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あ 赤坂義光後援会 松岡　勝彦 赤坂　エツ子 東かがわ市三本松１１６７－２

明るい民主県政をきずく会 伊藤　邦行 明珍　宗豊 高松市松福町2-20-22　

秋山時貞後援会 田辺　健一 佐伯　守 高松市藤塚町３－１３－１４　

明日の小豆島を考える会 長松　稔 中村　勝利 小豆郡内海町苗羽甲１４４０－１

東由美後援会 岡本　博道 東　省二 丸亀市本町１２３－１　

明日を考える政策研究会 元行　馨 元行　科江 東かがわ市土居２２０

安部洋朗後援会 山西　就治 赤澤　世士 さぬき市志度１０７８－１

安部正雄後援会 安部　正雄 安部　正雄 木田郡三木町大字氷上８４９

天野里美後援会 天野　里美 田中　弘 仲多度郡多度津町桜川１丁目６－４０

綾田福雄後援会 冨田　甫 佐々木　昭 高松市香南町岡３７０－５

綾ひろし後援会 洲崎　隆美 洲崎　隆美 坂出市元町３－４－１８

新井由泰後援会 長澤　潔 新井　陽子 丸亀市中津町１０８１－２

ありふく哲二後援会 松原　秀吉 松浦　美恵 坂出市林田町３５３４－８

有福哲二を支える会 吉原　良一 泉川　道広 坂出市林田町３５３４－８

安西進後援会 安西　進 安西　春樹 木田郡三木町下高岡２７８－５ 〇
安藤利光後援会 安藤　温子 安藤　温子 綾歌郡綾川町山田上甲１７０６－２

い いきいき政策研究会 五所野尾 恭一 五所野尾　優 仲多度郡まんのう町四條４５６－３ 〇

池田とよひと後援会 池田　豊人 池田　恵 高松市中新町１－２　 〇

池野もとあき後援会 藤井　康子 増田　正弘 高松市藤塚町３－１３－１４

石井勢三後援会 石井　勢三 関　直樹 三豊市三野町下高瀬１９０２－１

石井夕起子後援会 石井　夕起子 三好　富雄 三豊市豊中町上高野２９００

石﨑保彦後援会 石﨑　保彦 石﨑　勉 仲多度郡まんのう町真野１０１３ 〇

石山秀和を励ます会 石山　秀和 石山　秀和 観音寺市原町７０５－４ 〇

いそざき仁彦後援会 松村　英幹 田中　快治 高松市松島町１－１３－１４ 〇

伊丹準二後援会 伊丹　準二 伊丹　和子 観音寺市豊浜町大字和田浜１５３８－２

市川ようすけ後援会 大平　俊和 市川　賢治 三豊市高瀬町上高瀬２０６７

いちだせいしろう後援会 一田　誠士郎 福江　富子 小豆郡土庄町小江１０６２

市原信夫後援会 市原　信夫 市原　永知子 木田郡三木町平木４４８

井藤茂信後援会 坂本　武義 長栄　歳郎 小豆郡土庄町伊喜末１７７１－１

いとう良春後援会 伊藤　良春 西丸　昭弘 木田郡三木町大字平木７０９－１

いとせ文史後援会 糸瀬　文史 大熊　和史 高松市中間町１４４０－２ 〇

いど裕子後援会 井門　裕子 井門　浩之 丸亀市飯野町東分２７７９ 〇

井上こうじ後援会 井上　弘治 大西　伸彦 綾歌郡宇多津町浜九番丁１４２－１０

井上たかし後援会 三野　正忠 井上　カホル 高松市牟礼町牟礼３０５－２

井上ひろし後援会 ?原　隆 松村　武雄 東かがわ市川東２９８

井上ひろみち後援会 井上　博道 井上　ソノエ 綾歌郡綾川町羽床下２２４８－１０

井上正清後援会 大原　泰 吉井　正美 小豆郡土庄町甲５４３３－４

井下たかよし後援会 井下　尊義 井下　富士子 観音寺市観音寺町甲３０２９－２ 〇

茨智仁後援会 茨　智仁 須﨑　勝 坂出市富士見町１－６－１４

岩崎治樹後援会 岩崎　甫 岩崎　大樹 さぬき市鴨部５９９３

岩田ひでき後援会 関　恭児 藤田　三枝子 三豊市三野町大見甲５７４２

う 植條敬介後援会 植條　敬介 植條　厚子 坂出市林田町３７９６－３３ 〇

上田ひろゆき後援会 氏家　一成 鷹城　伊佐夫 善通寺市上吉田町５－３－２２

植原泰後援会 植原　泰 植原　泰 坂出市中央町１－１５

うえむら一郎後援会 中條　弘矩 上村　求 東かがわ市川東１３３３

氏家たかし後援会 氏家　孝志 氏家　千香 仲多度郡琴平町下櫛梨１２３７－１ 〇

氏家法雄後援会 氏家　法雄 氏家　しげみ 仲多度郡多度津町本通１－３－１６ 〇

氏家ひさし後援会 氏家　寿士 氏家　真理 善通寺市善通寺町４－１－２６

内田俊英を励ます会 内田　俊英 内田　俊英 丸亀市城南町５８－３ 〇

内田等後援会 内田　等 内田　俊明 善通寺市金蔵寺町１６８６－１

え ＭＴＯＮ　Ｃｌｕｂ（前川こうき後援会） 前川　幸輝 久本　真里奈 高松市国分寺町新居１１６３－６ 〇

江村信介を励ます会 江村　信介 江村　信介 さぬき市昭和３４０２－３ 〇

その他の政治団体
■注意事項

※令和４年12月31日における香川県選挙管理委員会所管の政治団体である。（同日までの設立・異動・解散等で令和５年１月31日までに届出
のあったものは当該届出の内容によった。）
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お 大浦すみ子後援会 石田　雄士 河合　真由美 高松市西宝町２－１１－３０

大浦まゆみ後援会 河合　真由美 河合　明光 高松市西宝町２－１１－３０

おおえ正彦後援会 大江　正彦 大江　薫 小豆郡小豆島町西村甲３３７－１ 〇

おおが正三後援会 小山　義輝 大賀　智恵子 観音寺市大野原町大野原１２２６

大川地区医師連盟 溝渕　茂樹 奥谷　敏晴 さぬき市津田町津田１６７３－２

大川労組交通政策研究会 祖父江　亨 橋本　亨 さぬき市鴨庄３０２０－３７

大久保隆敏後援会 白川　正久 大久保　徹一 観音寺市大野原町大字萩原２３１５

大塩のりかず後援会 大塩　哲和 大塩　照美 さぬき市津田町鶴羽１６３６－１

大下あつし後援会 大下　淳 山元　卓一 小豆郡小豆島町二面４６９－２

大田としこ後援会 大田　稔子 長町　勇 東かがわ市三本松１２９－２

大西智後援会 大西　智 武知　宏明 高松市木太町１８４９－１ 〇

大西樹後援会 大西　樹 宮下　亮 仲多度郡まんのう町中通１９４

大西哲也後援会 大西　哲也 田辺　保茂 綾歌郡綾川町陶１３８８－１ 〇

大西ともはる後援会 草薙　昭典 鴨井　正憲 善通寺市木徳町５９４－８

大西ひでと後援会 大西　秀人 伊佐　良士郎 高松市塩上町１０－５ 〇

大西浩後援会 三宅　正博 渡辺　秀樹 丸亀市垂水町１９１２

大西豊後援会 大西　正俊 大西　清子 仲多度郡まんのう町吉野８３３－２

大野一行後援会 大谷　末 大野　一行 小豆郡土庄町渕崎甲６３－１８

大野敬太郎後援会 内海　武彦 堀見　恵子 丸亀市土器町東１－１２９－２ 〇

大野直樹後援会 髙畠　重治 雑賀　正太郎 綾歌郡綾川町山田下２４６０

大平かずのり後援会 大平　正芳 大平　直美 善通寺市中村町１６５－１

大平敏弘後援会 大平　幸作 大平　慶子 三豊市高瀬町上高瀬１１２２－２

大平直昭後援会 合田　行伸 大平　淳子 観音寺市豊浜町和田丙２３－３

大平やすひろ後援会 大平　恭大 大平　恭大 仲多度郡多度津町寿町８－４

大藤まさふみ後援会 藤本　篤哉 岡山　美由紀 坂出市西庄町１２３０－７

オオマエカンと坂出市政を考える会 森﨑　敏彦 園部　裕 坂出市京町２－５－１３

大前せいじ後援会 大前　譲 石塚　賢二 丸亀市土器町東７－２７２

大見まさひろ後援会 大見　繁義 大見　芳徳 高松市木太町１９１４－４

大村一彦後援会 木内　新一 池田　豊 さぬき市鴨部１３２６－２

大矢一夫後援会 大矢　一夫 村上　健司 観音寺市観音寺町甲２９７７－２

大藪雅史後援会 大藪　雅史 大藪　郁代 東かがわ市湊１６０３－１２

大山一郎後援会 大山　一郎 井元　高志 高松市香西本町１５２－６ 〇

大山茂樹後援会 大山　茂樹 堀尾　全一 さぬき市津田町津田２３－１

大山高子を励ます会 大山　高子 大山　高子 高松市寺井町３０－１３ 〇

おがさわら浩後援会 小笠原　浩 小笠原　浩 坂出市久米町１丁目１５－６０

岡下勝彦後援会 岡下　勝彦 太巻　篤 高松市岡本町２９５－４

岡田つよし後援会 岡田　忠行 中西　武司 丸亀市本島町泊６９－２

岡田まなみ後援会 平野　理治 仲亀　昌身 高松市藤塚町３－１３－１４

岡田芳正後援会 横山　公三 細川　肇 綾歌郡綾川町萱原４６４－７

岡野しゅりこを支える会 宮内　和彦 松本　和子 高松市花ノ宮町３丁目４－２８

岡野よしゆき後援会 岡野　能之 須佐美　洋介 小豆郡土庄町甲４１３－２

岡本ますみ後援会 三枝　龍兒 三枝　京子 小豆郡土庄町甲１７１５－２

小川淳也後援会 中川　勝巳 川人　隆司 高松市三名町５６９－３ 〇

小川淳也と歩む行政書士有志の会 石川　秀幸 福井　あつみ 高松市鬼無町佐藤１１－６

小川保後援会 小川　保 小川　敏子 仲多度郡多度津町本通２－２－３３

小川つとむ後援会 長栄　謙昌 小川　恵美子 小豆郡土庄町上庄１３５２

尾崎道広の会 尾崎　宜久 尾崎　宜久 坂出市富士見町１－６－２７

おだいくお後援会 小田　郁生 小田　康雄 綾歌郡綾川町滝宮１５５１－１ 〇

小野まさと後援会 小野　正人 田中　靖章 仲多度郡琴平町１８６

小比賀勝博後援会 富田　甫 山下　武 高松市香川町浅野１４３－１

か 介護の未来を考える会 中村　成志 九十九　勇樹 さぬき市志度２２６０－９

かがみはら慎一郎後援会 鏡原　慎一郎 鏡原　未咲 東かがわ市引田３５７－１８

かがみはら慎一郎を支える会 鏡原　慎一郎 鏡原　未咲 東かがわ市引田３５７－１８ 〇

鏡原光代を励ます会 鏡原　光代 鏡原　善弘 さぬき市鴨部１５９７－２ 〇

香川県医師連盟 久米川　啓 小西　久典 高松市浜ノ町７３－４

香川県神谷まさゆき後援会 久間　一德 大石　英一 高松市亀岡町９－２０
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香川県看護連盟 中村　明美 川田　加代子 高松市国分寺町国分１５２－４

香川県行政書士政治連盟 石川　秀幸 平尾　政嗣 高松市鬼無町佐藤１１－６

香川県警備業連盟 梶原　慶二 滝　真治 高松市田町１１－５

香川県歯科医師連盟 豊嶋　健治 油谷　一裕 高松市錦町２－８－３８

香川県歯科衛生士連盟 阪根　玲子 松尾　明美 綾歌郡綾川町陶３９６８－２

香川県歯科技工士連盟 藤田　誠司 西桶　浩三 丸亀市土器町東５－４８１

香川県市議会保守系議員協議会 中村　順一 佐藤　好邦 高松市番町１－８－１５

香川県自動車整備政治連盟 向井　幸司 近藤　定則 高松市鬼無町佐藤１７－１０

香川県社会福祉政治連盟 石川　憲 児玉　直久 高松市錦町２－１３－１０

香川県社会保険労務士政治連盟 常谷　薫 加島　英二 高松市亀岡町１－６０

香川県獣医師連盟 篠原　公七 中山　明紀 高松市国分寺町福家字下福家甲３８７１－３

香川県珠算普及政治連盟 壷井　英貴 木下　伸子 三豊市豊中町本山甲８２３ー１

香川県商工政治連盟 篠原　公七 宮武　卓朗 丸亀市飯山町東坂元２４２２－４

香川県石油政治連盟 眞鍋　和典 岡田　朋之 高松市天神前１０－５

香川県接骨師連盟 石原　誠 神高　敏伸 高松市中野町１３－１

香川県宅建政治連盟 樋口　範明 岡　知徳 高松市松福町１－１０－５

香川県地域産業研究会 川人　裕一郎 石川　寛記 高松市古新町４－２ 

香川県中小企業政策推進協議会 国東　照正 岡　興司 高松市木太町３７９０ー２

香川県町議会保守系議員協議会 福家　功 井下　良雄 高松市中野町２３－４

香川県電工組政治連盟 新名　淳一 西尾　穂 高松市三名町字東原３０－７

香川県土地改良政治連盟 大山　茂樹 安藤　義貴 高松市西山崎町７６２－５

香川県土地家屋調査士政治連盟 森　和夫 長尾　憲作 高松市丸の内９－２９

香川県トラック事業者政治連盟 楠木　寿嗣 齋藤　文克 高松市福岡町３－２－３

香川県パン協同組合連盟 森　嗣喜 山川　幸裕 高松市八坂町２－２０

香川県美容政治連盟 川原　陞 川原　陞 高松市松縄町１０９１－３

香川県本田あきこ後援会 久間　一德 大石　英一 高松市亀岡町９－２０

香川県薬剤師連盟 久間　一德 大石　英一 高松市亀岡町９－２０

香川県山田宏後援会 豊嶋　健治 油谷　一裕 高松市錦町２－８－３８

香川県理学療法士連盟 鍋坂　信夫 山本　英徳 丸亀市綾歌町栗熊東７１－１

香川県理政会 北地　一行 増田　重昭 高松市塩上町２－５－２２

香川食肉政策研究会 二川　隆一 籔根　信悟 高松市郷東町５８７－１９７

香川政経文化研究会 村上　豊 佐々木　克幸 高松市塩上町２－７－２

香川創生未来研究会 黒川　保 黒川　保 高松市多肥下町３２７－１ 〇

香川ビルメンテナンス政治連盟 新谷　清二 横関　喜広 高松市林町２２１７－１５

香川まさる後援会 香川　勝 高木　益生 丸亀市綾歌町富熊１６６－５

香川未来政策研究会 町川　順子 町川　順子 高松市木太町１１７６－１ 〇

香川芳文後援会 滝上　清司 増田　秀雄 丸亀市飯山町上法軍寺３８５－４

香川芳文を囲む会 香川　芳文 香川　弘子 丸亀市飯山町上法軍寺３９５ 〇

香川を考える会 新井　由泰 新井　陽子 丸亀市中津町１０８１－２ 〇

かし昭二をはげます会 木村　栄治 吉尾　達喜 高松市藤塚町３－１３－１４

かじ正治後援会 岩﨑　正朔 梶　由美 丸亀市山北町７３１－４

片岡英樹後援会 池田　孝二 片岡　英樹 仲多度郡琴平町五條５８２

加藤まさかず後援会 古市　剛 内藤　正彦 丸亀市綾歌町岡田下６５２

門秀俊後援会 門　秀俊 門　孝治 仲多度郡多度津町日の出町１１－８

金井浩三後援会 水澤　智己 金井　恵美子 仲多度郡多度津町三井４６３－４

金﨑大和後援会 白玖　俊一 大岡　守 善通寺市与北町２３３３－１

かねおか誠後援会 兼岡　誠 細川　清徳 善通寺市生野本町２－４－５３

金子辰男後援会 金子　辰男 金子　綾子 三豊市山本町財田西２８０－１０

かねとうゆかり後援会 金藤　友香理 篠浦　誠吾 高松市春日町１０５５－１

鎌田紳二後援会 鎌田　紳二 長町　佳奈 東かがわ市三本松３２－３

鎌田もりやす後援会 鎌田　守恭 金本　重孝 高松市栗林町２－１７－２ 〇

花梨会 栗田　隆義 栗田　玲子 仲多度郡まんのう町四條６０１－３ 〇

河井修後援会 河井　修 河井　修 小豆郡小豆島町福田乙１２０２－６ 〇

川池秀文後援会 川池　秀文 川池　陽子 丸亀市綾歌町栗熊東２５０１ 〇

川井茂後援会 川井　茂 長木　勝也 小豆郡小豆島町神懸通甲９１２ー２ 〇

川北よしとも後援会 白川　尚二 川北　登美子 三豊市詫間町詫間７００
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川崎重工労働組合坂出支部政治活動委員会 中塚　隆明 森　健太朗 坂出市川崎町１

川崎やすふみ後援会 川崎　泰史 川﨑　隆司 綾歌郡綾川町山田下３１８４－１

川田英樹後援会 川田　英樹 川田　英樹 高松市上林町９８９－５

川田まさふみ後援会 川田　匡文 川田　匡文 丸亀市城東町２－１－４８

川西米希子を励ます会 川西　米希子 川西　米希子 仲多度郡まんのう町中通２９６－１ 〇

川原茂行後援会 和泉　幸男 川原　弘樹 仲多度郡まんのう町七箇１１１７

川向たけし後援会 朝倉　一満 川向　歩 善通寺市善通寺町５－３－３

川本たかや後援会 後田　勘一 川本　貴也 小豆郡土庄町長浜甲３２４１－１

観音寺の未来は小中高生に託す会 松本　実 請川　義弘 観音寺市木之郷町１８３２－３ 〇

観音寺三豊建設同友会 小畑　孝一郎 井下　雅直 観音寺市南町５－２－３９

神田やすたかと丸亀元気会 神田　泰孝 勝間　崇 丸亀市山北町７１２－１

き 岸上まさのり後援会 岸上　政憲 岸上　政憲 観音寺市柞田町丙１２７７ 〇

北谷よしくに後援会 香川　和章 三村　竜雄 高松市鬼無町佐藤６４８－１

北野洋一と観音寺市政を考える会 北野　洋一 北野　洋一 観音寺市三本松町３－５－１ 〇

木場たかし後援会 木場　隆司 木場　隆司 小豆郡土庄町馬越甲４１１

木村あつし後援会 木村　篤史 木村　美佳 さぬき市長尾名３４２－３

木村あつしを励ます会 木村　篤史 木村　美佳 さぬき市長尾名３４２ー３ 〇

木村作後援会 木村　作 川野　達男 東かがわ市湊１８０４－１

樹友会 山本　直樹 山本　敏子 丸亀市新浜町２－１３－１６ 〇

京兼愛子後援会 京兼　愛子 篠原　努 仲多度郡まんのう町羽間２６３８

欣政会 宮本　欣貞 長尾　勝弘 高松市西植田町２９６１－１ 〇

く 楠井常夫後援会 福家　芳弘 樋口　元清 坂出市加茂町７０１－１

くつわみしんいちろう後援会 土肥　新市 轡見　英子 丸亀市田村町１７０３

工藤きよか後援会 工藤　潔香 工藤　潔香 東かがわ市引田７８８－５

くどう正和後援会 矢原　博之 工藤　正悟 東かがわ市小海１８３０－３

粂井明人後援会 泉　浩二 宮井　忠 木田郡三木町大字井上２０２７

久米潤子を励ます会 久米　潤子 久米　正子 東かがわ市三本松５５７－６ 〇

栗田たかよし後援会 岩山　準 栗田　玲子 仲多度郡まんのう町四條６０１－３

黒木健二後援会 黒木　隆義 大矢　晃士郎 仲多度郡琴平町榎井７８７－２

黒島あきら後援会 黒島　啓 中松　和彦 小豆郡小豆島町苗羽甲１４４０－１ 〇

け 元気な香川をつくる会 石川　豊 藤目　幸枝 観音寺市吉岡町１４６

小泉あつし後援会 小泉　敦 小泉　恵子 小豆郡小豆島町坂手甲７５９

こ 弘求会 林野　忠弘 金崎　邦男 善通寺市稲木町８６４ 〇

高琴交通政策研究会 山地　一義 池畑　章伸 丸亀市綾歌町岡田東４５３－１２

合田たかつぐ後援会 合田　隆胤 和田　大作 観音寺市豊浜町姫浜１２９３－２

合田ちかこ後援会 合田　千佳子 鎌田　千明 観音寺市豊浜町和田浜１６００ 〇

合田正夫後援会 合田　正夫 合田　重子 仲多度郡まんのう町吉野下１１５０－２

合田陽一後援会 合田　陽一 合田　安里 観音寺市豊浜町姫浜４７２

河野雅廣後援会 西山　安彦 岡田　友一 綾歌郡綾川町羽床上１１５９－１

幸福実現党香川県本部 松原　由典 松原　由典 高松市松島町３－１５－１２

幸福実現党坂出後援会 藤井　敦彦 工藤　知世 坂出市谷町１－５－１７

幸福実現党高松北後援会 松原　由典 武田　真左子 高松市今新町７－１０

幸福実現党高松後援会 土居　美佐子 土居　美佐子 高松市松島町３丁目１５－２

幸福実現党高松東後援会 森川　光明 奈良　恵美子 木田郡三木町下高岡２１２２

幸福実現党高松南後援会 市井　啓司 土居　美佐子 高松市国分寺町新名１４３１－１５

幸福実現党丸亀後援会 宮脇　幸代 白石　久美子 善通寺市原田町６９６－７

幸福実現党三豊後援会 日下　怜子 日下　怜子 三豊市三野町大見甲５４６３－３

国際勝共連合香川県本部 森　一博 井門　幸雄 高松市木太町１６３９－１

小島しげとし後援会 亀井　孝 山下　広子 木田郡三木町田中３００６－１

五条ようこ後援会 五條　陽子 五條　陽子 高松市牟礼町牟礼２３７７－１

五所の尾恭一後援会 大岡　克三 川上　忠昭 仲多度郡まんのう町四條４５６－３

琴参バス労組交通政策研究会 前田　幹治 上野　博史 丸亀市土器町東５－３２

こども・保育政治連盟香川県支部 荻田　淳 忽那　ゆみ代 観音寺市本大町１４８３－４

小林しんいち後援会 大林　清 小林　澄子 香川郡直島町１３１番地１

小松千樹を励ます会 小松　千樹 小松　千樹 東かがわ市帰来５２４ 〇

小松ゆみ後援会 小松　由美 道上　英雄 高松市国分寺町福家甲３７３３
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五味のぶあき志の後援会 五味　伸亮 五味　渚 観音寺市高屋町１１４－１

込山文吉を励ます会 込山　文吉 込山　ふいの 三豊市財田町財田上７１０ 〇

コロナ以降の香川を明るくする県政の会 土岐　淳一 土岐　淳一 高松市番町二丁目４ー２

近藤武後援会 近藤　武 林　義孝 三豊市高瀬町上麻３８８５－７

さ 斉勝会 佐藤　稔 図子　邦彦 三豊市三野町大見甲６６３６－２

斉藤おさむ後援会 齋藤　修 齋藤　文代 高松市福岡町２－２７－１６

齋藤勝範後援会 佐藤　稔 図子　邦彦 三豊市三野町大見甲６６３６－２

斉藤ひであき後援会 斉藤　栄朗 高木　清 仲多度郡多度津町桜川１－９－２４

斉藤義明後援会 河井　弘幸 斉藤　武 坂出市林田町５０７－１

佐伯明浩後援会 大西　要 柴川　道明 観音寺市大野原町井関３８９

坂口なおと後援会 坂口　直人 植田　正雄 小豆郡小豆島町福田甲８５８－１

坂下かつひと後援会 谷本　義隆 池田　明彦 高松市新田町甲１４９２－３

桜の木 田中　達也 田中　達也 三豊市高瀬町下勝間２３７３

笹井孝志後援会 津田　勲 高木　国広 丸亀市北平山町２－１０

笹原かつひこ後援会 笹原　勝彦 笹原　靖子 高松市鶴市町１５７－１ 〇

里石明敏後援会 里石　明敏 里石　邦雅 高松市屋島西町２４８４－１８ 〇

佐藤好邦後援会 湯浅　泰弘 佐藤　敏子 高松市塩江町大字安原下第２号１６０４－１

さぬきの未来をつくる会 三野　義孝 清水　陽子 高松市国分寺町福家甲３７３７－１１

佐野だいすけ後援会 佐野　大輔 佐野　優子 丸亀市綾歌町岡田西２４９－１

寒川佳枝を励ます会 寒川　佳枝 寒川　佳枝 坂出市川津町４４６３－１ 〇

山条真嗣後援会 中西　尚倫 渡辺　充 坂出市西庄町７００－１

し 塩田洋介後援会 塩田　洋介 佐藤　千代子 小豆郡小豆島町馬木甲８８３－２

四国税理士政治連盟香川県支部 西木　敏明 宮武　和彦 高松市番町２－７－１２

志政会 川北　善伴 石井　勢三 三豊市高瀬町下勝間２３７３番地１

篠原和代後援会 篠原　正和 三好　朝治 観音寺市古川町９５

しのはら光一後援会 冨岡　利昭 前田　隆 坂出市久米町１－１－１９

篠原重寿後援会 香川　康弘 冨山　謙太郎 観音寺市古川町５２１

島の未来を語る会 内田　泰斗 内田　絢子 小豆郡小豆島町西村甲９１３－１ 〇

自民新政会 大賀　正三 篠原　和代 観音寺市大野原町大野原１２２６

自民新政会（城中利文） 城中　利文 市川　洋介 三豊市高瀬町下勝間２３７３番地１

市民派改革ネット 植田　真紀 渡辺　智子 高松市仏生山町甲４４９－２

社会民主主義フォーラム香川県支部 高田　良徳 小島　重俊 高松市三名町５６９－３

修生会 辻村　修 横田　淬二 善通寺市上吉田町５１１ 〇

淳志会 十河　孝浩 邉見　佳枝 高松市三名町５６９－３ 〇

淳正会 小川　淳也 小川　明子 高松市三名町５６９－３ 〇 〇

順友会 中村　順一 中村　由美子 高松市多賀町１－４－１７

小豆郡医師連盟 森　茂雄 外園　正彰 小豆郡小豆島町片城甲４４－３４１

白石よしひと後援会 白石　義人 吉川　益夫 高松市元山町８６３－３

白川かずゆき後援会 近藤　久志 白川　美佐 三豊市高瀬町下勝間１６２１－１

白川まさひとを励ます会 白川　雅仁 白川　雅仁 観音寺市大野原町中姫２０４２－３ 〇

城中利文後援会 大矢根　捷人 松田　真弓 三豊市仁尾町仁尾乙６１５－１

城本宏後援会 城本　宏 城本　和代 観音寺市柞田町甲２２０２－５ 〇

神内しげき後援会 八十川　一義 広瀬　吉俊 高松市亀田南町５３９－１

す 末地区三宅伸吾後援会 長町　俊二 久保　純子 高松市木太町２３４３－４ 〇

すがざきひさし後援会 平包　實 寿賀崎　巧 善通寺市原田町９９４－２

杉本勝利後援会 渡邊　隆司 佐藤　園子 高松市西山崎町１１０－１２

鈴木たかひろ後援会 鈴木　崇容 泉田　武宏 仲多度郡まんのう町長尾１４３２－１

すずきみか後援会 鈴木　美香 木村　崇浩 小豆郡土庄町長浜甲１９８９－１ 〇

鈴木義明後援会 管原　義宏 鈴木　章市 綾歌郡綾川町大字畑田８１９－４

須藤一郎を励ます会 須藤一郎 須藤一郎 高松市勅使町１１６８－１ 〇

隅岡美子を励ます会 隅岡　美子 隅岡　美子 仲多度郡多度津町大字山階１４７７ 〇

住谷あつし後援会 鈴木　雅登 赤松　諭 高松市郷東町１１７

すみの仁美と歩む会 角野　仁美 長尾　真知 丸亀市土器町東１－３８－１１ 〇

すみのまさひろ後援会 炭野　政博 炭野　智子 小豆郡小豆島町草壁本町６０６－１ 〇

せ 生党一言の会 松下　浩文 切池　優 高松市室町１９２５－７

税理士による磯﨑仁彦後援会 木村　幸博 松田　哲也 高松市上之町２－１－４８
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税理士による大野敬太郎後援会 秋山　佳弘 秋山　千枝 丸亀市新田町１８－１

税理士による木村義雄後援会 金川　幸二 多田羅　秀治 さぬき市志度２１５８－４

税理士による玉木雄一郎後援会 脇　正己 大塚　和辰 東かがわ市湊１４

税理士による平井卓也後援会 大前　香 大西　央哲 高松市中央町１４－１６

税理士による三宅伸吾後援会 西木　敏明 寺竹　委三 さぬき市昭和３６０７

全国ＬＰガス政治連盟香川県支部 赤松　幸雄 浜野　照也 高松市錦町１－６－８

全国小売酒販政治連盟香川県支部 野崎　和繁 氏家　幸 高松市宮脇町１－３４－５

全国旅館政治連盟香川支部 三矢　昌洋 三矢　昌洋 高松市西の丸町１０－１５

全国林業政治連盟香川県支部 五所野尾　恭一 道久　工 高松市中野町２３－２

全日本不動産政治連盟香川県本部 山下　稔 木村　博志 高松市木太町８０２

そ ぞうだ正彦後援会 三好　義光 小林　省三 高松市三谷町１６９７

ぞうだ正彦とともに政治を考える会 造田　正彦 小林　省三 高松市三谷町１６９７ 〇

十河茂広を励ます会 十河　茂広 十河　茂広 綾歌郡綾川町萱原３８５－１ 〇

十河直後援会 十河　直 真部　功一 さぬき市造田野間田６４７

十川信孝後援会 大野　定男 武田　方一 高松市太田上町４２７－２

十河陽之助後援会 白井　覚三 十河　龍之助 さぬき市志度１１０３－２

た 田井久留美を励ます会 田井　久留美 田井　明子 高松市伏石町１５３９ 〇

大黒かずや後援会 大黒　一也 大黒　令子 綾歌郡宇多津町１９０３－９

大松きじろう後援会 白川　孝治 塩田　昌樹 綾歌郡宇多津町２２３８

髙尾豊弘後援会 髙尾　豊弘 髙尾　優子 小豆郡小豆島町池田９０２－１ 〇

高木英一と語る会 谷本　一二三 中村　洋三 高松市牟礼町原１９９８

高木おさむ後援会 高木　末廣 篠原　啓二 三豊市高瀬町佐股甲２５０５－１

髙嶋正朋後援会 髙嶋　政恵 髙嶋　美和 さぬき市大川町富田東２９

高城宗幸後援会 高城　宗幸 高城　正平 観音寺市坂本町５－１９－３ 〇

高田よしのり後援会 谷本　義明 池下　奈津恵 善通寺市木徳町８５４－２

高田良徳とともに政治を考える会 高田　良徳 池下　奈津恵 善通寺市木徳町８５４－２ 〇

髙橋淳後援会 髙橋　淳 髙橋　正明 小豆郡小豆島町安田甲２２５

髙橋哲夫後援会 髙橋　哲夫 髙橋　哲夫 小豆郡小豆島町安田甲１４４－１１

高橋正博後援会 髙橋　正博 髙橋　和稔 小豆郡土庄町渕崎甲２０７１－６

高松建設同友会 佐々木　正富 久保　誠司 高松市松福町２－１５－２４

高松市医師会政治連盟 伊藤　輝一 川原　孝文 高松市松島町１－１６－２０

高松市議会市政会後援会 中村　順一 小比賀　勝博 高松市番町１ー８－１５

高松市議会新政同志会後援会 三笠　輝彦 妻鹿　常男 高松市番町１－８－１５

詫間茂後援会 大西　秀徳 詫間　茂 観音寺市観音寺町甲２９９０

詫間政司後援会 三野　求 松浦　睦夫 三豊市豊中町岡本２７０

竹内俊彦を励ます会 竹内　俊彦 竹内　俊彦 高松市松島町３－２７－２７ 〇

竹田英司後援会 山田　弘和 竹田　由香 丸亀市飯山町川原１６４９

たけだ孝三後援会 武田　孝三 武田　龍広 丸亀市郡家町３２５５－１

竹林まさひで後援会 竹林　昌秀 竹林　恭子 仲多度郡まんのう町追上２４０－２

竹本敏信後援会 下河　正則 澁田　憲一 高松市国分寺町新名８２２

竹森ちずと明日の善通寺を考える会 竹森　千津 福岡　三記 善通寺市吉原町１６４３

多田一明後援会 石原　均 嶋谷　清水 さぬき市鴨庄４５２５－２４

多田光広後援会 多田　正照 多田　登紀子 丸亀市川西町北１８５９

多田泰宏後援会 石川　博美 高嶋　済 さぬき市志度５００６－６４

多田ゆうこ後援会 多田　優子 木下　奈緒美 高松市屋島西町２１０５－２４

多田雄平後援会 多田　文子 多田　俊子 さぬき市大川町富田西１３８０－２

たたらまさし後援会 白石　勇 多田羅　登志子 坂出市寿町２－５－２５

立石たかお後援会 藤川　茂浩 平口　貞和 観音寺市大野原町内野々２６８

立石珠実後援会 立石　珠実 立石　珠実 観音寺市大野原町大野原６７５３－１ 〇

田中さだお後援会 藤﨑　皓一 三好　理 東かがわ市西村７６－１

田中たつや後援会 田中　達也 田中　達也 三豊市詫間町詫間３９０５－３

田中ひさし後援会 田中　久司 田中　久司 東かがわ市三本松１１１９－６

たなべ健一後援会 河村　整 赤木　玲子 高松市藤塚町３－１３－１４

谷川としひろ後援会 谷川　俊博 谷川　修二 綾歌郡宇多津町２３６５－２ 〇

谷木伸行後援会 小原　謙一 川田　明美 さぬき市前山５５１

谷久浩一後援会 谷久　浩一 谷久　富江 小豆郡土庄町上庄１３６７－１ 〇
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谷やすお後援会 久留島　博 谷　康男 小豆郡小豆島町坂手甲１８３４－１０

玉尾てつや後援会 玉尾　哲也 玉尾　哲也 三豊市高瀬町上麻乙５１９ー５

たまき雄一郎後援会 十河　孝男 有塚　照夫 さぬき市寒川町石田東甲８１４－１ 〇

為広員史後援会 爲廣　員史 爲廣　憲幸 三豊市山本町財田西４２１

ち 竹友会 竹本　敏信 下河　正則 高松市国分寺町新名８２２ 〇

中讃建設同友会 松永　雪夫 清田　幸弘 善通寺市与北町１８９

つ 正彦後援会 　正彦 　尚代 高松市香南町池内４６６

辻村おさむ後援会 高畑　光宏 中津　正人 善通寺市上吉田町５１１

都築信行を励ます会 都築　信行 都築　信行 高松市太田下町１６６７－４ 〇

堤弘行後援会 堤　弘行 堤　誠子 東かがわ市松原１０１２－１４ 〇

つねかね恵後援会 中野　照夫 能願　和子 仲多度郡まんのう町炭所西３４６－１

津村一仁後援会 津村　一仁 中村　郁夫 さぬき市小田３９２－２ 〇

寺嶋まさお後援会 寺嶋　昌夫 寺嶋　昌夫 高松市春日町４３１－４

て 天雲ちえみ後援会 天雲　千恵美 古川　裕子 高松市西町７－１

道山会 尾崎　道廣 尾崎　繁子 坂出市富士見町１－６－２７ 〇

と 土庄町議会議員団（つつじ会） 木場　隆司 福本　達雄 小豆郡土庄町馬越甲４１１

とみの和憲後援会 富野　和憲 富野　ケイ子 高松市中間町５９８－１ 〇

友枝俊陽後援会 友枝　俊陽 友枝　由香 観音寺市大野原町大野原３３０５－３

ともやす陽子後援会 友保　陽子 友保　陽子 木田郡三木町井戸１９０１ 〇

豊浦孝幸後援会 豊浦　孝幸 豊浦　孝幸 観音寺市観音寺町甲２８２９－２

豊嶋浩三後援会 豊嶋　浩三 豊島　孝太郎 仲多度郡琴平町榎井１０７－２

鳥飼年幸後援会 鳥飼　年幸 中山　愛 坂出市室町２－２－１９

な 中岡さとし後援会 村山　英臣 中岡　聡 丸亀市飯山町上法軍寺２３５９－７

中川和樹後援会 中川　和樹 中川　和樹 木田郡三木町大字氷上２０３６－２ 〇

中川光秋後援会 中川　光秋 中川　友子 小豆郡小豆島町西村甲１８１－１

中川むつひこ後援会 中川　睦彦 中川　安代 さぬき市寒川町石田東甲１４００－３ 〇

中川むつひこを励ます会 中川　睦彦 中川　安代 さぬき市寒川町石田東甲１４００－３

長崎あきお後援会 豊永　浩一 矢野　信次 善通寺市上吉田町１－６－１０

中沢誠後援会 中澤　誠 大山　歓子 さぬき市津田町鶴羽７７８－８

中谷まゆみ後援会 若山　光司 若山　光司 丸亀市飯山町東坂元２０３４－４

中津宏信を励ます会 中津宏信 中津宏信 高松市太田下町２６３４－１６ 〇

中西俊介後援会 中西　俊介 中西　恵美 高松市木太町１４２３－１ 〇

中西りえ後援会 武田　真左子 土居　美佐子 高松市今新町７－１０ 武田ビル４Ｆ

中野一郎後援会 中野　芳樹 坊上　俊郎 仲多度郡多度津町大字南鴨５３１

中松和彦後援会 中松　和彦 中松　和彦 小豆郡小豆島町苗羽甲１４８６

中村秀三を励ます会 中村　秀三 中村　法子 高松市藤塚町２－１２－７ 〇

中村伸一を励ます会 中村　伸一 中村　伸一 高松市高松町１７１５ 〇

中村のぶあき支援会 中村　晋章 中村　恵理 善通寺市与北町２６０９－１

名倉たけし後援会 名倉　毅 名倉　美登里 さぬき市津田町鶴羽２１７６

なんばひろし後援会 灘波　博司 松尾　由美 高松市上福岡町９０１－３ 〇

に 西岡あきお後援会 西岡　章夫 片岡　洋子 高松市国分寺町国分２８３－１１ 〇

西川しょうご後援会 西川　昭吾 中石　雅世 綾歌郡宇多津町浜三番丁２５－２ 〇

西庄育山会 中西　尚倫 渡辺　充 坂出市西庄町７００－１

西日本政治経済研究所 大橋　光政 大石　安則 高松市香西西町２７４

西本ゆうこ後援会 和田　孝信 西本　和仁 綾歌郡宇多津町２３９５－３

西山あきひと後援会 福岡　修 池田　美奈藻 三豊市詫間町詫間１５０３－２

西山よしたか後援会 西山　芳孝 西山　芳孝 善通寺市上吉田町５２１－３

新田耕造後援会 新田　耕造 柏木　康則 仲多度郡多度津町西浜９－２１ 〇

日本第一党香川県本部 岡田　裕文 吉田　誠 高松市川島東町字西大角３５８－１

日本遺族政治連盟香川県本部 増田　榮作 白井　正彦 高松市桜町２－３－６

日本共産党後援会 太田　生 野口　信 高松市藤塚町３－１３－１４

日本司法書士政治連盟香川会 西山　正寛 橋口　基城 高松市西内町１０－１７

日本精神科病院香川県政治連盟 西紋　孝一 西紋　孝一 丸亀市津森町５９５

日本政友会（西迫勉） 西迫　勉 西迫　貢 高松市植松町５８番地

日本弁護士政治連盟香川県支部 渡辺　光夫 松本　龍太 高松市丸の内２－２２ 

日本薬業政治連盟香川県支部 平山　貴章 土居　英之 高松市亀岡町９－２０
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日本臨床検査技師連盟香川県支部 松村　孝雄 山本　直子 木田郡三木町下高岡２６９５－１３

ぬ 沼田友紀後援会 沼田　友紀 沼田　友紀 綾歌郡宇多津町浜五番丁５４－３ 

の のかく満昭後援会 三谷　泰生 篠原　光一 坂出市久米町１－１－１９

は 橋本浩之後援会 喜多　敬三 橋本　典代 高松市多肥上町３２

橋本守後援会 成瀬　常雄 増井　一男 東かがわ市松原４６９

長谷川義仁と市政を考える会 久　由博 長谷川　眞弓 善通寺市弘田町１３９７－２

羽田みつる後援会 井本　哲夫 羽田　久美子 小豆郡小豆島町西村甲７８９ー２

花崎光弘後援会 成瀬　常雄 森川　満之 東かがわ市湊１１１６－１

馬場けいじ後援会 馬場　計二 馬場　計二 綾歌郡宇多津町１６８２－３３

濱岡ひろき後援会 濱岡　洋貴 西村　拓己 さぬき市志度５００６－５２

浜口やすゆき後援会 浜口　恭行 磯崎　虎一 三豊市詫間町松崎２７８０－２００

浜中満後援会 濵中　満 西　忠彦 香川郡直島町１９５３－１

浜中やすお後援会 山本　毅 宮崎　広文 綾歌郡宇多津町２６９５－４

浜野良一後援会 三木　倍美 鍛谷　哲夫 小豆郡土庄町渕崎甲１２９４－２

林野ただひろ後援会 大西　求 金崎　邦男 善通寺市稲木町８６４

春田敬司を励ます会 春田　敬司 春田　敬司 高松市香西東町１４－８ 〇

ひ 東かがわ市民の会 元行　馨 元行　科江 東かがわ市土居２２０

東かがわ市を発展させる会 鎌田　紳二 長町　佳奈 東かがわ市三本松３２－３

東かがわ政治経済研究会 平嶋　寿光 上枝　真祐美 東かがわ市東山１７８３－２

東かがわ湧志会 上村　一郎 上村　求 東かがわ市川東１３３３

東原あきら後援会 東原　重男 東原　種子 坂出市王越町乃生１５８２

平井たくや後援会 岩﨑　一雄 新谷　清二 高松市古新町４－３ 〇

ひらおか英士後援会 平岡　順子 松本　茂樹 高松市松島町３－１４－２５

ひらおか政典後援会 平岡　政典 平岡　亨教 善通寺市上吉田町２－１－２３

平川あつし後援会 平川　淳 松本　公伸 丸亀市中津町１０７８ 〇

平木すすむ後援会 平木　享 大西　等 高松市仏生山町甲４３３－３ 〇

平田景子後援会 平田　敦子 平田　弘次 綾歌郡宇多津町２０７４－７

広瀬良隆を励ます会 広瀬　良隆 広瀬　智子 高松市高松町４１－４ 〇

広田かつや後援会 内海　孝 広田　和男 丸亀市綾歌町栗熊西９２１

ふ 福生会 綾田　福雄 佐々木　昭 高松市香南町岡３７０－５ 〇

福部正人を励ます会 福部　正人 福部　久美 丸亀市新浜町１－７－１２ 〇

福本たつお後援会 福本　達雄 橋本　嘉通 小豆郡土庄町大部甲１０９４

福家功後援会 細谷　清信 岡坂　忠幸 綾歌郡綾川町陶３０１９－１

福家昭三後援会『三木里山会』 福家　昭三 橋本　憲二 木田郡三木町田中３９８３－１

福家りちこ後援会 桑島　弘志 谷本　正 綾歌郡綾川町陶３８８５－５

藤川たけと後援会 藤川　武人 藤川　素子 高松市宮脇町１－５－１４ 〇

藤沢やよい後援会 大塚　茂樹 大塚　茂樹 高松市藤塚町３－１３－１４

ふじた均後援会 藤田　均 大塚　久 観音寺市大野原町大野原５５３９－１

藤原まさお後援会 久保　征四郎 伊澤　弘一 高松市西植田町４８７４－２

藤本ただおを支える会 藤本　傳夫 藤本　傳夫 小豆郡小豆島町池田３２０９－１ 〇

古川幸義後援会 塩入　達彦 喜田　克歳 仲多度郡多度津町堀江３－４－１３

へ 別所やすし後援会 別所　保志 別所　婦み子 仲多度郡琴平町２６７

ほ 芳明会 佐伯　明浩 柴川　道明 観音寺市大野原町井関３８９ 〇

堀川勇人後援会 岡坂　茂 岡坂　誠 丸亀市田村町１５４８ー４

堀川勇人とワーキングプアを考える会 堀川　勇人 岡坂　誠 丸亀市田村町１５４８ー４ 〇

堀家正信後援会 堀家　正信 堀家　サキ 仲多度郡琴平町五條１０４

ま まいだ晴彦後援会 北山　齊伯 吉川　恵子 丸亀市山北町６９７－１

まいだ晴彦と政治を変える会 米田　晴彦 吉川　恵子 丸亀市山北町６９７－１ 〇

前川昌也後援会 北山　勲 富家　裕司 坂出市江尻町１１０３－１

前田剛後援会 前田　剛 前田　任 東かがわ市三本松８５２－１

前田武俊後援会 前田　武俊 前田　武俊 綾歌郡綾川町滝宮９７－３

牧田嘉己後援会 牧田　嘉己 牧田　京子 善通寺市上吉田町９４－１

ましま三郎後援会 中山　耕 植村　照代 さぬき市小田２０１１－３

松内こうへい後援会 松内　利和 松内　香織 綾歌郡綾川町北２２４－６

松岡忠後援会 山本　修 松岡　孝子 仲多度郡多度津町山階１８２９－４

松岡裕明後援会 松岡　裕明 佐藤　登 さぬき市長尾西１９１８
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松岡りか後援会 松岡　里佳 藤井　美佐子 綾歌郡綾川町陶５９９９ 〇

松熊秀樹後援会 松熊　秀樹 松熊　幹子 高松市一宮町１１２４－１ 〇

松下一美後援会 松下　一美 松下　美佐子 仲多度郡まんのう町長尾１３０５－２

松島俊雄後援会 松島　俊雄 宮本　真 香川郡直島町７１８

松永きょうじ後援会 松永　恭二 松永　由美子 丸亀市川西町北６６８番地２ 〇

松原たけのり後援会 三村　正則 松原　宥美 さぬき市造田野間田６７５－１

松原哲也後援会松風会 松原　弥生 松原　英規 木田郡三木町井上２１３２－１

松本あつし後援会 松本　篤 田中　仁 小豆郡小豆島町片城甲４４－１８８ 〇

松本公継後援会松政会 松本　公継 上原　聰 高松市一宮町４１２－５ 〇

まなべかずお後援会 真鍋　勝美 真鍋　勝美 仲多度郡琴平町５９８

まなべ茂後援会 真部　茂 中塚　祐輔 さぬき市昭和乙２０１－８

まなべ茂支援する会 宮本　修三 真部　信行 さぬき市昭和乙２０１－８

真鍋泰二郎後援会 紀伊　雅仁 藤田　秀樹 仲多度郡まんのう町吉野下２１８－５

真鍋範子を励ます会 真鍋　範子 真鍋　範子 善通寺市善通寺町８９７－７ 〇

真鍋よりあき後援会 建石　照夫 徳永　善史 丸亀市飯山町西坂元３７５

丸岡豊和後援会 松本　隆幸 鈴木　文雄 坂出市横津町２－４－３０

丸尾ゆきお後援会 丸尾　幸雄 丸尾　昌幸 仲多度郡多度津町本通１－５－２８ 〇

丸亀あさひ会 山田　登久晃 松永　由美子 丸亀市川西町北６６８－２

丸亀市政を良くする会 藤田　伸二 小野　賢治 丸亀市三条町５２５番地４

丸亀市の明日を良くする会 横川　重行 横川　初美 丸亀市三条町１４５ 〇

丸戸けんじ後援会 堀江　博 大西　均 三豊市財田町財田上２１６－１

み 三笠輝彦後援会 三笠　輝彦 松下　保樹 高松市一宮町１７２２ 〇

三木たかし後援会 三木　卓 三木　長二郎 小豆郡小豆島町安田甲１７０７－１

三木としあき後援会 三木　俊明 南堀　英二 小豆郡土庄町肥土山甲１９２３－１

三木秀樹後援会 琢磨　嘉昭 綾　敏博 三豊市三野町吉津乙２１３１

三木由美子後援会 三木　由美子 上原　進 さぬき市志度９１８－１ 〇

水本勝規後援会 大方　義裕 水本　照代 綾歌郡綾川町北１４２０

水本てつお後援会 水本　徹雄 水本　通子 丸亀市土器町西５－２７２

水本冨美子を励ます会 水本　冨美子 水本　冨美子 綾歌郡宇多津町浜二番丁１８－１６ 〇

水本真奈美を励ます会 水本　真奈美 水本　博和 三豊市詫間町松崎２７７０－２５５ 〇

三谷まさし後援会 宝城　明 宝城　明 三豊市三野町大見甲４２８５－１

三豊・観音寺市医師連盟 國土　修平 瀬戸　浩之 三豊市豊中町本山甲２０１－１

みどり・香川 渡辺　智子 芝原　千鶴 高松市多肥上町１８８２－３０

みなと一紫後援会 港　一紫 港　将己 綾歌郡宇多津町１１３２－１

三野康祐後援会 大西　繁治 筒井　伸博 高松市中野町３４－６

三宅伸吾後援会 木村　斉 久保　純子 高松市木太町２３４３－４ 〇

三宅真弓後援会 中川　重徳 三宅　信和 丸亀市中津町２０４

宮武昌史後援会 宮武　昌史 大平　健次 善通寺市生野本町２－６－３

宮原隆昌後援会 宮原　隆昌 宮原　隆昌 小豆郡土庄町５３５８ー２

宮本あつお後援会 宮本　敦夫 宮本　正世 綾歌郡宇多津町東分２５２ 〇

宮本たかし後援会 宮本　 宮本　将年 綾歌郡宇多津町大字東分４２３－１

宮本よしさだ後援会 伏見　正範 岩部　弘 高松市西植田町２９６１－１

みやわきみち子後援会 山崎　正芳 板嶋　恵津子 東かがわ市大谷４４６

三好勝利後援会 三好　勝利 三好　静枝 仲多度郡まんのう町七箇２７６２－２

三好ゆう子こうえん会 三好　優子 三好　優子 観音寺市木之郷町６８２－１

みんなと未来へあゆみ隊 太田　安由美 名出　真一 高松市松島町２－４－１２

む 村井孝彦後援会 村井　文代 松川　綾 坂出市川津町２０９７

村井勉後援会 西谷　友良 村井　孝亘 仲多度郡多度津町東浜５－１２

村井やすお後援会 金子　正仁 村井　保夫 仲多度郡多度津町大字東白方１２４－１

め 妻鹿常男後援会 妻鹿　常夫 妻鹿　望 高松市屋島西町６８１－３

妻鹿常男政治研究会 妻鹿　常男 妻鹿　望 高松市屋島西町６８１－３ 〇

も もてき邦夫後援会 茂木　邦夫 茂木　まりや 高松市川島東町１３５９－５ 〇

元行カオル後援会 元行　馨 元行　科江 東かがわ市土居２２０ 〇

森川みつあき後援会 佐藤　光男 森崎　由美子 木田郡三木町下高岡２１２２

森しげき後援会 森　繁樹 森　繁樹 綾歌郡綾川町陶４８１６－２ 〇

森崇後援会 橋本　政夫 中江　正 小豆郡小豆島町木庄甲２６５
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森田ひろゆき後援会 森田　浩之 村尾　良明 さぬき市長尾東１１４－１

森藤やすお後援会 森藤　津也子 森藤　津也子 仲多度郡琴平町１９１

森ひろあき後援会 森　弘章 森　寛三 小豆郡小豆島町安田４３５－２

森ひろゆき後援会 西山　彰人 柿谷　有里 三豊市豊中町比地大２６４８－５

森本晃司を励ます会 森本　晃司 森本　晃司 木田郡三木町大字井戸２４３５ 〇

もりや英明後援会 岩﨑　正朔 守家　英規 丸亀市川西町南１３１５

や 八木弘後援会 大和　國 岩澤　啓一 さぬき市志度１２１１－８

安井一博後援会 安井　健 山田　義夫 善通寺市善通寺町１５４３

安井信之後援会 安井　敏子 安井　信之 小豆郡小豆島町池田１４２３－７

安川稔後援会 安川　稔 安川　千恵子 仲多度郡琴平町苗田１１７３－１

やなぐちきんご後援会 柳口　欣吾 柳口　桂子 綾歌郡宇多津町浜五番丁６６－２

やぶうちまゆみ後援会 久本　昭三 丸岡　朝梨 仲多度郡多度津町桜川１－９－９

やぶのりこ後援会 大矢根　雅弘 藪　康功 仲多度郡多度津町寿町３－１３

山内まゆ後援会 山内　麻由 山内　太一 さぬき市造田宮西２５５－１ 〇

山神猛後援会 山神　猛 山神　千代子 仲多度郡琴平町榎井７７１－１

山口だいすけ後援会 山口　大輔 山口　大輔 東かがわ市湊１１０４－３

山下あきし後援会 福本　修一 多田　治 三豊市高瀬町新名１６１１

山下康二後援会 三好　信吾 東　政江 仲多度郡琴平町苗田９４９－２

山下真司後援会 山下　真司 大谷　佳弘 坂出市府中町５２９７ 〇

山下誠後援会 山下　誠 塩田　博巳 高松市神在川窪町２７８－８５

山田としお香川県後援会 港　義弘 岡田　孝浩 高松市寿町１丁目３－６

山田正芳後援会 山田　薫 川田　匡文 丸亀市土器町東５－３７８

山西ともこ後援会 遠藤　由美 大西　あけみ 高松市扇町１－１－２５

山根千佳後援会 山根　千佳 山根　昭子 善通寺市与北町４２－２ 〇

山本さとし後援会 谷本　嘉章 山本　紀代 高松市木太町２７３５－３

山本直樹後援会 池川　進 山本　敏子 丸亀市新浜町２－１３－１６

ゆ 湯口しん後援会 湯口　新 湯口　あい 三豊市高瀬町比地２２８－１

よ 洋二さんと歩む会香川洋二後援会 香川　洋二 真鍋　彰徳 高松市室新町１１５６－２５

よこい薫後援会 福家　孝俊 横井　豪 綾歌郡綾川町畑田２８５－１

横井ゆうじ後援会 横井　裕二 横井　裕二 高松市由良町６４０－１０

よこがわ重行後援会 横川　重行 池田　英文 丸亀市三条町１４５

横田はやと後援会 後藤　泰正 横田　葉子 丸亀市飯野町西分４７３－１

横山つよしを支援する会 吉久　武 三宅　隆幸 三豊市詫間町詫間７６７４－１０

吉田こういち後援会 松本　恭直 安藤　晃次 坂出市御供所町１－２－９

吉田親司後援会 吉田　親司 吉田　愛弓 仲多度郡琴平町９５１

よしみね幸夫後援会 喜岡　俊治 大西　皎 高松市林町２５０８－４

淀きすず後援会 淀　紀清 山口　大輔 東かがわ市三本松２１１０－２

米田優後援会 米田　優 村川　和美 高松市新田町甲１４７２－２

ろ 六青会 水本　勝規 水本　照代 綾歌郡綾川町北１４２０ 〇

わ 若杉輝久を励ます会 若杉　輝久 若杉　輝久 坂出市林田町１９６０－２６ 〇

若谷修治後援会 福岡　秀之 石井　將義 坂出市江尻町１６２６－１

脇博文後援会 脇　博文 脇　泰子 木田郡三木町鹿庭２７３３－２

渡辺一馬後援会 亀山　浩二 渡邉　美喜子 丸亀市土器町西４丁目６６２－５

渡邉堅次後援会 渡邉　　堅次 織邊　圭二 東かがわ市引田３４６－１３

渡辺のぶえ後援会 渡辺　信枝 渡辺　修一 仲多度郡琴平町１４７－２

渡辺みき子後援会 田中　英一 福崎　有二 仲多度郡多度津町大字奥白方１３３５－３


