
令和４年10月23日執行         選挙立候補届出状況

届出

番号

届出

の別

（ふりがな）

候補者氏名
通称

本籍地の

都道府県名
住所 生年月日 年齢

性

別
所属党派 職業

新現

元別

(たなか　ゆういち)

1 本人 田中　優一 田中　ゆういち 千葉県 一宮町東浪見6893-3 S57.8.11 40歳 男 無所属 無職 新

(つしま　のぼる)

2 本人 對馬　昇 つしま　昇 千葉県 一宮町一宮4960-8 S23.9.27 74歳 男 無所属 無職 新

(うざわ　きよひさ)

3 本人 鵜沢　清永 鵜沢　きよひさ 千葉県 一宮町東浪見7535-4 S50.8.28 47歳 男 無所属 自営業 現

(こばやし　まさみつ)

4 本人 小林　正満 小林　まさみつ 千葉県 一宮町船頭給31－9 S34.10.8 63歳 男 無所属 会社員 元

(うちやま　くにとし)

5 本人 内山　邦俊 内山　くにとし 千葉県 一宮町東浪見3786 S32.3.29 65歳 男 無所属 会社役員 現

(しのせ　ひろき)

6 本人 篠瀬　寛樹 しのせ　ひろき 千葉県 一宮町東浪見7082-19 H1.5.31 33歳 男 無所属 建設会社役員 新

(かわしろ　しげき)

7 本人 川城　茂樹 かわしろ　茂樹 千葉県 一宮町一宮2263 S36.10.2 61歳 男 無所属 団体職員 現

(うざわ　かずお)

8 本人 鵜沢　一男 うざわ　一男 千葉県 一宮町東浪見2510 S38.5.31 59歳 男 無所属 会社役員 現

(よしの　しげのり)

9 本人 吉野　繁徳 吉野　しげのり 千葉県 一宮町一宮2963－1 S23.1.3 74歳 男 無所属 会社役員 現

(くろだ　じゅんぞう)

10 本人 黒田　純三 　 東京都 一宮町船頭給89-6 S24.1.25 73歳 男 無所属 無職 新
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(おぜき　よしあき)

11 本人 小関　義明 小関　よしあき 千葉県 一宮町東浪見5809 S28.4.9 69歳 男 無所属 農業 現

(うさみ　のぶゆき)

12 本人 宇佐美　信幸 うさみ　信幸 埼玉県 一宮町新地甲2434-1 S57.6.22 40歳 男 無所属 会社役員 新

アジュール一宮1204号

(うのざわ　かずお)

13 本人 鵜野澤　一夫 うのざわ　一夫 千葉県 一宮町一宮3267 S23.5.28 74歳 男 無所属 小売業 現

(おおはし　てるお)

14 本人 大橋　照雄 おおはし　照雄 千葉県 一宮町東浪見7357－5 S24.8.9 73歳 男 無所属 無職 現

(もり　さえ)

15 本人 森　佐衛 　 千葉県 一宮町宮原1101－1 S23.12.19 73歳 男 無所属 農業 現

(あきば　ひろとし)

16 本人 秌場　博敏 あきば　博敏 千葉県 一宮町東浪見2732 S28.2.8 69歳 男 日本共産党 農業 元

(はかまた　しのぶ)

17 本人 袴田　忍 はかまた　忍 秋田県 一宮町宮原1078－7 S28.4.16 69歳 男 無所属 児童福祉施設経営 現

(こやす　ひろゆき)

18 本人 小安　博之 小安　ひろゆき 千葉県 一宮町東浪見5987 S37.5.9 60歳 男 無所属 農業 現

(ふじい　ゆきえ)

19 本人 藤井　幸恵 　 千葉県 一宮町一宮10098－1 S46.4.24 51歳 女 無所属 パート 元

(とうじょう　かずよし)

20 本人 藤乗　一由 とうじょう　一由 千葉県 一宮町一宮2933 S33.3.15 64歳 男 無所属 無職 現


