
令和３年４月22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

浅野たかお後援会 前島　孝元 佐藤　進 茨城県石岡市国府７－５－１０

あたらしい風後援会 竹原　大蔵 竹原　大蔵
茨城県取手市新町４－１５－６ リバーサイドヒルズ
７０１

新井くにひろ後援会 若泉　照男 矢口　浩一 茨城県北相馬郡利根町布川３３１１－２

いがらし清美後援会 五十嵐　清美 五十嵐　恭子 茨城県神栖市大野原２－２０－１５

石津たけよし後援会 石津　武吉 齋藤　清子 茨城県鉾田市上沢１４６９番地

板倉かおる後援会 板倉　宏寿 横田　竜次 茨城県牛久市中根町３３８

板橋ひではる後援会 板橋　四郎 板橋　由佳里 茨城県猿島郡五霞町大字川妻２３２番地２

伊藤まさおと取手の明日をつくる会 伊藤　正夫 伊藤　明美 茨城県取手市白山８－１２－８

伊藤豊後援会 伊藤　豊 大川　茂慶 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町７２５

茨城一新会（小沢一郎後援会） 畑　静枝 武田　宏子 茨城県つくば市鷹野原８－３１

茨城県珠算普及政治連盟 小沼　俊夫 米澤　弘子 茨城県水戸市柳町１－３－１７

岩沢しん後援会 岩澤　信 岩澤　南 茨城県取手市東４－３－２３ 稲葉コーポ１０３

大和田智弘後援会 鈴木　洋一 大和田　智弘 茨城県小美玉市高崎１７０９

小川勝夫後援会 江口　孝史 小川　奈歩 茨城県水戸市下大野町３７５４－１

小田公大後援会 小田　雄大 小田　公大 茨城県龍ケ崎市平台４－２２－１１

おだふみひろ後援会 倉田　美智雄 会田　則夫 茨城県小美玉市下吉影２０２２

小沼まさる後援会 小沼　勝 中澤　一夫 茨城県鉾田市箕輪２８４５－２

変えよう八千代 国府田　利明 国府田　圭子 茨城県結城郡八千代町大字蕗田５５９番地４

鹿嶋創新会 河津　亨 河津　裕子 茨城県鹿嶋市下塙１０８０

鹿嶋ビジョン３０ 原田　雅也 原田　雅也 茨城県鹿嶋市宮中５２７７番地３

兼平直紀後援会 兼平　直紀 兼平　敏夫 茨城県潮来市潮来１６３

かめやま彰後援会 今泉　広勝 和田　昭憲 茨城県鉾田市箕輪１７０８

河津とおる後援会 河津　裕子 河津　優 茨城県鹿嶋市下塙１０８０

菊池としひろ後援会 野澤　祐司 丸山　貴祥 茨城県筑西市幸町１－３１－９

茎崎地区の未来を考える会 高木　圭介 高木　伸介 茨城県つくば市高崎１７９３－１

倉持健一後援会 間瀬　喜晴 倉持　隆一 茨城県古河市稲宮１０７４の１

功志会 佐藤　巖 海老沢　功泰 茨城県東茨城郡大洗町大貫町２８９１－３

小林実後援会 髙橋　淺男 嵯峨　光二 茨城県稲敷郡阿見町住吉１－３－２

桜井しげあき後援会 櫻井　重明 櫻井　淳子 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町１４２－２

しだらえみこの会 設楽　詠美子 越渡　元一 茨城県筑西市二木成９９３番地

しのつか洋三後援会 市田　信道 白井　義夫 茨城県鹿嶋市宮中２０５３－８

周文会 相澤　保男 相澤　保男 茨城県土浦市中高津二丁目３－１０

進洋会 村田　進洋 本間　惠美子 茨城県水戸市赤塚１－２１９－５

鈴木やたろう後援会 鈴木　弥太郎 庄司　欣弘 茨城県日立市大みか町１－３４－３

　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、令和３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　　星野　学



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

政治結社大日本新皇会 芦澤　新一 和田　正美 茨城県鉾田市鹿田８８６－１４

関口輝門後援会 関口　輝門 関口　輝門 茨城県小美玉市西郷地５９－７

平由子後援会 平　由子 田中　健夫 茨城県取手市戸頭９－１３－２０－５

田口茂後援会 田口　茂 田口　和江 茨城県鹿嶋市大字角折２６０番地

田所和雄後援会 関山　宏志 細金　弘 茨城県高萩市春日町２－１３

田中よしのり後援会 塚崎　雅之 佐々木　博司 茨城県土浦市永国１５６

チャレンジ牛久 成田　秀一 奈良　拓海 茨城県牛久市田宮３－３－４１

つくば市政をよくする会 横井　美喜代 野崎　秀子 茨城県つくば市倉掛１９９－５

土子勝也後援会 須加野　利明 土子　孝一 茨城県鉾田市造谷１３８２番地２

東海村の未来を考える会 照沼　重輝 大内　正光 茨城県那珂郡東海村豊白１－１７－１０

所茂樹後援会 所　茂樹 所　勝利 茨城県ひたちなか市磯崎町４６２５－３８

並木ひろし後援会 並木　恭之 石川　勝則 茨城県古河市東山田５０６５－１

額賀優後援会 額賀　優 安藤　克範 茨城県神栖市下幡木９７９

根崎敏夫後援会 根崎　敏夫 根崎　弘子 茨城県東茨城郡茨城町小鶴２０１０－１

野村いさむと八千代町の向上を目指す会 野村　勇 飯ケ谷　進 茨城県結城郡八千代町大字坪井９３番地３

ハコモノよりも福祉のまち鹿嶋を実現す
る会

出頭　克明 石毛　みちる 茨城県鹿嶋市大字鉢形１５２６番地１７

橋本しげお後援会 尾形　孝 橋本　壽郎 茨城県那珂郡東海村豊白１－１７－１０

原田まさや後援会 原田　雅也 原田　雅也 茨城県鹿嶋市宮中５２７７番地３

はら浩道後援会 橋本　賢一 小澤　善雄 茨城県潮来市曲松２７９１－１

ふじさき仙一郎後援会 藤﨑　仙一郎 出沼　陽子 茨城県行方市新宮７４７－２

ふじさき忠徳後援会 藤崎　忠徳 藤崎　比左枝 茨城県潮来市島須２４０９

益子慎哉後援会 深沢　元義 深沢　次男 茨城県常陸太田市下高倉町３３３

増渕しんじ後援会 行本　五十男 増渕　康良 茨城県筑西市乙８６３

まっさき光後援会 樫村　曻 小沼　浩 茨城県那珂市静１２０４番地

松本勝久後援会 米川　誠 松本　宏昌 茨城県水戸市東野町１３５

水戸の未来を共に創る会 綿引　健 綿引　恭子 茨城県水戸市元吉田町２６７３－４

未来へ・チャレンジする会 中原　智行 藤澤　記千 茨城県筑西市甲７０８－３

村田進洋後援会 福島　完寿 本間　惠美子 茨城県水戸市赤塚１－２１９－５

もちまる節男後援会 持丸　節男 持丸　節男 茨城県鉾田市鉾田２０００－２

八木ようこ後援会 内田　多加志 佐藤　優子 茨城県高萩市秋山３０３７－９

谷口治後援会 谷口　治 谷口　治 茨城県取手市宮和田１０４９番地６３

安雄三後援会 飯村　清一 安　雄一朗 茨城県ひたちなか市中根１９２２番地

山越まもる後援会 大林　正則 中島　克巳 茨城県牛久市牛久町８６３番地２

結城しげる後援会 海老原　顕太郎 海老原　克己 茨城県取手市新町１－５－２８　新町第１０ビル２階

友志会 古矢　満 坂野　公一 茨城県常総市豊岡町乙１３６６

緑走会 桜井　信幸 桜井　秀匡 茨城県石岡市小幡１０４７番地

れいわ新選組と歩む会 細谷　典男 山田　憲治 茨城県取手市新町３－４－１９


