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衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第１区選挙区選挙長告示 
 １ 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者届出（選挙管理委員会） 
衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第２区選挙区選挙長告示 
 １ 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者届出（選挙管理委員会） 
衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第３区選挙区選挙長告示 
 １ 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者届出（選挙管理委員会） 
衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第４区選挙区選挙長告示 
 １ 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者届出（選挙管理委員会） 
衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第５区選挙区選挙長告示 
 １ 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者届出（選挙管理委員会） 
衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第６区選挙区選挙長告示 
 １ 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者届出（選挙管理委員会） 
 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第１区選挙区選挙長告示 

◎衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第１区選挙区選挙長告示第１号 

平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、新潟県第１区選挙区において、候補者として次

のとおり届出があった。 

平成29年10月10日 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第１区選挙区 

   選挙長  長 津 光三郎 

（ふりがな）
候補者氏名

にしむら

平成29年 西村　ちなみ　　　 北海道 新潟県新潟市西区小針が丘 昭和42年

10月10日 1月13日

いしざき　 

平成29年 石﨑　とおる 新潟県 新潟県新潟市東区紫竹 昭和59年

10月10日 ２丁目６番12号 1月25日

（備考）「候補者届出政党の名称」欄は、政党届出に係る候補者については当該候補者届出政党の名称を、本人届出又は推薦届出に係る候補者

 については括弧内にその旨を記載したものである。

2 自由民主党
https://www.ji
min.jp/

選挙区支部長
http://www.tohru-
ishizaki.com/

候補者の一のウェ
ブサイト等のアド

レス

1 立憲民主党 政党役員
http://www.chinam
i.net/１番45号サーパス小針が丘

404号

届出
受理
番号

届出年月日
候補者届出政

党の名称

候補者届出政党
の一のウェブサ
イト等のアドレ

ス

本　籍 住　　　所 生年月日 職　業

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第２区選挙区選挙長告示 

◎衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第２区選挙区選挙長告示第１号 

平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、新潟県第２区選挙区において、候補者として次

のとおり届出があった。 

平成29年10月10日 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第２区選挙区 
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   選挙長  市 川 政 広 

（ふりがな）
候補者氏名

ほそだ

平成29年 細田　けんいち 東京都 新潟県燕市井土巻２丁目 昭和39年

10月10日 7月11日

　　　　　　えいいちろう

平成29年 わしお　英一郎 東京都 新潟県燕市井土巻２丁目 昭和52年

10月10日 1月3日

いがらし

平成29年 五十嵐　たけひこ 新潟県 新潟県新潟市江南区曽野木 昭和54年

10月10日 11月25日

（備考）「候補者届出政党の名称」欄は、政党届出に係る候補者については当該候補者届出政党の名称を、本人届出又は推薦届出に係る候補者
 については括弧内にその旨を記載したものである。

3 日本共産党
http://www.jcp
.or.jp/

政党役員
http://www.jcp-
niigata.org/２丁目31番10号

2 （本人届出） 公認会計士
http://www.washio
-e.jp/100番地１

候補者の一のウェ
ブサイト等のアド

レス

1 自由民主党
https://www.ji
min.jp/

選挙区支部長
http://hosoda-
kenichi.jp295番地アルザＫ　Ａ－２

202号

届出
受理
番号

届出年月日
候補者届出政

党の名称

候補者届出政党
の一のウェブサ
イト等のアドレ

ス

本　籍 住　　　所 生年月日 職　業

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第３区選挙区選挙長告示 

◎衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第３区選挙区選挙長告示第１号 

平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、新潟県第３区選挙区において、候補者として次

のとおり届出があった。 

平成29年10月10日 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第３区選挙区 

   選挙長  堀 越  誠 

（ふりがな）
候補者氏名

みむら　　よいち

平成29年 三村　誉一 新潟県 新潟県新発田市五十公野 昭和21年

10月10日 9月18日

　　　　　　　　ひろあき

平成29年 さいとう　洋明 新潟県 新潟県村上市平林 昭和51年

10月10日 12月8日

くろいわ

平成29年 黒岩　たかひろ 新潟県 新潟県新発田市豊町２丁目 昭和41年

10月10日 10月13日

（備考）「候補者届出政党の名称」欄は、政党届出に係る候補者については当該候補者届出政党の名称を、本人届出又は推薦届出に係る候補者
 については括弧内にその旨を記載したものである。

3 （本人届出） 政党役員
http://www.t-
kuroiwa.jp10番23-403号

2 自由民主党
https://www.ji
min.jp

選挙区支部長
http://www.saitoh
-hiroaki.jp1632番地２

候補者の一のウェ
ブサイト等のアド

レス

1 （本人届出） 無職
4664番地5

届出
受理
番号

届出年月日
候補者届出政

党の名称

候補者届出政党
の一のウェブサ
イト等のアドレ

ス

本　籍 住　　　所 生年月日 職　業

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第４区選挙区選挙長告示 

◎衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第４区選挙区選挙長告示第１号 

平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、新潟県第４区選挙区において、候補者として次

のとおり届出があった。 

平成29年10月10日 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第４区選挙区 

   選挙長  遠 藤 修 司 
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（ふりがな）
候補者氏名

きくた　　

平成29年 菊田　まきこ 神奈川県 新潟県加茂市旭町９番７号 昭和44年

10月10日 10月24日

かねこ　　

平成29年 金子　めぐみ 静岡県 東京都港区赤坂２丁目17番 昭和53年

10月10日 2月27日

（備考）「候補者届出政党の名称」欄は、政党届出に係る候補者については当該候補者届出政党の名称を、本人届出又は推薦届出に係る候補者
 については括弧内にその旨を記載したものである。

2 自由民主党
https://www.ji
min.jp/

選挙区支部長
http://kanekomegu
mi.net/10号 赤坂衆議院議員宿舎

509

候補者の一のウェ
ブサイト等のアド

レス

1 （本人届出） 政党役員
http://www.kikuta
-makiko.net

届出
受理
番号

届出年月日
候補者届出政

党の名称

候補者届出政党
の一のウェブサ
イト等のアドレ

ス

本　籍 住　　　所 生年月日 職　業

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第５区選挙区選挙長告示 

◎衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第５区選挙区選挙長告示第１号 

平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、新潟県第５区選挙区において、候補者として次

のとおり届出があった。 

平成29年10月10日 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第５区選挙区 

   選挙長  坂 井 隆 雄 

（ふりがな）
候補者氏名

いずみだ

平成29年 泉田　ひろひこ 新潟県 新潟県長岡市殿町１丁目 昭和37年

10月10日 9月15日

かさはら

平成29年 笠原　れいか 埼玉県 新潟県長岡市緑町１丁目 平成4年

10月10日 8月10日

おおだいら

平成29年 大平　えつこ 新潟県 新潟県魚沼市古新田 昭和31年

10月10日 23番地20 10月9日

（備考）「候補者届出政党の名称」欄は、政党届出に係る候補者については当該候補者届出政党の名称を、本人届出又は推薦届出に係る候補者
 については括弧内にその旨を記載したものである。

38番地359レオパレス長岡
第３　204号室

2 （本人届出） 選挙区支部長
https://kasahara-
reika.amebaownd.c
om/

3 （本人届出） 無職
http://www.odaira
etsuko.com

候補者の一のウェ
ブサイト等のアド

レス

1 自由民主党
https://www.ji
min.jp/

大学教授
http://www.h-
izumida.jp/２番地９　パークハイツ長

岡504号室

届出
受理
番号

届出年月日
候補者届出政

党の名称

候補者届出政党
の一のウェブサ
イト等のアドレ

ス

本　籍 住　　　所 生年月日 職　業

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第６区選挙区選挙長告示 

◎衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第６区選挙区選挙長告示第１号 

平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙につき、新潟県第６区選挙区において、候補者として次

のとおり届出があった。 

平成29年10月10日 

衆議院小選挙区選出議員選挙新潟県第６区選挙区 

   選挙長  曽 我 裕 宣 

（ふりがな）
候補者氏名

　　　　　　　 しゅういち

平成29年 たかとり　修一 新潟県 新潟県上越市南城町３丁目 昭和35年

10月10日 １番13号 9月29日

　 　　　　 　 まもる

平成29年 うめたに　守 新潟県 新潟県上越市木田１丁目 昭和48年

10月10日 ７番29号 12月9日

（備考）「候補者届出政党の名称」欄は、政党届出に係る候補者については当該候補者届出政党の名称を、本人届出又は推薦届出に係る候補者
 については括弧内にその旨を記載したものである。

2 （本人届出） 政党役員
http://www.umetan
i.net

生年月日 職　業
候補者の一のウェ
ブサイト等のアド

レス

1 自由民主党
https://www.ji
min.jp/

選挙区支部長
http://www.takato
ri.jp/

届出
受理
番号

届出年月日
候補者届出政

党の名称

候補者届出政党
の一のウェブサ
イト等のアドレ

ス

本　籍 住　　　所
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