
（政党)

代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:48

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

国民民主党沖縄県第３区総支部 清水磨男 那覇市樋川１丁目６番12号　シャトレイユ
．Ｂ１Ｆ

清水磨男ｺ12

国民民主党沖縄県第４区総支部 清水磨男 那覇市樋川１丁目６番12号　シャトレイユ
．Ｂ１Ｆ

清水磨男ｺ13

自由民主党伊江村支部 内田竹保 伊江村東江前2538内田竹保ｼ555

自由民主党石垣市支部 我喜屋隆次 石垣市字宮良２４５石垣亨ｼ556

自由民主党伊是名村支部 名嘉哲治 伊是名村字仲田255前川清ｼ557

自由民主党糸満市支部 新垣新 糸満市字糸満２２７４－５新垣哲司ｼ558

自由民主党伊平屋村支部 伊礼征男 伊平屋村字我喜屋２１３１－１金城信光ｼ559

自由民主党浦添市支部 神田剛 浦添市宮城4－22－6　西平マンション
３０７

島尻忠明ｼ560

自由民主党うるま市具志川支部 照屋守道 うるま市田場752-1　201号照屋守之ｼ561

自由民主党大宜味村支部 宮城貢 大宜味村字塩屋613番地１宮城貢ｼ562

自由民主党沖縄県石垣市区第一支部 吉村乗勝 石垣市字登野城69番地　2F大浜一郎ｼ563

自由民主党沖縄県糸満市区第一支部 大城達樹 糸満市西崎１丁目２番８－１０１新垣新ｼ564

自由民主党沖縄県医療会支部 稲田隆司 南風原町字新川218－９番地安里哲好ｼ565

自由民主党沖縄県うるま市区第三支部 崎原弘 うるま市勝連平安名1650仲田弘毅ｼ566

自由民主党沖縄県沖縄市区第一支部 砂川純宣 沖縄市諸見里2-12-12 3-A花城大輔ｼ567

自由民主党沖縄県沖縄市区第二支部 仲里敬乃 沖縄市泡瀬4-43-6小渡良太郎ｼ568

自由民主党沖縄県看護連盟支部 仲里艶子 南風原町字大名268番地２福原美恵子ｼ569

自由民主党沖縄県宜野湾市区第一支部 砂川隆徳 宜野湾市我如古１-33-６又吉清義ｼ570

自由民主党沖縄県国頭郡区第一支部 武村由美子 本部町字大浜878番地19具志堅透ｼ571

自由民主党沖縄県建設支部 源河忠雄 浦添市牧港五丁目六番八号下地米蔵ｼ572

自由民主党沖縄県港湾支部 佐々木秀尚 浦添市字城間3019番地座波博史ｼ573

自由民主党沖縄県歯科医師支部 加藤進作 南風原町字新川218番地１真境名勉ｼ574

自由民主党沖縄県支部連合会 金城暁 那覇市久茂地3丁目11番13号照屋守之ｼ575

自由民主党沖縄県石油販売業支部 神谷善和 八重瀬町字伊覇228番地尚　諭ｼ576

自由民主党沖縄県倉庫支部 大城毅 那覇市港町２丁目１７番１３号大城毅ｼ577

自由民主党沖縄県第一選挙区支部 松川久雄 那覇市久茂地３－２９－４１久茂地マンシ
ョン２０５

國場幸之助ｼ578

自由民主党沖縄県第二選挙区支部 名嘉義明 宜野湾市宜野湾１－１－１　２階宮﨑政久ｼ579

自由民主党沖縄県第四選挙区支部 大城和人 南風原町字山川286－1西銘恒三郎ｼ580

自由民主党沖縄県宅建支部 屋良達 那覇市泉﨑１－12－７徳嶺春樹ｼ581

自由民主党沖縄県ちんたい支部 佐和田健二 浦添市仲間１－10－１　パークマンション
101

佐和田功ｼ582

自由民主党沖縄県豊見城市区第二支部 比嘉賢一 豊見城市字根差部727ｴｸｾﾙﾋﾞﾙ２０７号島袋大ｼ583

自由民主党沖縄県中頭郡区第一支部 宇栄原京一 嘉手納町水釜六丁目１０－７　２Ｆ中川京貴ｼ584
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代表者氏名 会計責任者
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団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

自由民主党沖縄県名護市区第一支部 川添博明 名護市大西一丁目15番５号末松文信ｼ585

自由民主党沖縄県那覇市区第二支部 川満昇治 那覇市三原２－６－１５西銘啓史郎ｼ586

自由民主党沖縄県那覇市区第八支部 伊藤佳子 那覇市天久2-22-8山川典二ｼ587

自由民主党沖縄県南城市区第一支部 知念秀和 南城市玉城字百名105座波一ｼ588

自由民主党沖縄県バス支部 慶田佳春 那覇市久茂地1-2-28 よなみねビル３F合田憲夫ｼ589

自由民主党沖縄県ふるさと振興第一支
部

宮城一郎 浦添市仲西１丁目１番１号島尻安伊子ｼ590

自由民主党沖縄県薬剤師支部 山里勇 南風原町字新川218－10亀谷浩昌ｼ591

自由民主党沖縄県郵政政治連盟支部 伊江朝芳 那覇市東町7番5号ロイヤルマンション東町
１F

比嘉明男ｼ592

自由民主党沖縄市支部 崎浜和秀 沖縄市室川２－27－53瑞慶山良一郎ｼ593

自由民主党恩納村支部 長浜善巳 恩納村山田１２番地志喜屋文康ｼ594

自由民主党北大東村支部 鬼塚三典 北大東村南１８２の８番地宮城光正ｼ595

自由民主党宜野座村支部 宜野座繁 宜野座村字宜野座319-1小渡久和ｼ596

自由民主党宜野湾市支部 呉屋等 宜野湾市我如古１丁目３３番５号又吉清義ｼ597

自由民主党金武町支部 嘉数義光 金武町字伊芸1035仲里全孝ｼ598

自由民主党国頭村支部 上原康作 国頭村字辺土名225金城利光ｼ599

自由民主党竹富町支部 新田長男 竹富町字南風見201番地の152西大舛高旬ｼ600

自由民主党多良間村支部 森山実夫 多良間村字仲筋435番地下地昌明ｼ601

自由民主党北谷町支部 喜友名朝眞 北谷町浜川188与儀朝祺ｼ602

自由民主党豊見城市支部 金城順将 豊見城市字高嶺589番地玉城文子ｼ603

自由民主党今帰仁村支部 玉城克義 今帰仁村字仲宗根661-3與那嶺好和ｼ604

自由民主党名護市支部 吉元義彦 名護市字宮里４４８－５末松文信ｼ605

自由民主党那覇市支部 奥間亮 那覇市三原２－27－27－506　ライオンズ
マンション三原第２

久高友弘ｼ606

自由民主党南城市佐敷支部 伊礼清則 南城市佐敷字手登根281仲村和則ｼ607

自由民主党西原町支部 徳元直樹 西原町呉屋94－2下地浩之ｼ608

自由民主党２１世紀沖縄をつくる会 翁長淳 那覇市銘苅212番地８号平山要ｼ609

自由民主党南風原町支部 仲里義正 南風原町字兼城435-27知念富信ｼ610

自由民主党東村支部 比嘉勝正 東村字宮城544-2番地伊集盛久ｼ611

自由民主党南大東村支部 上原豊三郎 南大東村字在所２８１照屋林明ｼ612

自由民主党宮古島市支部 砂川恵助 宮古島市平良西里985－１棚原芳樹ｼ613

自由民主党本部町支部 金城勉 本部町字大浜878-19（具志堅様方）石川博己ｼ614

自由民主党与那原町支部 徳田将仁 与那原町字与那原451舩谷政喜ｼ615

日本共産党沖縄県委員会 鶴渕賢次 那覇市泊2-4-7赤嶺政賢ﾆ616
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代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
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団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

日本共産党中部地区委員会 千葉巧 沖縄市美里4-13-23千葉巧ﾆ617

日本共産党南部地区委員会 神山藤義 豊見城市字根差部４３３-１０小松直幸ﾆ618

日本共産党北部地区委員会 上野郁子 名護市大西１－４－３－101伊藤和昌ﾆ619

日本共産党八重山郡委員会 宇部克 石垣市字新川２３７６－１６　浩園マンシ
ョン１－Ａ

石垣三雄ﾆ620

国民民主党沖縄県総支部連合会 清水磨男 那覇市樋川1丁目6番12号　シャトレイユ　
Ｂ１Ｆ

清水磨男ｺ621

国民民主党沖縄県第１区総支部 清水磨男 那覇市樋川1丁目6番12号　シャトレイユ　
Ｂ１Ｆ

清水磨男ｺ622

国民民主党沖縄県第２区総支部 清水磨男 那覇市樋川1丁目6番12号　シャトレイユ　
Ｂ1Ｆ

清水磨男ｺ623

公明党沖縄県本部 上原章 那覇市泊１－４－１３福琉産業ビル２Ｆ金城勉ｺ624

公明党沖縄第一総支部 糸数昌洋 那覇市識名１－６－16翁長俊英ｺ625

公明党沖縄第三総支部　 阿多利修 沖縄市安慶田１－３－９　１F仲本辰雄ｺ626

公明党沖縄第二総支部 岸本一徳 浦添市港川２－25－１－607金城泰邦ｺ627

公明党沖縄第四総支部 大城吉徳 南城市大里字稲嶺2127-271　Ｇ-13国吉昌実ｺ628

社会民主党沖縄県連合 上江洲安雄 那覇市泉崎２－105－18官公労共済会館４
階

照屋大河ｼ629

自由党沖縄県総支部連合会 名嘉眞宜徳 沖縄市美原４丁目22番12号ピュアパルク
B203号

國仲昌二ｼ630

自由党沖縄県第３区総支部 宮城浩 沖縄市美原４丁目22番12号ピュアパルク
B203号

國仲昌二ｼ631

日本維新の会沖縄県総支部 亀川雅裕 那覇市おもろまち３－５－３儀間光男ﾆ632

日本維新の会衆議院沖縄県第一選挙区
支部

冨山泰寛 那覇市おもろまち三丁目五番三号下地幹郎ﾆ633

立憲民主党沖縄県連合 大村一郎 那覇市泉崎2丁目3-20　石川ビル4F有田芳生ﾘ634

82団体政党 計
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（政党以外)

代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:48

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

愛・夢・やすらぎの会 宮城清政 南風原町字津嘉山６８７番地大城真孝ｱ14

赤嶺勝正後援会 當銘勝 豊見城市字翁長43番地大城盛雄ｱ15

赤嶺政賢後援会 島袋恵祐 那覇市前島3-1-17仲山忠克ｱ16

赤嶺ノボル後援会 赤嶺昌枝 浦添市牧港2丁目40番地9号兼次徳助ｱ17

アカミネ正之後援会 赤嶺昇 南風原町字宮平９４番地識名盛保ｱ18

秋野公造沖縄後援会 糸数昌洋 那覇市泊１－４－13　福琉産業ビル２Ｆ岸本一徳ｱ19

アグニ彰後援会 島尻恵福 那覇市上間３７０－１森陸男ｱ20

あさと政晃後援会 川上喜代志 那覇市樋川二丁目6-10　2-Ｅ安里政晃 ●ｱ21

安里ヨシ子後援会 比嘉千代 中城村字泊119番地安里仁栄ｱ22

アシトミ浩後援会 平良文子 名護市城二丁目９番１０号照屋康雄ｱ23

新しい沖縄を創る会 安里享英 那覇市松山１－15－１－２階安次富修ｱ24

新しい風・にぬふぁぶし 永山盛太朗 那覇市山下町13－５金城徹ｱ25

阿多利修後援会 阿多利栄子 沖縄市山内４－３－Ｂ－３０５阿多利修 ●ｱ26

アハゴン弘後援会 阿波根真知子 北谷町字桑江589番地16阿波根弘ｱ27

新垣クニオ後援会 比嘉聰 北中城村字島袋２２１番地新垣邦男 ●ｱ28

新垣コーエ後援会 新垣京子 中城村字和宇慶96番地新垣徳行ｱ29

アラカキ清涼後援会 大嶺満子 宜野湾市喜友名2-4-20新垣清涼ｱ30

新垣正良後援会 新垣公子 北中城村字大城160外間裕ｱ31

アラカキ貴人後援会 新垣喜春 嘉手納町水釜6-3-19新垣貴人ｱ32

新垣博正後援会 新垣直子 中城村字伊集51新垣敏明ｱ33

新垣安彦後援会 新垣安徳 糸満市字照屋３９４番地の１３新垣安彦 ●ｱ34

新垣ヤスヒロ後援会 新垣さゆり 八重瀬町字志多伯281－１新垣安弘ｱ35

新垣ゆうた後援会 小濱いづみ 糸満市糸満1316新垣重人ｱ36

新垣ゆうたと浦添市議会を改革する会 新垣有三 浦添市西原３丁目１７番２号新垣有太ｱ37

新垣よしとよ後援会 新垣正枝 那覇市首里寒川町1丁目81番地8号稲田隆司ｱ38

新垣ヨシノリ後援会 比嘉俊郎 中城村字当間435-3新垣竜也ｱ39

新垣ヨシユキ後援会 新垣梨香 南風原町字与那覇532番地1新垣由雄ｱ40

新崎しんや後援会 川上律子 那覇市字国場1164－15新崎進也ｱ41

アラタ宗信政経未来塾 新田明美 西原町字与那城３１５番地の１新田宗信 ●ｱ42

泡盛研究会 土屋信賢 那覇市港町2丁目8番9号佐久本学ｱ43

イケハラ秀明後援会 伊波秀彰 沖縄市知花６－16－２前川敏充ｲ44

イサ真武後援会 伊佐真勇 読谷村比謝442－４伊佐真政ｲ45
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（政党以外)

代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:48

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

石井みどり後援会 加藤進作 南風原町字新川２１８番地１真境名勉ｲ46

石垣達也後援会 石垣美咲 石垣市字石垣382番地石垣達也 ●ｲ47

石川慶後援会 石川幸栄 宜野湾市大山５丁目４番17号石川慶ｲ48

石川ユウサク後援会 堀戸マリ子 石垣市字石垣440－９石川勇作 ●ｲ49

伊敷まこと後援会 伊敷みゆき 豊見城市真玉橋２７４－３　赤嶺ビル
２０３

新田宜明ｲ50

伊志嶺アキラ後援会 砂川栄 宮古島市平良字西里267番地比嘉一雄ｲ51

いしみね康政後援会 石嶺洋子 名護市字呉我１９１番地石嶺康政 ●ｲ52

伊集盛久後援会 山本孝子 東村字宮城544－２伊集盛久ｲ53

伊集サトル後援会 伊集悟 西原町津花波31伊集悟 ●ｲ54

泉崎政策研究会 仲盛毅 那覇市久茂地３丁目29番21号仲盛毅ｲ55

いだ忠臣と那覇市の未来を創る会 伊藤宏基 南城市知念字具志堅３６矢澤祐史ｲ56

糸数慶子後援会 糸数隆 那覇市泉崎２－１－５　セントロンビル
２０２

池宮城紀夫ｲ57

糸数昌洋後援会 糸数美智子 那覇市泉崎1-17-17　ハウス泉崎301号糸数昌洋 ●ｲ58

糸洲朝則後援会 友利一夫 那覇市字仲井真37番地の4糸洲朝則 ●ｲ59

糸満マギー 照屋　信吉 糸満市字兼城５８９－１照屋　信吉ｲ60

稲嶺伸作後援会 稲嶺ひとみ 浦添市安波茶１丁目２２番２９号稲嶺伸作 ●ｲ61

いのちと暮らしを守るオバーたちの会 加藤伴子 石垣市字登野城692髙宮節子ｲ62

伊波一男後援会 伊波ひとみ 宜野湾市赤道2-6-2（２Ｆ）伊波一男 ●ｲ63

イハ洋一後援会 高江洲満子 宜野湾市野嵩２丁目１番８号－101号伊波洋一 ●ｲ64

伊盛サチコ後援会 伊保妙子 うるま市勝連字平安名1853－２伊保義雄ｲ65

伊良皆光夫後援会 村山武範 多良間村字塩川106仲本春一ｲ66

伊礼研一後援会 伊礼研一 浦添市港川２－21－１４　606伊礼研一ｲ67

上里ただし後援会 上里理恵子 那覇市首里金城町４丁目28番地８上里直司 ●ｳ68

うえざと広幸後援会 津波古順司 宜野湾市神山一丁目２－５宮里学ｳ69

ウエザト善清後援会 上里幸枝 西原町字兼久１番地上里善清 ●ｳ70

うえずてつや後援会 玉城邦子 浦添市宮城６－１－２０（上江洲書店内）城間盛弘ｳ71

上地コウジ後援会 金城和典 うるま市勝連南風原2930上地高司ｳ72

上地すがこ後援会 具志有希子 南城市大里字稲嶺2101－77上地寿賀子ｳ73

上地崇後援会 上地航 沖縄市比屋根４丁目１－20号　606上地崇 ●ｳ74

上原章後援会 上原春樹 那覇市宇栄原5-28-38上原章 ●ｳ75

上原あきら後援会 上原寿美 糸満市西崎町３－９３上原宜成ｳ76

上原カイザ後援会 上原明貴 那覇市真嘉比１－13－12国吉真徳ｳ77
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（政党以外)

代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:48

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

上原ひさこ後援会 上原隆二 那覇市字小禄６９９番地６高良太郎ｳ78

上原ひろし後援会 上原正夫 那覇市田原２－１０－５上原博ｳ79

上原まさじ後援会 上原栄子 糸満市西崎町3-157　メゾンひとし102号上原正次ｳ80

上原マサル後援会 上原奈津希 糸満市西崎６丁目１６番１３号（１０２）上原勝ｳ81

上マ明後援会 宮村和夫 西原町字内間４９番地上間明 ●ｳ82

浦崎暁後援会 浦崎恵 糸満市字糸満1275番地金城愛子ｳ83

浦崎みゆき後援会 浦崎明美 南風原町字宮平933-１浦崎みゆき ●ｳ84

笑顔かがやくうまんちゅ市民の会 鎌田耕 那覇市泉崎１－９－７　國場薬品ビル201宮里千里ｴ85

笑顔かがやく八重山郡民の会 福島英光 石垣市字大浜479番地９次呂久成崇ｴ86

えのび和光後援会 又吉尚子 沖縄市知花４－６－５新里八十秀ｴ87

大里たけし後援会 古謝好昭 那覇市寄宮３丁目３番３３号大里剛ｵ88

大城カツナガ後援会 古波津英信 豊見城市字座安334番地　1階松村義一ｵ89

大城ショーケン後援会 竹下眞一郎 名護市大中1丁目3-20　大兼久アパート1階大城孝心ｵ90

大城セイイチ後援会 大城涼子 西原町字与那城２７１番地の４屋宜宣太郎ｵ91

大城たつお後援会 大城竜男 南城市字つきしろ１５３９番地１７８大城竜男ｵ92

大城たみお後援会 鉢嶺晃美 南城市玉城字志堅原１９６番地神谷常直ｵ93

大シロ常良後援会 奥間章夫 中城村字屋宜281比嘉常夫ｵ94

大城つばさ後援会 大城治美 浦添市仲間１－１５－１３大城和則ｵ95

大城つよし後援会 名嘉正順 南風原町字喜屋武356野原広太郎ｵ96

大城ノリユキ後援会 島袋精賢 南城市大里字大城303－１大城憲幸 ●ｵ97

大城秀樹後援会 比嘉三男 名護市字山入端57大城秀樹 ●ｵ98

大城ゆうた後援会 大城英里子 南風原町字津嘉山23大城勇太ｵ99

大城ヨシタカ後援会 大城和代 西原町字兼久100番地新垣佳宏 ●ｵ100

大城吉徳後援会 金城艶子 豊見城市伊良波522-2大城吉徳 ●ｵ101

大城律也後援会 大城京子 北中城村字熱田12金城秀安ｵ102

大城幼子後援会 大城悟 那覇市大道７８－１大城幼子 ●ｵ103

大田マモル後援会 大田里美 糸満市字米須１１８－３仲宗根哲ｵ104

大浜イチロー後援会 吉村乗勝 石垣市字登野城69番地　2F池間義則ｵ105

大浜安史後援会 大浜和子 那覇市首里大名町1丁目190番地　ﾀｳﾝﾊｳｽ大
名G棟

大浜安史 ●ｵ106

オオハマ幸秀後援会 比嘉久美子 名護市字屋部469－１吉元義彦ｵ107

大嶺亮二後援会 川満玄治 那覇市国場３３石川健三ｵ108

大山たかお後援会 大山華代 那覇市西２丁目２１番１号大山孝夫ｵ109
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（政党以外)

代表者氏名 会計責任者
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所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:49

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

岡崎晋後援会 岡崎綾子 南風原町字新川205-3宮里正和ｵ110

沖縄維新の会 石田辰夫 那覇市繁多川２－８－４３石田辰夫ｵ111

沖縄県医師連盟 稲田隆司 南風原町字新川２１８－９番地安里哲好ｵ112

沖縄県医師連盟浦添市支部 平良睦男 浦添市伊祖3丁目3番地1号-101　アルマー
レ

池村剛ｵ113

沖縄県医師連盟中部支部 島　達巳 北谷町字宮城1-584中田安彦ｵ114

沖縄県医師連盟那覇市支部 友利博朗 那覇市東町26番1号山城千秋ｵ115

沖縄県医師連盟南部支部 稲富仁 八重瀬町字友寄891－１番地安里良盛ｵ116

沖縄県医師連盟宮古支部 竹井太 宮古島市平良字東仲宗根807番地５　２F竹井太ｵ117

沖縄県遺族政治連盟 宮城篤正 那覇市壺川１丁目１４番地１大城竹明ｵ118

沖縄県ＬＰガス政治連盟 喜納政次 那覇市小禄１８３１番地１　沖縄産業支援
センター７０６

森永浩之ｵ119

沖縄県看護連盟 仲里艶子 南風原町字大名268番地２福原美恵子ｵ120

沖縄県議会会派おきなわ 赤嶺昇 那覇市泉崎1-7-7　長山アパート3-303瑞慶覧功ｵ121

沖縄県行政書士政治連盟 小野正義 浦添市伊祖4丁目6番2号上江洲健ｵ122

沖縄県軍用地主政治連盟 仲田實 北谷町字桑江129番地4我那覇祥義ｵ123

沖縄県建設産業政策推進連盟 源河忠雄 沖縄県浦添市牧港5-6-8下地米蔵ｵ124

沖縄県建築士事務所政経研究会 佐久川尚 浦添市西原1-4-26仲元典允ｵ125

沖縄県歯科医師連盟 加藤進作 南風原町字新川218番地１真境名勉ｵ126

沖縄県歯科衛生士連盟 平尾和美 南風原町字新川218-1野田直美ｵ127

沖縄県磁気探査専門業者政策推進連盟 野崎恒二 宜野湾市字宇地泊５７０-１平良恒男ｵ128

沖縄県指定自動車学校政治連盟 下地一彦 那覇市西３丁目７番１１号小渡亨ｵ129

沖縄県自動車整備政治連盟 松山功 浦添市字港川512-16山城隆雄ｵ130

沖縄県社会保険労務士政治連盟 國場浩明 那覇市前島2丁目12番12号上原豊充ｵ131

沖縄県獣医師連盟 國吉克弘 那覇市古波蔵１丁目24番28号波平克也ｵ132

沖縄県柔道整復師連盟 宮城貴 那覇市久米１丁目４番26号ジグラートビル
３ＦーＡ

平良光政ｵ133

沖縄県珠算普及政治連盟 弓削功 浦添市伊祖1丁目20番6号(住居表示)宮城忍人ｵ134

沖縄県商工政治連盟 親川進 北谷町字桑江432番地米須義明ｵ135

沖縄県石油政治連盟 神谷善和 八重瀬町字伊覇228番地尚　諭ｵ136

沖縄県宅建政治連盟 前盛邦男 那覇市泉﨑１丁目12番７号德嶺春樹ｵ137

沖縄県中小企業政策推進連盟 上里芳弘 那覇市字上之屋303番地8島袋武ｵ138

沖縄県電気工事業政治連盟 長嶺善国 那覇市古波蔵4丁目12番7号金城稔ｵ139

沖縄県土地家屋調査士政治連盟 半嶺当徹 那覇市泉崎2丁目1番地4大建ハーバービュ
ーマンション401

当銘盛光ｵ140

沖縄県トラック事業政治連盟 宮平仁勝 那覇市港町２丁目５番23号新垣正仙ｵ141
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代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:49

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

沖縄県日本共産党後援会 西平守伸 那覇市前島3丁目1番地の1７仲西常雄ｵ142

沖縄県農業政治連盟 仲宗根良和 那覇市壺川二丁目９番地１仲宗根良和ｵ143

沖縄県美容政治連盟 宮里凉子 那覇市字小禄662番地山内優子ｵ144

沖縄県ビルメンテナンス政治連盟 新垣智昭 那覇市曙2丁目27番14号新垣淑典ｵ145

沖縄県藤井基之薬剤師後援会 山里勇 南風原町字新川218－10亀谷浩昌ｵ146

沖縄県本田あきこ後援会 山里　勇 南風原町字新川218-10亀谷　浩昌ｵ147

沖縄県薬剤師連盟 山里勇 南風原町字新川218－10亀谷浩昌ｵ148

沖縄県山田としお後援会 仲宗根良和 那覇市壺川二丁目９番地１仲宗根良和ｵ149

沖縄県理学療法士連盟 立津統 沖縄市諸見里1丁目4番地22号　301号室玉城義彦ｵ150

沖縄公正取引調査同志会 西慈法 豊見城市字高安４９３西慈法ｵ151

沖縄郷友連盟 高尾祐二 那覇市金城２丁目17－３藤田博久ｵ152

沖縄市東部地域の発展を考える会政治
連盟

當真学 沖縄市泡瀬２丁目３番25号伊佐真一郎ｵ153

沖縄社会大衆党 比嘉憲次郎 那覇市泉崎1-17-19クリーン泉崎ビル3F大城一馬ｵ154

沖縄出店政友会 親川元 沖縄市山内1丁目8番19号友利日出夫ｵ155

沖縄振興開発機構 仲盛毅 那覇市久茂地３丁目29番21号仲盛毅ｵ156

沖縄税理士政治連盟 屋比久功 那覇市字小禄1831番地1沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ7
Ｆ

國仲勝則ｵ157

沖縄電力労働組合政治連盟 知念克也 浦添市牧港5丁目5番17号松原淳ｵ158

沖縄トータルネット 糸数隆 那覇市久茂地３丁目１５番１８号　ロイヤ
ルマンション久茂地２０２号

糸数慶子 ●ｵ159

沖縄の未来をひらく県民の会 金城暁 那覇市牧志2-17-12　いとみね会館1F安里哲好ｵ160

沖縄北部絆の会 藤澤一馬 宜野座村字惣慶1771番地の9(仲程土建（株
）内)

小渡久和ｵ161

おくまあやの後援会 奥間清次 那覇市天久２丁目２－３５奥間綾乃ｵ162

おくま亮後援会 奥間啓 那覇市具志1-10-7　メゾン高良301安次嶺馨ｵ163

翁長クミコ後援会 翁長久 名護市為又513－１又吉康弘ｵ164

翁長俊英後援会 平俊夫 那覇市識名1丁目6番16号翁長俊英 ●ｵ165

オナガ雄志後援会 仲宗根寛明 那覇市字大道49番地(大幸ﾋﾞﾙ2F)國吉眞太郎ｵ166

翁長タケハル後援会 仲宗根寛明 那覇市大道151－２新里叡ｵ167

オナガ政俊後援会 外間健 那覇市壺川3丁目2番地4　2Ｆ嘉手苅恒瑛ｵ168

小渕優子沖縄後援会 仲村渠強 浦添市勢理客４丁目15番15号安里繁信ｵ169

オヤ川敬後援会 平智明 名護市字川上908番地金城哲也ｵ170

改革クラブ政策研究会 栗国直美 那覇市識名１１０８番地の６号比嘉栄徳ｶ171

快適な街をつくる会 仲宗根寛好 沖縄市照屋2-6-5仲宗根寛好ｶ172

カカズ剛後援会 嘉数巌 名護市大中5丁目2号5番嘉数剛ｶ173
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所在地
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団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

我謝モハン後援会 瀬底正也 与那原町字与那原1041-1豊村朝英ｶ174

嘉手納マナブ後援会 濱口美由紀 宮古島市伊良部字池間添２１６－３嘉手納学 ●ｶ175

我如古盛英後援会 我如古槙乃 宜野湾市長田４丁目４番１号宮里昇ｶ176

神谷セ一後援会 新垣末子 八重瀬町志多伯180神谷義雄ｶ177

神山マサキ後援会 神山初美 名護市宮里三丁目４番12－２号宮里正治ｶ178

亀浜玲子後援会 池間美津枝 宮古島市平良字東仲宗根744-2下地学ｶ179

嘉陽宗儀後援会 當山薫 沖縄市住吉１－５－１８　１０１号室中石清重ｶ180

嘉陽たかし後援会 嘉陽あや 今帰仁村字湧川1863比嘉亘ｶ181

狩俣政作後援会 狩俣ますみ 宮古島市字平良西仲宗根５３１狩俣政作 ●ｶ182

かりまたのぶこ後援会 上地博子 那覇市首里石嶺町１－159－20狩俣信子ｶ183

かわの純治後援会 川野勇輔 名護市字中山1029番地13川野純治 ●ｶ184

河野義博沖縄後援会 糸数昌洋 那覇市泊1－4－13福琉産業ビル2Ｆ岸本一徳ｶ185

菊地キミコ後援会 金城正江 糸満市字豊原352平田しのぶｷ186

岸本一徳後援会 岸本恒子 宜野湾市新城1-23-1岸本一徳 ●ｷ187

岸本ナオヤ後援会 岸本豊子 名護市東江３丁目１７－１５　２階岸本誠功ｷ188

岸本洋平を支える会 宮平勝 名護市宇茂佐の森１丁目16番５号山本英康ｷ189

喜舎場盛三後援会 喜舎場智恵子 那覇市首里末吉町2-76喜舎場盛三 ●ｷ190

「宜野湾がいちばん」市民の会 安次富稔 宜野湾市普天間2-12-18又吉清義ｷ191

宜野湾市の夢を作る市民の会 島寛政 宜野湾市喜友名1丁目28番24号上地安之ｷ192

ギブ剛後援会 儀武ひとみ 金武町字金武511儀武剛 ●ｷ193

宜保ハルキ後援会 城間多恵 豊見城市字高安15番地大田善裕ｷ194

儀間盛昭後援会 儀間栄子 豊見城村字伊良波578儀間盛朝ｷ195

ギマ信子後援会 中村初枝 西原町字翁長116番地の2新垣和男ｷ196

ギマ光男後援会 仲田善昭 浦添市内間1-10-7　イーストビル201号儀間光男 ●ｷ197

ギマ光秀後援会 儀間美明 浦添市内間４丁目９番２号儀間光秀 ●ｷ198

喜屋武すま子後援会 仲田弥生子 北中城村字島袋307喜屋武馨ｷ199

キヤン治樹後援会 喜屋武昌子 今帰仁村字仲尾次92番地仲里隆直ｷ200

喜友名ひでき後援会 喜友名愛 沖縄市山里２－１－８　上里店舗１階平安座唯孝ｷ201

教師の性犯罪から子供を守る会 石田辰夫 那覇市繁多川２－８－43石田辰夫ｷ202

金城カズフミ後援会 金城あゆみ 糸満市西川町１４－１４金城一文ｷ203

金城さとし後援会 金城緑 那覇市樋川１－６－２１金城聡 ●ｷ204

キンジョウ悟後援会 金城悟 糸満市字糸満253番地金城悟ｷ205
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代表者氏名 会計責任者
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所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
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団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

金城大輔後援会 金城充敏 浦添市字港川３４２番地　シャトレ港川
２０２

金城大輔 ●ｷ206

金城隆後援会 金城純子 名護市字屋我33番地金城隆 ●ｷ207

金城タツロー後援会 金城竜郎 沖縄市中央４丁目５番１号金城竜郎ｷ208

金城勉後援会 山本厚 沖縄市安慶田１－３－９　１F金城勉 ●ｷ209

金城ツトム支援の会 金城宏 沖縄市安慶田１－３－９　１Ｆ金城安雄ｷ210

金城トシオ後援会 金城京子 那覇市首里赤平町１－５０－８金城敏雄ｷ211

金城信利後援会 金城ゆかり 与那国町字与那国３４５－１金城信利ｷ212

金城紀昭後援会 金城泰子 北谷町北谷１－９－６津嘉山保秀ｷ213

金城ヒロシ後援会 具志堅　勝雄 糸満市字潮平47番地具志堅　光吉ｷ214

金城泰邦後援会 金城達美 浦添市安波茶1丁目53番地6　コーポ紘和
301号

金城泰邦 ●ｷ215

金城幸盛後援会 金城利恵 糸満市真栄里２０３２－１金城幸盛 ●ｷ216

金城ゆみ後援会 野沢麻衣子 沖縄市大里140-16番地　301金城由美ｷ217

金城善英後援会 金城勝美 名護市大中1丁目15番19－203号　ベルメゾ
ンＴ

金城善英 ●ｷ218

具志堅コサク後援会 具志堅真理 名護市名護4579番地の10松川洋一ｸ219

具志堅トオル後援会 武村由美子 本部町字大浜878番地19仲田亘ｸ220

城の会 宮城浩 沖縄市美原４丁目２２番１２号ﾋﾟｭｱﾊﾟﾙｸＢ
－２０３

玉城康裕 ●ｸ221

久高友弘後援会 久高友利 那覇市首里鳥堀町４－130－１照屋寛仁ｸ222

クダ浩也後援会 久田美香 今帰仁村字天底469番地謝花弘ｸ223

国吉タカマサ後援会 國吉　チヨ 糸満市潮平780-５國吉　伯巨ｸ224

国吉昌実後援会 国吉まり子 南城市大里字稲嶺2127番地の271国吉昌実 ●ｸ225

くらしを豊かにする市民の会 吉元義彦 名護市大西一丁目２０番１号２０２宮里達也ｸ226

桑江朝千夫後援会 桑江啓子 沖縄市住吉2-1-5桑江朝千夫 ●ｸ227

桑江なおや後援会 桑江良雄 沖縄市高原3-14-2　ゆがふプラザ内宮良芳ｸ228

桑江豊後援会 桑江ちえみ 那覇市田原１丁目９番４ＵＭハイツ４０１桑江豊 ●ｸ229

幸紫会 松本安立 那覇市久茂地２丁目12番６号ライフワーク
久茂地301号

浦崎真作ｺ230

公正、公平な豊見城市をつくる市民の
会

古波津英信 豊見城市字座安334番地２階當銘勝雄ｺ231

幸福実現党糸満後援会 上原裕 糸満市字糸満133上原裕ｺ232

幸福実現党沖縄浦添後援会 玉城弘昌 西原町字翁長466－５富川昇ｺ233

幸福実現党沖縄県本部 新里卓 那覇市上之屋１丁目１１番７号下地玲子ｺ234

幸福実現党沖縄中部後援会 富川将充 うるま市石川伊波382番地の１香田正文ｺ235

幸福実現党沖縄南部後援会 大城弘美 八重瀬町字東風平59－４辻嘉信ｺ236

幸福実現党沖縄北部後援会 打樋タカ子 名護市大中４丁目１番14号天久光雄ｺ237
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代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:49

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

幸福実現党小禄後援会 久手堅絵里 那覇市田原321－５平良ヤス子ｺ238

幸福実現党コザ後援会 仲本和秀 沖縄市上地２－16－２　２Ｆ島袋勉ｺ239

幸福実現党那覇後援会 徳留博臣 那覇市首里大名町１丁目113番地野原佳代子ｺ240

幸福実現党那覇中央後援会 平良浩一 那覇市壷川１丁目４番４号平良浩一ｺ241

幸福実現党宮古島後援会 下地恵子 宮古島市平良字下里651番２号宮城隆ｺ242

幸福実現党八重山後援会 友寄有子 石垣市真栄里243番地の２大濱孫典ｺ243

こがこずえ後援会 瀧川晋吾 石垣市野底421瀧川こずえｺ244

国際勝共連合沖縄県本部 小湊一郎 那覇市字安謝617番地2サウスガーデン209
号

小湊一郎ｺ245

コクバ幸之助後援会 松川久雄 那覇市久茂地３丁目２９番地４１久茂地ﾏﾝ
ｼｮﾝ２０５号

國場幸之助 ●ｺ246

古謝景春後援会 城間盛勝 南城市知念字知名１２４３番地與那嶺紘也ｺ247

こはぐらなお後援会 古波蔵夏美 浦添市伊祖１丁目１番２９　マンションＯ
ＭＩ３０５

知念章ｺ248

コハマ守男後援会 宮城正 名護市字真喜屋648番地1小濱守男 ●ｺ249

コメス清正後援会 米須八重子 宜野湾市長田２－10－14米須清徳ｺ250

呉屋ヒトシ後援会 呉屋稔 宜野湾市普天間２丁目15番３号呉屋等 ●ｺ251

呉屋宏後援会 大城義則 宜野湾市喜友名１－１－１６呉屋宏 ●ｺ252

坂井こうじ後援会 下里優樹 那覇市銘刈１－３－８坂井浩二ｻ253

栄田なおき後援会 古波蔵英亘 宜野湾市普天間２丁目31－14　２Ｆ栄田直樹 ●ｻ254

さきはま一秀後援会 崎濱一秀 宮古島市平良字下里１１７８－８崎濱一秀ｻ255

サキハラ盛秀後援会 崎原恵美子 西原町字呉我375番地の１崎原盛友ｻ256

佐喜真アツシ後援会 佐喜真和子 宜野湾市真志喜1丁目12番15号長堂昌太郎ｻ257

崎山嗣幸後援会 崎山嗣文 那覇市字国場1180番地の2崎山嗣幸 ●ｻ258

ザハはじめ後援会 吉田潤 南城市玉城字百名105嶺井光ｻ259

座間味カオル後援会 糸洲朝秀 国頭郡今帰仁村字玉城９２番地高良文雄ｻ260

ザマミ邦昭後援会 座間味邦夫 今帰仁村字勢理客６８７番３号玉城勝ｻ261

更に輝く豊見城を創る市民の会 新垣吉美 豊見城市字上田２４３－１瀬長満ｻ262

私鉄沖縄交通政策研究会 佐久川正実 那覇市泉崎１－１４－２喜屋武悟ｼ263

島尻マコト後援会 仲間末司 宮古島市平良字島尻1436番地島尻　誠ｼ264

島尻を元気にする会 上原大介 与那原町字与那原56－１上原昌之ｼ265

島田しげる後援会 生田誠治 沖縄市高原5-3-7　高江第3ビル2F島田茂ｼ266

シマフククニオ後援会 島袋三雄 沖縄市照屋５－14－３天願悟ｼ267

島袋ダイ後援会 比嘉賢一 豊見城市字饒波1087-8金城豊明ｼ268

島袋力後援会 島袋美和 名護市字数久田96比嘉幹和ｼ269
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代表者氏名 会計責任者
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所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
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団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

島袋俊夫後援会 平良榮順 うるま市字天願1704番地知念恒男ｼ270

島袋ゆうすけ後援会 島袋裕介 南城市大里字大城699－１島袋裕介ｼ271

島袋吉文後援会 島袋正博 名護市字親川93番地島袋吉文 ●ｼ272

清水マオ後援会 清水磨男 那覇市小禄５丁目１５番１２号　コートシ
ャルマン４０５

清水磨男ｼ273

市民が主役！かがやく沖縄市をつくる
会

山田なおみ 沖縄市安慶田１－３－５仲村未央ｼ274

市民の力・宮良みさお後援会 宮良妙子 石垣市字登野城６６０番地２次呂久成崇ｼ275

下地あつしと琉球の自己決定権の会 與那嶺貞子 那覇市三原１－２６－１与那嶺義雄ｼ276

下地トシオ後援会 下地まち子 那覇市金城１丁目11番11号下地敏男ｼ277

下地秀男後援会 下地典子 浦添市内間2-23-38下地秀男 ●ｼ278

下地ミキオ後援会 冨山泰寛 那覇市おもろまち３－５－３下地幹郎 ●ｼ279

下地ユウトク後援会 下地みえ子 宮古島市平良字荷川取1223番地３下地勇徳ｼ280

下門勝後援会 下門陽子 うるま市勝連平安名1600番地１南風盛一ｼ281

下地玲子後援会 下地玲子 那覇市那覇市上之屋1-11-7下地玲子ｼ282

翔栄会 屋良奈都子 那覇市前島１丁目11番18屋良栄作ｼ283

昇陽会 島尻高司 浦添市仲西１－１－１島尻昇 ●ｼ284

じろくまさたか後援会 次呂久真登香 石垣市大浜７５７次呂久成崇 ●ｼ285

シロマ俊安後援会 城間京子 南風原町字津嘉山597番地城間俊安 ●ｼ286

城間まゆみ後援会 比嘉義信 読谷村字楚辺2078－１照屋清善ｼ287

城間みきこ後援会 鎌田耕 那覇市泉崎１丁目９番７号　国場薬品ビル
２０１

呉屋守章ｼ288

新沖縄政治経済研究所 島袋太樹 名護市辺野古28島袋茂照ｼ289

新垣アラタ後援会 大城達樹 糸満市西崎１－２－８パルオーシャン
１０１号室

名嘉栄勝ｼ290

新垣真一後援会 新垣直子 与那原町字与那原９－１　ＫＩＹＡＮビル
202号

新垣真一 ●ｼ291

新里米吉後援会 新里朝秀 西原町字翁長２４０－４　コーポコハツ
１０１

新里米吉 ●ｼ292

新城静喜後援会 伊佐文宏 粟国村字東278番地城間志啓雄ｼ293

スエマツ文信後援会 川添博明 名護市大西1-15-5末松文信ｽ294

ズケラン功後援会 瑞慶覧恵美子 北谷町字吉原790-9瑞慶覧朝宏ｽ295

瑞慶覧チョービン後援会 比嘉敏昭 南城市大里字仲間４８２番地親川盛一ｽ296

砂川利勝後援会 田村博孝 石垣市字桃里165－279番地砂川利勝 ●ｽ297

砂川泰秀後援会 砂川みちよ 八重瀬町字新城937番地砂川泰秀 ●ｽ298

砂川よしゆき後援会 砂川直美 石垣市美崎町１番地２Ｆ砂川佳之 ●ｽ299

政策研究会　未来に責任。 大城竜男 南城市字つきしろ1539番地178大城竜男ｾ300

政治連合琉穂會 塩川優人 宮古島市平良久貝６６４－１　うしろ２Ｆ砂川和也ｾ301
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（政党以外)

代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:49

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

政党そうぞう 冨山泰寛 那覇市おもろまち３－５－３下地幹郎ｾ302

瀬長つねお後援会 吉元清子 豊見城市平良１３２番１０号　マルトウア
パート２０２号

宮川卓也ｾ303

セナガ宏後援会 仲里幸江 豊見城市我那覇33瀬長恒雄ｾ304

瀬長ミサオ後援会 真栄里より子 豊見城市字根差部433-10湧田繁ｾ305

全国たばこ耕作者政治連盟沖縄県支部 桃原良雄 那覇市具志3丁目14番27号砂川利勝ｾ306

全国旅館政治連盟沖縄県支部 中村聡 那覇市通堂町2番地の1宮里一郎ｾ307

全日本不動産政治連盟沖縄県本部 波平忠敏 那覇市久茂地３－１－１土田英明ｾ308

操会 宮良妙子 石垣市登野城６６０番地２宮良操 ●ｿ309

大平会 当山弘枝 浦添市大平３－16－９当山勝利 ●ﾀ310

平良さとこ後援会 稲嶺穂 那覇市繁多川４－２１－１７－１０２平良昭男ﾀ311

タイラ昭一後援会 平良美智子 本部町字伊野波４５６番地上間一弘ﾀ312

平良眞一後援会 平良慎也 宜野湾市我如古１丁目24番12号呉屋盛一ﾀ313

平良武康後援会 真部真理子 本部町字並里635－３仲間勝弘ﾀ314

平良秀之後援会 平良貴代子 石垣市字登野城1269－５　２F平良秀之 ●ﾀ315

タイラマサクニ後援会 平良末 那覇市松川１－３－１平良正邦 ●ﾀ316

平ミツオ後援会 平浩子 名護市字川上450番地屋比久稔ﾀ317

平良安則後援会 平田直子 南城市佐敷字手登根311－２仲村和則ﾀ318

高江洲ギハチ後援会 高江洲香代子 沖縄市古謝２丁目２６番２１号高江洲義八 ●ﾀ319

高橋真後援会 高橋和美 沖縄市美里仲原町４－１レジデンス仲原
201号

高橋真 ●ﾀ320

高安かつなり後援会 渡慶次保 北谷町字砂辺220-1林ちあきﾀ321

高吉幸光後援会 根間正治 宮古島市平良字下里1202－６高吉幸光 ●ﾀ322

嵩元なおも後援会 米須守 沖縄市中央１－４－14　１Ｆ大工廻朝健ﾀ323

たまえ登次後援会 玉栄千賀 うるま市勝連南風原７９４－１玉栄千賀ﾀ324

たまき健一郎後援会 玉城健一郎 宜野湾市野嵩２－13－６玉城健一郎ﾀ325

玉城デニ－後援会 宮城浩 沖縄市美原４丁目22番12号　ﾋﾟｭｱﾊﾟﾙｸＢ
203

石川榮喜ﾀ326

玉城みつる後援会 比嘉和 沖縄市中央３丁目２－８玉城満 ●ﾀ327

玉城みちよ後援会 運天美矢子 今帰仁村字天底588番地(玉城方)金城峯子ﾀ328

玉城ヤスオ後援会 大城陽香 糸満市字糸満１４７０番地大城勉ﾀ329

玉村きよし後援会 玉村律子 糸満市字糸満771番地玉村清ﾀ330

たわたえいこ後援会 仲村順子 那覇市首里石嶺町３－８１－１アバックス
６－A

垣花豊順ﾀ331

知名ヤスジ後援会 知名明子 宜野湾市真栄原１丁目２番１９号知名康司ﾁ332

チネンセイジ後援会 知念律子 宜野湾市長田４丁目17番24号知念清次ﾁ333
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所在地
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団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

知念隆後援会 知念　隆太 嘉手納町字水釜379-3-801知念隆 ●ﾁ334

知念恒男後援会 川野進也 うるま市字具志川２２１５番地1田場秀榮ﾁ335

知念トシヤ後援会 知念俊也 南城市玉城字屋嘉部262番地３知念俊也ﾁ336

知念秀明後援会 知念清 宜野湾市喜友名１丁目5番18号知念秀明 ●ﾁ337

知念吉男後援会 友利久美子 宜野湾市宜野湾1丁目18-2宮良信博ﾁ338

ちゅらの会 宮城一郎 沖縄県浦添市仲西１－１－１島尻安伊子 ●ﾁ339

つげ芳文沖縄後援会 伊江朝芳 那覇市東町７番５号比嘉明男ﾂ340

つとむ新友会 吉嶺努 那覇市寄宮２丁目５－４８新垣充人ﾂ341

テルキナ智後援会 久手堅政秀 南城市知念字知名904我如古弥助ﾃ342

テルヤ寛徳後援会 照屋基 宜野湾市長田４丁目16番11号照屋寛徳 ●ﾃ343

照屋タイガ後援会 照屋祥美 うるま市赤道17－5照屋大河 ●ﾃ344

テルヤ勉後援会 屋比久英夫 与那原町字与那原３１２２－２徳村政福ﾃ345

照屋ひとし後援会 照屋あかね 南風原町字照屋３６１神谷吉信ﾃ346

照屋モリユキ後援会 照屋守道 うるま市田場７５２－１　２０１号照屋守之 ●ﾃ347

桃原朗後援会 桃原秀幸 宜野湾市野嵩3丁目3番5号桃原朗 ●ﾄ348

桃原功後援会 桃原依子 宜野湾市普天間２丁目２４番９号　ウィン
ド・フィールズ２０２

桃原功 ●ﾄ349

桃原優後援会 桃原　幸子 渡名喜村1865番地桃原　優ﾄ350

トウマ清春後援会 當間京子 浦添市沢岻１－２２－１０當間清春ﾄ351

當間モリオ後援会 大田健裕 那覇市字小禄390番地　１F當間盛夫ﾄ352

當間やすのり後援会 當間千鶴子 那覇市金城３丁目１０番地１４當間安則ﾄ353

当銘シンエイ後援会 當銘克子 糸満市字武富574-8メゾン当銘１F当銘優ﾄ354

当山勝利後援会 当山弘枝 浦添市大平３丁目１６番９号當山全弘ﾄ355

當山宏後援会 宮城千春 嘉手納町字水釜368番地6當山宏 ●ﾄ356

とくしげ雅之沖縄後援会 宮城能一郎 那覇市東町７番５号　ロイヤルマンション
東町１階

比嘉明男ﾄ357

渡久地修後援会 島袋朝子 那覇市首里赤平町1丁目4番1号當眞嗣州ﾄ358

とぐち武豊後援会 山城靖子 名護市許田201の26宮里達也ﾄ359

渡口ナオキ後援会 渡口美都子 国頭村字桃原205番地2渡口直樹ﾄ360

徳元つぐと後援会 徳元亮 豊見城市字嘉数６７５－３赤嶺哲也ﾄ361

とくもと敏之後援会 徳元春美 糸満市字米須112番地外間守光ﾄ362

富川やすまさ後援会 新垣須枝美 八重瀬町字東風平５９－４辻嘉信ﾄ363

友利ツトム後援会 下地一則 北谷町字美浜14番地78比嘉善明ﾄ364

トヤマ全伸と共に輝く東村・みらいの
会

當山博子 東村字有銘817番地７當山全伸ﾄ365
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代表者氏名 会計責任者
氏名

所在地

日付：H31/01/04政治団体名簿
時刻： 10:25:50

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

仲尾チアキ後援会 小林真美 名護市宮里三丁目26番８号山入端忍ﾅ366

中川京貴後援会 宇栄原京一 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜６丁目１０－
７　２F

徳里直樹ﾅ367

仲里かつのりと未来を創る会 仲里勝子 沖縄県浦添市屋富祖４丁目９番６号仲里勝憲ﾅ368

ナカザト邦彦後援会 又吉清一 浦添市宮城１丁目24の14仲西一郎ﾅ369

仲里ツカサ後援会 仲里忍 与那原町字与那原３６４－１仲里司ﾅ370

仲宗根サトル後援会 松田昌邦 読谷村字宇座253番地安田慶造ﾅ371

仲田弘毅後援会 森東則夫 うるま市勝連平安名1650仲田弘毅 ●ﾅ372

仲田政美後援会 仲田邦男 豊見城市字座安180番地の２仲田政美 ●ﾅ373

仲田豊後援会 仲田初枝 恩納村名嘉真168-1仲田豊 ●ﾅ374

仲地泰夫後援会 仲地久江 北谷町字吉原17仲地泰夫 ●ﾅ375

長浜ひろみ後援会 長浜真吾 西原町字我謝8番地の20長浜ひろみ ●ﾅ376

長浜よしみ後援会 長浜利恵 恩納村字仲泊379金城重治ﾅ377

なかまつ勤後援会 宇江城昌実 西原町字内間411-2　県営内間団地10棟405仲松勤 ●ﾅ378

なかまつ寛後援会 新城光雄 那覇市古波藏1-22-1比嘉榮仁ﾅ379

ナカマ均後援会市民の会 仲間活子 石垣市字大川40番地仲間均ﾅ380

仲間レツ後援会 仲間裕子 浦添市字前田９６９の１番地仲間烈ﾅ381

ナカミネ忠師後援会 仲嶺忠師 石垣市浜崎町２丁目６番49号名嘉秀三ﾅ382

仲村家治後援会 平八重子 那覇市宇栄原1019番地の1 宇栄原センター
ハイツ1階

仲村家治 ●ﾅ383

中村圭介後援会 中村優華 那覇市首里汀良町３－６３－１中村圭介ﾅ384

仲村ぜんこう後援会 崎浜芳江 名護市東江２丁目11番31の１号仲村善幸 ●ﾅ385

中村ナオヤ後援会 中村直哉 南城市玉城字奥武17中村直哉ﾅ386

中村まさと後援会 中村睦美 うるま市字田場1769番地中村正人 ●ﾅ387

なかむらみお後援会 仲村元 沖縄市諸見里３丁目26番36号仲村未央 ●ﾅ388

仲本辰雄後援会 仲本義廣 うるま市勝連平敷屋１２１番地仲本辰雄 ●ﾅ389

長山家康後援会 東山盛友子 石垣市字登野城552番地８号西表侑季奈ﾅ390

中山進後援会 中山須賀子 西原町字小那覇３８３中山進ﾅ391

ナガヤマ盛太郎後援会 永山盛廣 那覇市古波蔵1-29-12永山盛太郎 ●ﾅ392

長山隆後援会 中村秀樹 名護市字安和58番地比嘉隆ﾅ393

長山正邦後援会 長山博明 名護市字安和60長山隆ﾅ394

中山よしたか後援会 前原啓子 石垣市字浜崎町2-1-40中山義隆 ●ﾅ395

ナコー利積後援会 名幸亮子 北中城村字熱田382番地大城永俊ﾅ396

ナシロ清後援会 名城実子 宜野湾市真志喜617新田勉ﾅ397
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所在地
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団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

那覇軍用地主政治団体 上原一夫 那覇市山下町１６番９号（那覇軍用地等地
主会館内）

上原一夫ﾅ398

那覇市の未来をひらく市民の会 外間健 那覇市壺川3-2-4　拓南ビル2階具志孝助ﾅ399

南部のまち・ひとを元気にする県民の
会

吉田潤 南城市大里字稲嶺991-1大城悟ﾅ400

二階俊博沖縄県後援会 山城勇孝 糸満市字米須１８０４新垣哲司ﾆ401

西中間久枝後援会 名嘉座安子 那覇市首里赤平町１－４－１渡久地栄子ﾆ402

ニシヒラ賀雄後援会 嘉味田朝久 糸満市西崎1丁目14番19号古波倉正安ﾆ403

ニシメ啓史郎後援会 川満昇治 那覇市三原２－６－15（３階）西銘啓史郎 ●ﾆ404

西銘恒三郎後援会 大城和人 南風原町字山川286－1赤嶺勇ﾆ405

西銘恒三郎政策研究会 大城和人 南風原町字山川286－1西銘恒三郎 ●ﾆ406

日本第一党沖縄県本部 大嶺正和 豊見城市字翁長648　コーポうりずん101新崎健介ﾆ407

日本共産党井上みちこ後援会 藤井幸子 石垣市新川2376-16　浩園マンション1-A武内秀尚ﾆ408

日本共産党我如古イチロー後援会 玉城薫 那覇市長田２－３－17　丸政荘101照喜名朝寿ﾆ409

日本共産党と共に歩む会 石田辰夫 那覇市繁多川２－８－43石田辰夫ﾆ410

日本共産党比嘉みずき後援会 潮平寛信 那覇市寄宮２丁目６番１１号宮城宜子ﾆ411

日本共産党吉居俊平後援会 仲本興真 名護市大東１－14－12　パークアベニュー
103号

具志堅徹ﾆ412

日本司法書士政治連盟沖縄県会 上原修 那覇市おもろまち4丁目16番33号中村敦ﾆ413

日本弁護士政治連盟沖縄支部 岩井洋 那覇市松尾２丁目16番52号　松尾公園テミ
スビル２階

上原義信ﾆ414

日本薬業政治連盟沖縄県支部 田盛隆則 南風原町字新川436番地１井元哲郎ﾆ415

日本臨床検査技師連盟沖縄県支部 知念榕子 浦添市当山２丁目５番11号　安河ｱﾊﾟｰﾄ103
号

瀬戸司ﾆ416

命どぅ宝！琉球の自己決定権の会 亀谷正子 西原町字幸地１３５番地の３與那嶺義雄ﾇ417

NEXT沖縄 吉田雅紀 那覇市泊3-16-7　ライオンズマンション
101

楚南留美ﾈ418

農業のみらいを考える会 上林山章 石垣市新栄町10番地９号　音響ビル２F金城利憲ﾉ419

ノグニ昌春後援会 亀谷長久 北谷町字吉原４６４－８瑞慶覧功ﾉ420

野原嘉孝後援会 野原尚美 那覇市おもろまち２丁目６番１２－４０１野原嘉孝 ●ﾉ421

花城ダイスケ後援会 山田晋 沖縄市諸見里2-12-12 3-A花城大輔 ●ﾊ422

はなしろ正樹後援会 花城由樹夫 那覇市国場３５４花城正樹ﾊ423

濱崎ハヤト後援会 濱崎智子 浦添市伊祖４丁目６番７号濱崎早人ﾊ424

ハマダ京介後援会元気な中城をつくる
村民の会

浜田恵美子 中城村字浜９０２番地１新垣徳行ﾊ425

濱元朝晴後援会 上里春子 宜野湾市大謝名５丁目20番27号濱元朝勝ﾊ426

ハマモトマサヒロ後援会 濱元美和 宮古島市平良字下里８１２番地濱元雅浩ﾊ427

バルタンせいじん会 比嘉幸子 名護市大南１丁目４番１１号比嘉清仁 ●ﾊ428

萬國津梁機構 仲盛毅 那覇市久茂地３丁目29番地21号仲盛毅ﾊ429
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代表者氏名 会計責任者
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所在地
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時刻： 10:25:50

団体名称 資金
有無

50
音

整理NO

比嘉アキラ後援会 比嘉幸子 豊見城市字長堂180-1比嘉彰 ●ﾋ430

比嘉カツヒコ後援会 稲嶺一馬 名護市大北二丁目１３番１２号諸喜田昌英ﾋ431

ヒガ克政後援会 比嘉功 浦添市屋富祖２丁目４－１７－６０５比嘉克政ﾋ432

東恩納寛政後援会 東恩納美枝子 今帰仁村字湧川23番地沢岻安博ﾋ433

東恩納たくま後援会 東恩納ちえ子 名護市瀬嵩47番地玉城芳喜ﾋ434

比嘉しのぶ後援会 当山清博 名護市大西１丁目20番１－202号　コーポ
城

宮城透ﾋ435

東山盛あつ子後援会 斎藤悌子 石垣市崎枝530-161平地ますみﾋ436

比嘉仁一後援会 宮城克年 豊見城市字座安334番地2Ｆ安谷屋保則ﾋ437

ひがせいじんを励ます市民の会 比嘉幸子 名護市大南１丁目４番11号諸喜田一夫ﾋ438

比嘉タイシ後援会 比嘉秋子 沖縄市山内2-18-9福本康治ﾋ439

ヒガ孝則後援会 比嘉厚志 北中城村字喜舎場1432-1安里政紀ﾋ440

比嘉拓也後援会 比嘉美智子 名護市字伊差川488番地４池宮秀夫ﾋ441

比嘉たけひろ後援会 比嘉透 浦添市城間３丁目１４番１３号比嘉武宏 ●ﾋ442

比嘉なつみ後援会 加藤進作 南風原町字新川218番地１幸地克ﾋ443

比嘉なつみ連合後援会 比嘉奈津美 沖縄市高原７丁目23番２号104号室安里哲好ﾋ444

比嘉ノリヤス後援会 比嘉幸代 宜野湾市大謝名５－１－６　３F比嘉憲政ﾋ445

比嘉マサアキ後援会 眞喜屋實浩 名護市字二見227番地銘苅清孝ﾋ446

比嘉祐一後援会 比嘉光子 名護市宮里6丁目10番17号比嘉祐一ﾋ447

比嘉ゆずる君を励ます後援会 赤嶺　みお 糸満市字糸満602番地上原　隆ﾋ448

比嘉ヨシヒコ後援会 比嘉洋子 北中城村字安谷屋210－22比嘉義彦 ●ﾋ449

日本共産党を支える会 石田辰夫 那覇市繁多川２－８－43石田辰夫ﾋ450

ヒヤネ方次後援会 比屋根英文 八重瀬町字東風平481番地新地勝男ﾋ451

ひやみかち宜野湾うまんちゅの会 我如古怜子 宜野湾市普天間２－５－９友寄信助ﾋ452

ひろみと共に歩む会 山田なおみ 沖縄市安慶田１－３－５諸見里宏美ﾋ453

藤山勇一後援会 藤山亜希子 沖縄市諸見里1丁目27番24号　玉城アパー
ト302号室

藤山勇一 ●ﾌ454

プラザ・ヒロ 太田廣信 沖縄市高原３丁目１１番２８号　Ｓハウス
１Ｆ

太田廣信ﾌ455

古堅茂治後援会 古堅貞子 那覇市首里久場川町２－128－５當真嗣州ﾌ456

平和・誇りある豊かさを！ひやみかち
うまんちゅの会

仲宗根寛明 那覇市古島２－６－５　古島テラス呉屋守將ﾍ457

平和・誇りある豊かさを！ひやみかち
　うまんちゅ名護の会

比嘉勝彦 名護市大南2丁目9番6号　103号岸本能子ﾍ458

ヘンザ武志後援会 平安座唯秀 宜野湾市真栄原２丁目15－10元山和仁ﾍ459

邦梁会 西田大作 那覇市久茂地3-29-41 久茂地マンション
206

川満匡ﾎ460

ホカマ守吉後援会 上原信孝 与那国町字与那国３９０番地の３新里和男ﾎ461
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ホカマ剛後援会 外間喬 豊見城市高安409－３外間剛 ●ﾎ462

ボギーてどこん後援会 手登根悦子 那覇市宇栄原６丁目７番24号手登根安則 ●ﾎ463

誇りある名護市をつくる会 山里将雄 名護市大南一丁目10番18号　比嘉ビル101稲嶺進ﾎ464

誇りある豊かさを宜野湾うまんちゅの
会

伊波秀男 宜野湾市野嵩1-2-14　サンジョウビル1-B新垣清涼ﾎ465

前川キヨシ後援会 前川史子 伊是名村字仲田２５５番地前川福盛ﾏ466

前里光信後援会 前里美智子 西原町字小波津233番地の131仲間英隆ﾏ467

前里テルアキ後援会 前里照美 南城市字つきしろ499番地35前里輝明ﾏ468

眞榮城けんじ後援会 眞榮城留衣 沖縄市安慶田１丁目29－６新垣萬徳ﾏ469

真栄城玄誠後援会 真栄城孝文 浦添市内間３－２－１安和朝忠ﾏ470

真栄城隆後援会 眞榮城幸江 うるま市喜仲２－12－１眞榮城隆 ●ﾏ471

マエシロ徳彦後援会 真栄城恵子 宮古島市平良字下里３９９番地３真栄城徳彦ﾏ472

マエダ政義後援会 神山利和 伊是名村字仲田92上里敏長ﾏ473

マエミキ応援会 前泊甫美 那覇市仲井真398－20前泊美紀ﾏ474

前宮みつこ後援会 古謝源徳 沖縄市照屋１丁目40番の12中石義雄ﾏ475

真喜志晃一後援会 真喜志聰 宜野湾市我如古１－８－23真喜志晃一 ●ﾏ476

マコト会 金城博貴 今帰仁村字仲尾次714-3島袋宗安ﾏ477

まじきなエリ子後援会 岸本大 浦添市経塚９２－１まじきなエリ
子

●ﾏ478

又吉謙一後援会 具志堅全輝 浦添市勢理客２－10－３具志堅全輝ﾏ479

又吉ケンタロウ後援会 又吉孝之 浦添市港川１－３２－７　２０７又吉健太郎 ●ﾏ480

又吉清義後援会 又吉博子 宜野湾市我如古1丁目33番3号栽正巳ﾏ481

又吉マサノブ後援会 又吉美奈子 浦添市城間2丁目5番3号又吉正信 ●ﾏ482

又吉りょう後援会 又吉君子 宜野湾市大山４－12－８　１Ｆ（伊佐方）又吉亮ﾏ483

マツ川正則後援会 松川正志 宜野湾市野嵩２－８－８又吉信一ﾏ484

松下美智子後援会 松下正 浦添市宮城２丁目２４－１松下美智子 ●ﾏ485

松田兼弘後援会 松田スミ子 南城市佐敷字津波古955番地４親川幸隆ﾏ486

まつもとてつじ後援会 松本直人 浦添市屋富祖1-5-5仲西佑之朗ﾏ487

三盛克美後援会 三盛光祐 八重山郡竹富町字上原658-1三盛克美 ●ﾐ488

緑の会 大城文子 金武町字金武６８２－１名護寛ﾐ489

箕底用一後援会 箕底まゆみ 石垣市字新川１９５－３番地箕底用栄ﾐ490

宮城イチロ後援会 宮城いづみ 宜野湾市上原１－１０－１１宮城一郎 ●ﾐ491

宮城えみこ後援会 内海正三 那覇市字小禄878-5　内海方三宅俊司ﾐ492

宮城カズトシ後援会 宮城紀美子 うるま市田場355-10宮城一寿ﾐ493
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宮城克後援会 米須守 宜野湾市新城１丁目１２番地５号宮城克 ●ﾐ494

宮城かつや後援会 宮城諭野 八重瀬町字宜次６６４番地１宮城勝也ﾐ495

宮城さゆり後援会 岸本恵子 名護市字世冨慶145比嘉秀樹ﾐ496

宮城シゲオ後援会 宮城栄子 中城村字当間929番地宮城重三ﾐ497

ミヤギ盛光後援会 嘉陽美代子 北中城村字安谷屋814宮城栄信ﾐ498

ミヤギセイジ後援会 宮城政一 宜野湾市宜野湾2-15-24玉那覇昇ﾐ499

宮城力後援会 宮良信博 宜野湾市新城２－３－14　１F田港朝俊ﾐ500

宮城つかさ後援会 宮城則子 宜野湾市伊佐２－２－11宮城司ﾐ501

宮城ノリミツ後援会 宮城一恵 大宜味村字塩屋61仲村勲ﾐ502

宮城ヒサカズ後援会 宮城澄子 国頭村字辺土名234崎浜秀安ﾐ503

みやぎひろし後援会 仲宗根真也 沖縄市泡瀬３丁目11番８号宮城浩ﾐ504

宮城安秀後援会 嶺井あかり 名護市字辺野古９３２－２６島袋利治ﾐ505

宮古島市の経済を良くする会 平良久子 宮古島市伊良部字前里添390番地の２仲間頼信ﾐ506

ミヤザキ政久後援会 徳永ゆかり 宜野湾市宜野湾1－1－1　2階宮﨑政久 ●ﾐ507

ミヤサト尚後援会 當山善正 名護市港２丁目４－５津波康章ﾐ508

宮里ひろふみ後援会 宮里政史 西原町字小橋川19-3玉那覇仁ﾐ509

宮里芳男後援会 宮國美香 西原町字翁長457親泊俊吉ﾐ510

宮平のり子後援会 宮平良紀 那覇市識名２－１３－５３宮平のり子ﾐ511

未来を拓く町民の会 屋比久英夫 与那原町字与那原３１２２－２徳村政福ﾐ512

みんなが主役・南城市民の会 比嘉敏昭 南城市大里字仲間４８２番地親川盛一ﾐ513

みんなの北中城あたらしい風の会 上間美奈子 北中城村字島袋34番地　喜屋武アパート1-
2号室

上間堅治ﾐ514

無限の会 新垣美咲 豊見城市字高嶺３９４番地の２新垣繁人 ●ﾑ515

銘苅良二後援会 銘苅和義 浦添市伊祖１－21－８銘苅常春ﾒ516

モリヤマ悟後援会 森山奈美 南城市玉城字百名986番地3森山悟ﾓ517

森山政和後援会 森山邦子 沖縄市南桃原３－１－11町田宗助ﾓ518

八重瀬はひとつ！みんなで創ろう、や
えせ新時代の会

宮城諭野 八重瀬町字宜次６６４番地１宮城勝也ﾔ519

やえせ結の会 新垣さゆり 八重瀬町字東風平30番地新垣安弘ﾔ520

八重山の宝 加勢本曙 石垣市真栄里１３３－１富里八重子ﾔ521

山内スエコ後援会 儀武息勇 うるま市石川2421－2山内末子 ●ﾔ522

山内政徳後援会 知花英信 読谷村字高志保167番地山内政徳 ●ﾔ523

山川典二後援会 山川厚子 那覇市天久2-22-8山川典二 ●ﾔ524

山川ひとし後援会 大城健一 豊見城市字豊崎1-879-105金城徹ﾔ525
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山川ヤスオ後援会 山川源太 国頭村字辺土名245番地山川安雄ﾔ526

山里マサヒコ後援会 山里雅弘 宮古島市平良字西原８番地３仲間忠ﾔ527

山城せいじ後援会 江崎鶴男 那覇市牧志3-19-20 フレンズビル７F山城誠司ﾔ528

山城勉後援会 山城喜光 糸満市字兼城３７３番地の３山城進行ﾔ529

山城フトシ後援会 山城早弥香 今帰仁村字諸志449山城輝也ﾔ530

山城康弘後援会 宮城学 宜野湾市大謝名２丁目17番22号山城賢栄ﾔ531

山田晴憲後援会 喜納昇 北中城村島袋532－７山田晴憲ﾔ532

屋良ちえみ後援会 赤嶺美希 宜野湾市野嵩３－33－６屋良千枝美 ●ﾔ533

屋良朝助後援会 前泊盛康 那覇市壷屋１丁目１番１号（２階）平良洋一ﾔ534

やる気！元気！豊見城市民の会 城間多恵 豊見城市字高安15番地大田善裕ﾔ535

結の風ネットワ－ク 高江洲　満子 宜野湾市野嵩２丁目１番８－１０１号伊波秀男ﾕ536

ユウキ会 上原克芳 今帰仁村字今泊123番地（上原勝二方）上原祐希ﾕ537

郵政政策研究会沖縄地方本部 伊江朝芳 那覇市東町７番５号比嘉明男ﾕ538

豊かで住みよいまちづくりをめざすう
るまの会

川野進也 うるま市字具志川２２１５番地１宮里朝景ﾕ539

与儀清後援会 与儀清一 西原町字津花波226-10町田宗助ﾖ540

ヨギ常次後援会 與儀一枝 今帰仁村字湧川1938-3稲嶺盛公ﾖ541

吉田清尊後援会 上間みどり 今帰仁村字今泊187番地1上間光秀ﾖ542

ヨシダ潤後援会 吉田京子 南城市知念字知念９１５－８吉田潤ﾖ543

ヨシナガ浩後援会 吉永円 久米島町字山城104-1吉永浩ﾖ544

吉嶺努後援会 菅谷明子 那覇市寄宮２丁目５－４８吉嶺努 ●ﾖ545

ヨシモト義彦後援会 吉元久恭 名護市字屋部347比嘉敏雄ﾖ546

よせだかねとし後援会 与世田兼稔 那覇市泉崎2丁目21番地3　K＆M OFFICEビ
ル2階

与世田兼稔 ●ﾖ547

與那カツジ後援会 與那森男 今帰仁村字仲宗根359番地２真栄田隆之ﾖ548

與那城弘明後援会 城間成弘 粟国村字浜427番地伊佐康男ﾖ549

與那嶺トオル後援会 與那嶺透 今帰仁村字諸志159内間利三ﾖ550

与那嶺義雄後援会 砂川悦子 西原町字幸地135番地の3與那嶺貞子ﾖ551

與那嶺好和後援会 與那嶺絹枝 今帰仁村字仲宗根661番地３玻名城政光ﾖ552

労働者の団結と助け合いで貧困をなく
す会

石田辰夫 那覇市繁多川２－８－43石田辰夫ﾛ553

若林亜紀の「ドロボー公務員日本を食
い物にする優雅な特権階級」を学び公
務員の人件費大幅削減を橋下徹元市長

石田辰夫 那覇市繁多川２－８－43石田辰夫ﾜ554

541団体政党以外 計
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