海 大見　正 165 徳島２区 山口　俊一 15 東京㉕ 武見　敬三
16 福島２区 根本　匠（副会長） 66 東京８区 石原　伸晃（顧問） 116 比例東海 神田　憲次 166 香川１区 平井　卓也（副会長） 16 東京㉕ 丸川　珠代
17 福島4区 菅家　一郎 67 東京９区 菅原　一秀 117 比例東海 八木　哲也 167 香川３区 大野　敬太郎 17 東京㉘ 中川　雅治
18 福島５区 吉野　正芳 68 東京１１区 下村　博文（副会長） 118 滋賀１区 大岡　敏孝 168 愛媛１区 塩崎　恭久（副会長） 18 新潟㉕ 塚田　一郎
19 比例東北 江渡　聡徳 69 東京１３区 鴨下　一郎 119 滋賀２区 うえの　賢一郎 169 高知１区 中谷　元 19 富山㉕ 堂故　茂
20 比例東北 亀岡　偉民 70 東京１４区 松島　みどり 120 滋賀３区 武村　展英 170 比例四国 福井　照（幹事長代行） 20 富山㉘ 野上　浩太郎（幹事）
21 栃木１区 船田　元（顧問） 71 東京１５区 秋元　司 121 京都４区 田中　英之 171 比例四国 福山　守 21 石川㉕ 山田　修路
22 栃木３区 簗　和生 72 東京１６区 大西　英男 122 京都５区 本田　太郎 172 比例四国 山本　有二 22 石川㉘ 岡田　直樹（幹事）
23 栃木５区 茂木　敏充 73 東京１７区 平沢　勝栄 123 京都６区 安藤　裕 173 福岡１区 井上　貴博 23 福井㉕ 滝波　宏文
24 群馬５区 小渕　優子（副会長） 74 東京１９区 松本　洋平 124 大阪１区 大西　宏幸 174 福岡２区 鬼木　誠 24 長野㉕ 吉田　博美
25 埼玉３区 黄川田　仁志 75 東京２０区 木原　誠二 125 大阪２区 左藤　章 175 福岡３区 古賀　篤 25 岐阜㉕ 大野　泰正
26 埼玉７区 神山　佐市 76 東京２２区 伊藤　達也 126 大阪４区 中山　泰秀 176 福岡４区 宮内　秀樹 26 岐阜㉘ 渡辺　猛之
27 埼玉８区 柴山　昌彦（幹事） 77 東京２３区 小倉　將信 127 大阪７区 とかしき　なおみ 177 福岡５区 原田　義昭 27 静岡㉘ 岩井　茂樹
28 埼玉９区 大塚　拓 78 東京２４区 萩生田　光一 128 大阪８区 大塚　高司 178 福岡７区 藤丸　敏 28 愛知㉕ 酒井　庸行
29 埼玉１０区 山口　泰明 79 東京２５区 井上　信治（事務局長） 129 大阪９区 原田　憲治 179 福岡８区 麻生　太郎（顧問） 29 愛知㉘ 藤川　政人
30 埼玉１２区 野中　厚 80 比例東京 越智　隆雄 130 大阪１４区 長尾　敬 180 福岡９区 三原　朝彦（副会長） 30 滋賀㉘ こやり　隆史
31 埼玉１４区 三ツ林　裕巳 81 比例東京 小田原　潔 131 大阪１５区 竹本　直一（副会長） 181 長崎２区 加藤　寛治 31 京都㉕ 西田　昌司（幹事）
32 比例北関東 中根　一幸 82 比例東京 山田　美樹 132 兵庫１区 盛山　正仁 182 長崎４区 北村　誠吾 32 京都㉘ 二之湯　智
33 比例北関東 牧原　秀樹 83 比例東京 松本　文明 133 兵庫３区 関　芳弘 183 熊本１区 木原　稔 33 大阪㉕ 柳本　卓治
34 千葉１区 門山　宏哲 84 新潟６区 髙鳥　修一 134 兵庫５区 谷　公一 184 熊本２区 野田　毅（顧問） 34 大阪㉘ 松川　るい
35 千葉２区 小林　鷹之 85 富山１区 田畑　裕明 135 兵庫６区 大串　正樹 185 熊本３区 坂本　哲志 35 奈良㉕ 堀井　巌
36 千葉５区 薗浦　健太郎 86 富山２区 宮腰　光寛 136 兵庫９区 西村　康稔（幹事） 186 熊本４区 金子　恭之 36 和歌山㉘ 鶴保　庸介（幹事長）
37 千葉６区 渡辺　博道 87 石川１区 馳　浩 137 兵庫１０区 渡海　紀三朗 187 大分１区 穴見　陽一 37 岡山㉕ 石井　正弘
38 千葉７区 齋藤　健 88 石川２区 佐々木　紀 138 兵庫１１区 松本　剛明 188 大分２区 衛藤　征士郎（顧問） 38 広島㉕ 溝手　顕正
39 千葉８区 櫻田　義孝 89 福井１区 稲田　朋美（幹事） 139 奈良２区 高市　早苗（副会長） 189 宮崎１区 武井　俊輔 39 広島㉘ 宮沢　洋一
40 千葉９区 秋本　真利 90 福井２区 髙木　毅 140 奈良３区 田野瀬　太道 190 鹿児島２区 金子　万寿夫 40 徳島・高知㉘ 中西祐介
41 千葉１０区 林　幹雄 91 長野４区 後藤　茂之（副会長） 141 和歌山２区 石田　真敏 191 鹿児島４区 小里　泰弘 41 香川㉕ 三宅　伸吾
42 千葉１１区 森　英介 92 比例北陸信越 斎藤　洋明 142 和歌山３区 二階　俊博（顧問） 192 鹿児島５区 森山　裕（副会長） 42 香川㉘ 磯﨑　仁彦
43 千葉１２区 浜田　靖一（会長代行） 93 比例北陸信越石﨑　徹 143 比例近畿 奥野　信亮 193 沖縄４区 西銘　恒三郎（幹事） 43 愛媛㉕ 井原　巧
44 神奈川１区 松本　純 94 比例北陸信越務台　俊介 144 比例近畿 神谷　昇 194 比例九州 宮路　拓馬 44 福岡㉕ 松山　政司
45 神奈川２区 菅　義偉（副会長） 95 比例北陸信越細田　健一 145 比例近畿 佐藤　ゆかり 195 比例九州 今村　雅弘 45 福岡㉘ 大家　敏志
46 神奈川３区 小此木　八郎 96 岐阜１区 野田　聖子（会長） 146 比例近畿 岡下　昌平 196 比例九州 國場　幸之助 46 佐賀㉕ 山下　雄平
47 神奈川５区 坂井　学 97 岐阜２区 棚橋　泰文 147 比例近畿 谷川　とむ 197 比例九州 冨岡　勉 47 長崎㉘ 金子　原二郎
48 神奈川７区 鈴木　馨祐 98 岐阜３区 武藤　容治 148 比例近畿 門　博文 48 熊本㉕ 馬場　成志 衆議院 197
49 神奈川１０区 田中　和德 99 静岡１区 上川　陽子 149 比例近畿 大隈　和英 49 熊本㉘ 松村　祥史 参議院 63
50 神奈川１３区 甘利　明（顧問） 100 静岡２区 井林　辰憲 150 鳥取１区 石破　茂（顧問） 50 大分㉕ 礒崎　陽輔 合    計 260


