
ので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。

沖縄県選挙管理委員会　　　　　　　　　

　委員長　　当　山　尚　幸

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定による政治団体の届出事項の異動があった

　　平成31年４月20日

（１）政党の支部

    

代表者の氏名 　　    異　動　内　容 　 異動年月日　 異動事項　　政治団体 新

   　の名称 旧

屋良朝博 屋良朝博 平成31年１月７日代表者自由党沖縄 新

県第３区総

國仲昌二支部 旧

渡久地政雄 伊江村字川平277 平成30年９月28日主たる事務所の自由民主党 新

所在地伊江村支部

伊江村東江前2538旧

渡久地政雄 渡久地政雄 平成30年９月28日代表者自由民主党 新

伊江村支部

内田竹保旧

渡久地政雄 並里晴男 平成30年９月28日会計責任者自由民主党 新

伊江村支部

内田竹保旧

中川京貴 中川京貴 平成31年３月23日代表者自由民主党 新

沖縄県支部

照屋守之連合会 旧

末松文信 比嘉拓也 平成31年３月28日会計責任者自由民主党 新

名護市支部

吉元義彦旧

（２）その他の政治団体 （政党及び政治資金団体以外の政治団体）

    

　　    異　動　内　容 　 異動年月日　 異動事項　　政治団体 新代表者の氏名

   　の名称 旧

森山高広 平成30年５月１日会計責任者沖縄県獣医 新工藤俊一

師連盟

國吉克弘旧

工藤俊一 平成30年６月15日代表者沖縄県獣医 新工藤俊一

師連盟

波平克也旧



浦添市牧港１丁目58番14号302　 平成30年７月30日主たる事務所の濱崎ハヤト 新濱崎早人

エルドールＭ所在地後援会

浦添市伊祖４丁目６番７号コーポ旧

照屋501

沖縄市胡屋５－４－８　丸正マン 平成31年１月17日主たる事務所の阿多利修後 新阿多利修

ション303所在地援会

沖縄市山内４－３－Ｂ－305旧

沖縄市美原３－２－15 平成31年１月１日主たる事務所の城の会 新玉城康裕

所在地

沖縄市美原４丁目22番12号ヒ゜ュ旧

アハ゜ルクＢ－203

国会議員関係政治団体以外の政治 平成31年１月１日国会議員関係政城の会 新玉城康裕

団体治団体の区分⑥

法第19条の７第１項第１号及び第旧

２号に係る国会議員関係政治団体

比嘉朝文 平成18年７月１日代表者久高友弘後 新比嘉朝文

援会

照屋寛仁旧

浦添市港川２－25－１－607 平成29年４月１日主たる事務所の金城泰邦後 新金城泰邦

所在地援会

浦添市安波茶１丁目53番地６　コ旧

ーポ紘和301号

沖縄市美原３－２－15 平成31年１月１日主たる事務所の玉城デニ－ 新呉屋守將

所在地後援会

沖縄市美原４丁目22番12号　ヒ゜旧

ュアハ゜ルクＢ203

呉屋守將 平成31年１月１日代表者玉城デニ－ 新呉屋守將

後援会

石川榮喜旧

国会議員関係政治団体以外の政治 平成31年１月１日国会議員関係政玉城デニ－ 新呉屋守將

団体治団体の区分④後援会

法第19条の７第１項第２号に係る旧

国会議員関係政治団体

名嘉義明 平成30年12月20日会計責任者ミヤザキ政 新宮﨑政久

久後援会

徳永ゆかり旧



うるま市勝連南風原364 平成31年１月28日主たる事務所のたまえ登次 新玉栄千賀

所在地後援会

うるま市勝連南風原794－１旧

南城市大里字仲間735番地 平成31年１月30日主たる事務所の瑞慶覧チョ 新瑞慶覧長敏

所在地ービン後援

南城市大里字仲間482番地会 旧

瑞慶覧長敏 平成31年１月30日代表者瑞慶覧チョ 新瑞慶覧長敏

ービン後援

親川盛一会 旧

知花千賀子 平成31年２月１日会計責任者屋良朝博後 新東門美津子

援会

國仲昌二旧

國吉正人 平成31年１月６日会計責任者沖縄県柔道 新平良光政

整復師連盟

宮城貴旧

法第19条の７第１項第１号及び第 平成31年１月９日国会議員関係政ちゅらの会 新島尻安伊子

２号に係る国会議員関係政治団体治団体の区分

参議院議員公職の種類

島尻安伊子、参議院議員（第１号）

公職の候補者の

国会議員関係政治団体以外の政治氏名及び公職の 旧

団体種類（第２号）

⑤

大城清正 平成31年２月26日代表者宜保ハルキ 新大城清正

後援会

大田善裕旧

宮国弘 平成30年９月１日代表者前里光信後 新宮国弘

援会

仲間英隆旧

佐次田朗 平成31年２月７日代表者沖縄県トラ 新佐次田朗

ック事業政

新垣正仙治連盟 旧

儀間信子 平成30年８月21日会計責任者ギマ信子後 新新垣和男

援会

中村初枝旧

富川将充 平成31年３月７日会計責任者幸福実現党 新天久光雄

沖縄北部後



打樋タカ子援会 旧

糸満市西崎６－７－９　（有）メ 平成29年12月20日主たる事務所の上原あきら 新玉城春一

ディア西崎ビル２Ｆ所在地後援会

糸満市西崎町３－93旧

玉城樹 平成29年12月25日会計責任者上原あきら 新玉城春一

後援会

上原寿美旧

玉城春一 平成30年１月10日代表者上原あきら 新玉城春一

後援会

上原宜成旧

西原町字兼久257－３ 平成30年10月31日主たる事務所のウエザト善 新上里善清

所在地清後援会

西原町字兼久１番地旧

知念秀和 平成31年３月11日会計責任者ザハはじめ 新嶺井光

後援会

吉田潤旧

南風原町字与那覇１番地 平成31年３月19日主たる事務所の新垣ヨシユ 新新垣善之

所在地キ後援会

南風原町字与那覇532番地１旧

新垣善之 平成31年３月19日代表者新垣ヨシユ 新新垣善之

キ後援会

新垣由雄旧

上間保彦 平成31年１月30日会計責任者山川典二後 新山川典二

援会

山川厚子旧

南風原町字宮平２番地10 平成30年５月１日主たる事務所のアカミネ正 新識名盛保

所在地之後援会

南風原町字宮平94番地旧

浦添市仲間１－７－８－103　テ 平成31年３月20日主たる事務所の又吉ケンタ 新又吉健太郎

ィダメゾン仲間所在地ロウ後援会

浦添市港川１－32－７　207旧

又吉麻美 平成31年３月20日会計責任者又吉ケンタ 新又吉健太郎

ロウ後援会

又吉孝之旧

那覇市長田２－24－82　フリーベ 平成31年３月15日主たる事務所の大嶺亮二後 新石川健三



ル那覇シティ長田1003所在地援会

那覇市国場33旧

徳田千代子 平成31年３月15日会計責任者大嶺亮二後 新石川健三

援会

川満玄治旧

沖縄市山里１－15－12　京都マン 平成30年９月17日主たる事務所の喜友名ひで 新平安座唯孝

ション301号所在地き後援会

沖縄市山里２－１－８　上里店舗旧

１階

沖縄市南桃原３丁目22番18号（上 平成31年３月26日主たる事務所の森山政和後 新町田宗助

原宅）所在地援会

沖縄市南桃原３－１－11旧

宜野湾市真栄原３－22－21 平成31年３月23日主たる事務所の桃原功後援 新桃原功

所在地会

宜野湾市普天間２丁目24番９号　旧

ウィンド・フィールズ202

新里龍 平成31年３月22日会計責任者沖縄県土地 新当銘盛光

家屋調査士

半嶺当徹政治連盟 旧

南風原町字照屋368　サンキャッ 平成31年３月25日主たる事務所の照屋ひとし 新神谷吉信

スル403所在地後援会

南風原町字照屋361旧

宜野湾市大山３－６－９－602　 平成30年10月１日主たる事務所の又吉りょう 新又吉亮

ラフィーネヌーベル大山所在地後援会

宜野湾市大山４－12－８　１Ｆ（旧

伊佐方）

比嘉清仁 平成31年３月28日会計責任者バルタンせ 新比嘉清仁

いじん会

比嘉幸子旧

比嘉清仁 平成31年３月28日代表者ひがせいじ 新比嘉清仁

んを励ます

諸喜田一夫市民の会 旧

比嘉清仁 平成31年３月28日会計責任者ひがせいじ 新比嘉清仁

んを励ます



比嘉幸子市民の会 旧

那覇市字大道94 平成29年９月１日主たる事務所の翔栄会 新屋良栄作

所在地

那覇市前島１丁目11番18旧

北中城村字島袋66－１ 平成31年３月25日主たる事務所のみんなの北 新上間堅治

所在地中城あたら

北中城村字島袋34番地　喜屋武アしい風の会 旧

パート１－２号室

宜野湾市愛知３－１－２－102 平成30年10月１日主たる事務所のうえざと広 新宮里学

所在地幸後援会

宜野湾市神山一丁目２－５旧

宜野湾市新城２－40－14－101 平成30年９月15日主たる事務所の宮城力後援 新田港朝俊

所在地会

宜野湾市新城２－３－14　１Ｆ旧

豊見城市平良232　せせらぎｈｉ 平成31年３月25日主たる事務所の伊敷まこと 新新田宜明

ｌｌｓ105所在地後援会

豊見城市真玉橋274－３　赤嶺ビ旧

ル203


