
第25回参議院議員通常選挙 初当選議員一覧 2019.8.29（一財）尾崎行雄記念財団
https://ozakiyukio.jp/

議員氏名 読み方 選挙区

1 岩本　　剛人 いわもと　つよひと 北海道 https://www.iwamoto-t.jp/ 北海道議会議員 〇

2 加田　　裕之 かだ　ひろゆき 兵庫 https://kadahiroyuki.com/ 兵庫県議会議員 〇 〇

3 河井　あんり［河井　　案里］ かわい　あんり 広島 http://www.anrinet.com/ 広島県議会議員 〇

4 清水　　真人 しみず　まさと 群馬 http://shimizumasato.com/ 群馬県議会議員 〇

5 高橋　はるみ たかはし　はるみ 北海道 http://www.haruchan.jp/ 経済産業省、北海道知事 〇
6 本田　　顕子 ほんだ　あきこ 比例 https://www.honda-akiko.jp/ 参議院議員公設秘書、薬剤師 〇 〇
7 宮崎　　雅夫 みやざき　まさお 比例 http://miyazaki-noson.jp/ 農林水産省 〇

8 石垣　のりこ［小川　のり子］ いしがき　のりこ 宮城 https://www.norikorock.com/ FM仙台アナウンサー 〇

9 石川　　大我 いしかわ　たいが 比例 http://www.taigaweb.jp/ 豊島区議会議員 〇 〇

10 小沢　　雅仁 おざわ　まさひと 比例 http://ozawa-masahito.jp/ 日本郵政グループ労働組合 〇

11 小沼　　　巧 おぬま　たくみ 茨城 https://www.onumatakumi.com/ 経済産業省 〇

12 岸　　真紀子 きし　まきこ 比例 http://kishimakiko.com/ 岩見沢市役所、自治労中央本部 〇

13 熊谷　　裕人 くまがい　ひろと 埼玉 http://www.kumachan55.jp/ さいたま市議会議員 〇 〇

14 塩村　あやか［塩村　　文 しおむら　あやか 東京 https://shiomura-ayaka.com/ 東京都議会議員 〇

15 須藤　　元気 すどう　げんき 比例 https://sudogenki.com/ 格闘家、レスリング指導者 〇

16 田島　麻衣子 たじま　まいこ 愛知 https://www.maiko-tajima.com/ 国連世界食糧計画（WFP） 〇

17 森屋　　　隆 もりや　たかし 比例 http://moriya0628.com/ 全国私鉄労働組合総連合会 〇

18 塩田　　博昭 しおた　ひろあき 比例 － 公明新聞政治部長 〇

19 下野　　六太 しもの　ろくた 福岡 http://shimono-rokuta.jp/ 中学校保健体育教師 〇

20 高橋　　光男 たかはし　みつお 兵庫 https://takahashi-mitsuo.com/ 外務省 〇

21 安江　　伸夫 やすえ　のぶお 愛知 https://yasue-nobuo.com/ 弁護士 〇

22 田村　　まみ［田村　　麻美］ たむら　まみ 比例 https://mamitamura.com/ UAゼンセン政策グループ 〇

23 芳賀　　道也 はが　みちや 山形 https://www.hagamichiya.com/ 山形放送アナウンサー 〇

24 横沢　　高徳 よこさわ　たかのり 岩手 https://yokosawa.net/ パラリンピック日本代表 〇

25 梅村　みずほ うめむら　みずほ 大阪 https://umemura-mizuho.com/ フリーアナウンサー 〇

26 音喜多　　駿 おときた　しゅん 東京 https://otokitashun.com/ 東京都議会議員 〇 〇

27 柳ヶ瀬　裕文 やながせ　ひろふみ 比例 http://yanagase.org/ 東京都議会議員 〇 〇

28 伊藤　　　岳 いとう　がく 埼玉 http://ito-gaku.jp/ 党地区中央委員 〇

29 高良　　鉄美 たから　てつみ 沖縄 https://takara-okinawa.jp/ 琉球大学名誉教授 〇

30 木村　　英子 きむら　えいこ 比例 https://v.reiwa-shinsengumi.com/candidates/eikokimura/ 全国公的介護保障要求者組合書記長 〇
31 舩後　　靖彦 ふなご　やすひこ 比例 https://v.reiwa-shinsengumi.com/candidates/yasuhikofunago/ 日本ALS協会千葉県支部運営委員 〇

32 嘉田　由紀子 かだ　ゆきこ 滋賀 https://kadayukiko.jp/ 滋賀県知事、びわこ成蹊スポーツ大学学長 〇 〇

33 立花　　孝志 たちばな　たかし 比例 https://www.tachibanat.com/ 党代表、葛飾区議会議員 〇 〇

34 安達　　　澄 あだち　きよし 大分 https://www.adachi-kiyoshi.com/ 朝日新聞社、旅行会社代表 〇
35 打越　さく良［村木　さく良］ うちこし　さくら 新潟 https://www.facebook.com/sakura.uchikoshi 弁護士 〇

36 寺田　　　静 てらた　しずか 秋田 https://teratashizuka.com/ 衆議院議員秘書 〇

【凡例：氏名および所属会派、選挙区等は参議院ホームページ参照】 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/199/giinmei.htm

・記載順は参議院における会派別とし、会派内の50音順としてあります。また議員の氏名は、参議院への届出に準じます。

・参議院初当選の場合でも、元衆議院議員の経験者は対象から除外しています。

・ホームページ等URL情報は、本一覧の作成時点（2019.8現在）となりますのであらかじめご了承願います。

・備考および主な経歴については、公開情報からの参照に基づきます。正確を心掛けておりますが、万が一の不足等ございます場合はあらかじめご了承いただけますようお願いいたします。

・その他記載情報については、財団ホームページ記載の「サイトのご利用について」に準じます。

日本維新の会（3名/16名）

日本共産党（1名/13名）

国民民主党・新緑風会（3名/25名）

公明党（4名/28名）

立憲民主党・民友会・希望の会（10名/35名）

みんなの党（1名/2名）

各派に属しない議員（3名）

沖縄の風（1名/２名）

れいわ新選組（2名）

碧水会（1名/2名）

その他

専門分野
番号 ホームページ等URL（2019.8現在） 主な経歴

自治体

議会経験

政党実務・

議員秘書等
行政経験 法曹出身

自由民主党・国民の声（7名/113名）
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