
平成29年6月26日

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

青山大人と共に茨城を創る会 青山　富士比児 青山　和代 土浦市乙戸８０１－３

明日の鹿嶋を考える会 田口　茂 立原　弘一 鹿嶋市大字角折２６０番地

新垣まいこと明るい東海村をつくる会 新垣　麻依子 新垣　優 那珂郡東海村豊白１－２３－１７

飯田英樹後援会 飯田　英樹 飯田　留男 東茨城郡大洗町磯浜町１０５２－２

市川圭一後援会 市川　圭一 市川　美香 牛久市さくら台３－２３－４

伊藤まさお応援プロジェクト 伊藤　正夫 伊藤　正夫 取手市白山８－１２－８

伊藤豊後援会 伊藤　豊 大川　茂慶 東茨城郡大洗町磯浜町７２５

いとみちあきと大洗町活性化を目指す会 一糸　美千秋 一糸　美千秋 東茨城郡大洗町磯浜町３４５３－５

岩倉みきろう後援会 木原　義髙 木原　良子 高萩市大字高萩７１１－１０４

上田一晶と新しい高萩をつくる会 上田　一晶 上田　一晶 高萩市春日町１－１１

内山一後援会 上山　忠璋 飯田　進 鹿嶋市宮津台１５０－１６

恵利いつと明日に向かって歩く会 藤戸　隆幸 山上　なほ子 那珂郡東海村村松１２６３－１７

えんどう明美後援会 遠藤　光夫 関口　忠直 古河市駒羽根２８０－５

大洗のなかまたち 一糸　美千秋 一糸　美千秋 東茨城郡大洗町磯浜町３４５３－５

大山こうじ後援会 中村　正弘 関　康広 東茨城郡茨城町上石崎４５５７－３９５

小宅清史後援会 笹嶋　武樹 富永　茂 那珂市菅谷４３５４－３

金沢かつひと後援会 加藤　智成 金沢　則子 取手市東６－６６－３２

川崎けい子後援会 武田　敏雄 川崎　三郎 ひたちなか市大字金上９１２番地

川崎三郎後援会 武田　敏雄 川崎　恵子 ひたちなか市金上９１２

環境と福祉の研究グループＫ 橋本　きくい 橋本　義一 潮来市日の出３－５－８

菊池伸也後援会 菊池　伸也 菊池　伸也 常陸太田市天下野町６４４０番地

君嶋としおとはばたく会 君嶋　寿男 君嶋　礼子 那珂市下大賀９７９

桐沢いづみ後援会 桐沢　いづみ 桐沢　いづみ 鹿嶋市荒野１５７３－３６１

クラージュ民主平の会 平　由子 田中　健夫 取手市戸頭９－１３－２０－５

クリーンな市政をつくる市民の会 木原　義髙 木原　良子 高萩市大字高萩７１１－１０４

浩和会 須田　浩和 須田　絵梨奈 水戸市千波町４２４－７

古河市議会政策研究会 水上　高一 生沼　繁 古河市駒羽根８３３番地

古河市民の会 逆井　重三 逆井　重三 古河市宮前町１１－３０

小松とよまさ後援会 山口　由夫 稲田　明浩 石岡市総社２丁目１－３４

　以下の団体は，政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第２項の規定により，平成29年４月１
日以降，政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け，又は支出をすることができない団体となっ
たので，同条第３項の規定に基づき公表します。

茨城県選挙管理委員会委員長　　大津　晴也



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

酒井善一後援会 大平　啓太 小沼　正和 東茨城郡大洗町磯浜町６６０４－１

佐藤しんいち後援会（はばたく会） 柳田　清進 大谷　光嗣 東茨城郡茨城町長岡３６５２－６２４

山山会 郡司　納 郡司　桂一 行方市芹沢９８５番地の３

しのだ純一後援会 篠田　稔 篠田　千恵 稲敷市下馬渡９２６－４

萩山会 岩倉　幹良 木原　義高 高萩市大字高萩７１１番地の１０４

周文会 石引　潔 相澤　保男 土浦市中高津三丁目九の一

白土仙三郎後援会 白土　照男 白土　亮 日立市諏訪町５－１－９

人青会 石井　敏裕 柴沼　聡 土浦市中高津１－２１－３

末村英一郎後援会 末村　道輝 末村　陽子 守谷市松ケ丘４－１４－９

鈴木しげみ後援会 鈴木　繁美 鈴木　陽子 牛久市岡見町１７１８－７

すずき俊一後援会 前川　忠 鈴木　俊一 小美玉市堅倉１６９６番地５９

鈴木豊明を育てる会 布川　俊哉 冨田　佳秀 土浦市並木３丁目１１－８

鈴木やすひと後援会 江原　均 中島　真吾 石岡市国府二丁目２番２０号

須田みつお後援会 笠原　岳夫 加藤　将哉 取手市戸頭７－４－１３

政治結社大日本菊征塾 海老沢　一洋 大貫　忠 小美玉市佐才３８

政治結社御國塾茨城支部 岩上　武 長嶺　嗣義 筑西市東石田１０４０

関口有美重後援会 関口　直樹 飯塚　秀樹 守谷市薬師台２－１７－７

責任党 古恵良　元 古恵良　靖 牛久市刈谷町１－２２－７

泰晋会 村上　泰義 樫村　文江 石岡市東光台２－８－３９

泰友会 村上　泰道 村上　恵子 石岡市旭台３－１６－２３

拓心会 石津　寿雄 宮本　登美雄 潮来市宮前１－６－１７

たての晃伸後援会 樫村　信一 舘野　和幸 古河市小堤７９５

田村まさお後援会 吉村　一衛 田村　稔晃 小美玉市野田１４７５－３６５

土浦を創ろう会 三輪谷　博史 佐藤　貴重 土浦市中高津三丁目九の一

統司塾 野中　厚 加藤　潤一 土浦市東真鍋町１１－１４

冨山つよし後援会 冨山　顕 冨山　千西 那珂市瓜連１７６９－４９

鳥羽田力後援会 鳥羽田　久衛 小松崎　豊 東茨城郡茨城町宮ケ崎１０７０－２

直井たかひろ後援会 吉葉　長次 鈴木　光明 つくばみらい市弥柳４２０－９

中根ようじゅを支える会 石黒　正四郎 鏑谷　正勝 小美玉市上合１３８

中村おさむ後援会 中村　修 中村　美子 取手市東４丁目３番２４号１０３号室

橋本良一後援会 星野　登 塙　和美 笠間市下加賀田１２番地

布川たかしと豊かな守谷をつくる会 布川　隆史 布川　曜子 守谷市御所ケ丘五丁目２５番地９

藤田昭泰後援会 須之内　康行 菅崎　克英 神栖市須田１３９２番地
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藤沼きよし後援会 鞠子　歳雄 藤沼　一夫 猿島郡五霞町大字川妻９３－１番地

藤平竜也後援会 藤平　竜也 藤平　紀子 稲敷郡阿見町阿見４６６６－７４６

前馬秀夫同友会 前馬　秀夫 前馬　理智子 水戸市三の丸２丁目１１番７号

増渕しんじ後援会 行本　五十男 増渕　久昭 筑西市乙８６３

三城直良後援会 高野　雅之 三城　由美子 石岡市三村２５９１－２

水戸の未来をともに創る会 綿引　健 綿引　恭子 水戸市元吉田町２６７３－４

三村孝信後援会 三村　幸子 三村　進 東茨城郡城里町石塚２２０６－３

山西まさき後援会 大塚　穆 金木　和夫 東茨城郡茨城町宮ケ崎４５２－１

結城しげる後援会 結城　昭蔵 結城　滋子 取手市新町１－５－２８

夢のある守谷を創る会 間中　知彦 堤　美代子 守谷市松前台７－３－３

楽奉会 石井　福寿 石井　貴子 水戸市平須町１６５７－５

渡辺大士後援会 菅谷　尚 中山　満 守谷市ひがし野１－２７－３

渡辺たくや後援会 渡辺　厚 渡辺　あや子 鉾田市安房１４０５－３７


