
区分 政治団体名称 所在地 代表者氏名 会計責任者氏名
政党の支部 自由民主党鳥取県支部連合会 鳥取県鳥取市西町一丁目１２６ 石破　茂 上杉　栄一
政党の支部 自由民主党鳥取県第一選挙区支部 鳥取県鳥取市戎町５１５－３ 石破　茂 本多　達郎
政党の支部 自由民主党鳥取県第二選挙区支部 鳥取県米子市加茂町一丁目２４ 赤沢　亮正 山田　一
政党の支部 自由民主党鳥取県鳥取市第一支部 鳥取県鳥取市覚寺５１－１０ 前田　八壽彦 松浦　宏
政党の支部 自由民主党鳥取県鳥取市第二支部 鳥取県鳥取市青谷町養郷１３８ 中島　規夫 西村　明良
政党の支部 自由民主党鳥取県鳥取市第三支部 鳥取県鳥取市富安３０２ 山口　享 野田　繁子
政党の支部 自由民主党鳥取県鳥取市第五支部 鳥取県鳥取市賀露町南三丁目２４６３－１ 島谷　龍司 岩見　辰三
政党の支部 自由民主党鳥取県鳥取市第六支部 鳥取県鳥取市川端四丁目２０２ 濱崎　晋一 濱崎　真
政党の支部 自由民主党鳥取県鳥取市第九支部 鳥取県鳥取市湖山町北四丁目８１２ 藤縄　喜和 長谷川　千明
政党の支部 自由民主党鳥取県米子市第二支部 鳥取県米子市石井８２４ 斉木　正一 大田　正雄
政党の支部 自由民主党鳥取県米子市第三支部 鳥取県米子市東福原６－１－３０ 稲田　寿久 堀　博之
政党の支部 自由民主党鳥取県米子市第四支部 鳥取県米子市両三柳２４８５ 内田　隆嗣 内田　武
政党の支部 自由民主党鳥取県米子市第五支部 鳥取県米子市淀江町西原１１１０－１ 松田　正 堀口　誠
政党の支部 自由民主党鳥取県米子市第六支部 鳥取県米子市河崎８３６ 野坂　道明 東　雅幸
政党の支部 自由民主党鳥取県境港市第一支部 鳥取県境港市新屋町２１９ 安田　優子 魚谷　律人
政党の支部 自由民主党鳥取県境港市第二支部 鳥取県境港市外江町１５８２－５ 濵田　一哉 空野　高幸
政党の支部 自由民主党鳥取県倉吉市第一支部 鳥取県倉吉市みどり町３１７９－１０ 川部　洋 池本　義雄
政党の支部 自由民主党鳥取県八頭郡第一支部 鳥取県八頭郡八頭町郡家６２５－１７ 福田　俊史 福田　千穂
政党の支部 自由民主党鳥取県八頭郡第二支部 鳥取県八頭郡智頭町市瀬４０３ 西川　憲雄 山本　浩視
政党の支部 自由民主党鳥取県東伯郡第一支部 鳥取県東伯郡湯梨浜町小鹿谷２７７ 藤井　一博 宮永　昭彦
政党の支部 自由民主党鳥取県西伯郡第一支部 鳥取県西伯郡大山町西坪４８２ 上村　忠史 上村　章子
政党の支部 自由民主党鳥取県日野郡第一支部 鳥取県日野郡日南町生山２７８－１ 内田　博長 平田　広志
政党の支部 自由民主党鳥取光和支部 鳥取県鳥取市浜坂東１丁目１－１ 四井　勉 前田　裕子
政党の支部 自由民主党鳥取市稲葉山支部 鳥取県鳥取市滝山３００ 伊藤　憲男 馬渕　深一
政党の支部 自由民主党鳥取市大郷支部 鳥取県鳥取市福井２０９ 池澤　知一 池澤　知一
政党の支部 自由民主党鳥取市面影支部 鳥取県鳥取市大杙２７ 本多　達郎 本多　達郎
政党の支部 自由民主党鳥取市賀露支部 鳥取県鳥取市賀露町南三丁目２４６３－１ 島谷　龍司 中村　健
政党の支部 自由民主党鳥取市久松支部 鳥取県鳥取市上町１８ 山根　敏樹 中野　順子
政党の支部 自由民主党鳥取市醇風支部 鳥取県鳥取市本町５－１０６ 松田　博行 松田　博行
政党の支部 自由民主党鳥取市末恒支部 鳥取県鳥取市白兎８８４－１ 三橋　英雄 三橋　英雄
政党の支部 自由民主党鳥取市大正支部 鳥取県鳥取市西町１－１２６ 徳村　純一郎 徳村　純一郎
政党の支部 自由民主党鳥取市千代水支部 鳥取県鳥取市南隈８ 石田　克志 河西　久司
政党の支部 自由民主党鳥取市津ノ井支部 鳥取県鳥取市杉崎５５４－１３ 山根　敏明 山根　敏明
政党の支部 自由民主党鳥取市豊実支部 鳥取県鳥取市西町１丁目１２６ 徳村　純一郎 徳村　純一郎
政党の支部 自由民主党鳥取市浜坂中ノ郷支部 鳥取県鳥取市円護寺３２５ 美澤　武 松浦　宏
政党の支部 自由民主党鳥取市日進支部 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目５０２ 足立　利喜雄 上杉　栄一
政党の支部 自由民主党鳥取市富桑支部 鳥取県鳥取市西町１－１２６ 徳村　純一郎 徳村　純一郎
政党の支部 自由民主党鳥取市松保支部 鳥取県鳥取市桂見９２４－３ 竹内　房男 竹内　房男
政党の支部 自由民主党鳥取市美穂支部 鳥取県鳥取市西町一丁目１２６ 徳村　純一郎 徳村　純一郎
政党の支部 自由民主党鳥取市美保支部 鳥取県鳥取市吉成１４７－２ 砂田　典男 山本　京子
政党の支部 自由民主党鳥取市明治支部 鳥取県鳥取市松上９０ 中尾　廉 中尾　廉
政党の支部 自由民主党鳥取市湖南地区支部 鳥取県鳥取市吉岡温泉町２４７ 佐々木　紘一 小林　克
政党の支部 自由民主党米子市県支部 鳥取県米子市日下５４１ 仲田　裕康 野坂　貴子
政党の支部 自由民主党米子市巌支部 鳥取県米子市浦津２４５ 小山　貞彦 堀　博之
政党の支部 自由民主党米子市大高支部 鳥取県米子市尾高１２０４ 舩澤　博明 月坂　紘逸
政党の支部 自由民主党米子市春日支部 鳥取県米子市古豊千６５４ 植田　哲司 塚田　早苗
政党の支部 自由民主党米子市義方支部 鳥取県米子市旗ケ崎２－９－３ 岡本　博文 坂口　千加広
政党の支部 自由民主党米子市啓成支部 鳥取県米子市博労町４－３５ 尾崎　太光子 尾崎　太光子
政党の支部 自由民主党米子市五千石支部 鳥取県米子市福市７１２ 伊塚　誠 田子　としこ
政党の支部 自由民主党米子市河崎支部 鳥取県米子市河崎１６３１－７ 梅林　良一 東　雅幸
政党の支部 自由民主党米子市就将支部 鳥取県米子市末広町２５５ 深田　栄 加藤　宏
政党の支部 自由民主党米子市尚徳支部 鳥取県米子市兼久５２ 遠藤　晴美 遠藤　泰三
政党の支部 自由民主党米子市住吉支部 鳥取県米子市上後藤３丁目１１－１１ 山垣　格市 森脇　卓夫
政党の支部 自由民主党米子市車尾支部 鳥取県米子市車尾１－２－７ 浜田　俊一 松浦　研二
政党の支部 自由民主党米子市成実支部 鳥取県米子市奈喜良５０２－２ 勝部　邦夫 細田　健次
政党の支部 自由民主党米子市福生支部 鳥取県米子市皆生温泉１丁目８番２７号 福景　順一 安井　賢
政党の支部 自由民主党米子市福米支部 鳥取県米子市西福原８－１－５０ 尾沢　三夫 福原　重夫
政党の支部 自由民主党米子市夜見支部 鳥取県米子市夜見町１６９７－３ 沢口　宏 矢倉　ツヤ子
政党の支部 自由民主党倉吉市上灘支部 鳥取県倉吉市新陽町５－１ 伊藤　正三 前田　紀一
政党の支部 自由民主党倉吉市小鴨支部 鳥取県倉吉市西倉吉町１－３８ 村田　実 兼田　忠幸
政党の支部 自由民主党倉吉市上小鴨支部 鳥取県倉吉市上古川１００ 斉江　尚 斉江　博行
政党の支部 自由民主党倉吉市北谷支部 鳥取県倉吉市忰谷２１６ 山上　正之 蓑原　賢一
政党の支部 自由民主党倉吉市社支部 鳥取県倉吉市大谷茶屋８８３－９６ 福谷　直美 西村　秋喜
政党の支部 自由民主党境港市支部 鳥取県境港市渡町１２２７ 角本　洋介 築谷　敏雄
政党の支部 自由民主党国府町支部 鳥取県鳥取市国府町中郷２９２ 有松　数紀 池谷　勇治
政党の支部 自由民主党岩美町支部 鳥取県岩美郡岩美町浦富３０８１－２１ 岡村　則男 河崎　忍
政党の支部 自由民主党福部村支部 鳥取県鳥取市福部町岩戸１０ 中西　重康 中西　重康
政党の支部 自由民主党郡家町支部 鳥取県八頭郡八頭町米岡１０６－５ 谷本　正敏 佐藤　幸徳
政党の支部 自由民主党船岡町支部 鳥取県八頭郡八頭町船岡殿２３６ 山本　弘敏 小倉　一博
政党の支部 自由民主党河原町支部 鳥取県鳥取市河原町渡一木２４３ 西田　正人 中山　明保
政党の支部 自由民主党八東町支部 鳥取県八頭郡八頭町北山４７ 山根　英明 高橋　仲博
政党の支部 自由民主党若桜町支部 鳥取県八頭郡若桜町高野５２３ 川上　守 山本　　晴隆
政党の支部 自由民主党用瀬町支部 鳥取県鳥取市用瀬町別府１６２ 上紙　光春 森尾　真一
政党の支部 自由民主党佐治町支部 鳥取県鳥取市佐治町津野３７６ 谷口　輝男 藤原　俊文
政党の支部 自由民主党智頭町支部 鳥取県八頭郡智頭町大字大背１０１８ 谷口　雅人 大藤　克紀
政党の支部 自由民主党気高町支部 鳥取県鳥取市気高町勝見６３９－１９ 西山　満 門脇　晴美
政党の支部 自由民主党鹿野町支部 鳥取県鳥取市鹿野町今市９８３－４４ 長尾　裕昭 林　千幸
政党の支部 自由民主党青谷町支部 鳥取県鳥取市青谷町養郷１３８ 中島　規夫 房安　光
政党の支部 自由民主党羽合町支部 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後８５８ 入江　誠 加藤　一
政党の支部 自由民主党東郷町支部 鳥取県東伯郡湯梨浜町野花５４９ 寺地　章行 会見　祐子
政党の支部 自由民主党三朝町支部 鳥取県東伯郡三朝町三徳１０１６ 新藤　祐一 清水　成眞
政党の支部 自由民主党赤碕町支部 鳥取県東伯郡琴浦町出上１５－３１ 前田　智章 池信　範夫
政党の支部 自由民主党北条町支部 鳥取県東伯郡北栄町江北８１０－１ 池田　捷昭 池田　捷昭
政党の支部 自由民主党大栄町支部 鳥取県東伯郡北栄町由良宿２２２１ 井上　信一郎 油本　朋也
政党の支部 自由民主党東伯町支部 鳥取県東伯郡琴浦町保７０－１ 桑本　始 山根　幸栄
政党の支部 自由民主党西伯町支部 鳥取県西伯郡南部町東町２３２ 門脇　毅 板井　隆
政党の支部 自由民主党会見町支部 鳥取県西伯郡南部町円山１４３ 井田　章雄 井田　章雄
政党の支部 自由民主党岸本町支部 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１１１６ 長谷川　盟 細田　栄
政党の支部 自由民主党日吉津村支部 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津９１８－４ 松田　悦郎 斉田　光門
政党の支部 自由民主党淀江町支部 鳥取県米子市淀江町西原１１１０－１ 松田　正 松田　正
政党の支部 自由民主党大山町支部 鳥取県西伯郡大山町所子１２０ 大原　広巳 森本　詔照
政党の支部 自由民主党名和町支部 鳥取県西伯郡大山町御来屋７８１ 舩田　愛治 原　祥二郎
政党の支部 自由民主党中山町支部 鳥取県西伯郡大山町塩津９７ 鹿島　功 野口　俊明
政党の支部 自由民主党日南町支部 鳥取県日野郡日南町生山２７８－１ 村上　正広 山本　芳昭
政党の支部 自由民主党日野町支部 鳥取県日野郡日野町舟場３０３ 佐々木　秀明 田辺　正男
政党の支部 自由民主党江府町支部 鳥取県日野郡江府町御机３１２ 川上　富夫 上原　二郎



政党の支部 自由民主党溝口町支部 鳥取県西伯郡伯耆町溝口６５０－２ 篠原　天 一橋　信介
政党の支部 自由民主党鳥取市湖山支部 鳥取県鳥取市湖山町北六丁目６８５ 村山　洋一 飴野　収
政党の支部 自由民主党鳥取市美保南支部 鳥取県鳥取市数津１６４ 西尾　義昭 井戸垣　克美
政党の支部 自由民主党鳥取市湖山西支部 鳥取県鳥取市湖山町西二丁目３４７ 星見　健蔵 廣田　俊記
政党の支部 自由民主党鳥取市明徳支部 鳥取県鳥取市瓦町６０６ 河越　良二 中井　裕謹
政党の支部 自由民主党鳥取市岩倉支部 鳥取県鳥取市岩倉２７１ 中西　照典 桐島　忠男
政党の支部 自由民主党倉吉市成徳支部 鳥取県倉吉市新町三丁目２２９２ 牧田　智子 牧田　智子
政党の支部 自由民主党鳥取市遷喬支部 鳥取県鳥取市新町１０８ 橋尾　泰博 橋尾　泰博
政党の支部 自由民主党鳥取市倉田支部 鳥取県鳥取市蔵田２４５ 高見　則夫 福田　健治
政党の支部 自由民主党米子市崎津支部 鳥取県米子市葭津１２９３ 友森　篤夫 濱田　一郎
政党の支部 自由民主党米子市大篠津支部 鳥取県米子市大篠津町１８３０－１ 柴垣　信司 櫃田　春紀
政党の支部 自由民主党米子市加茂支部 鳥取県米子市両三柳１７４５ 宮富　進 永東　清
政党の支部 自由民主党鳥取市城北支部 鳥取県鳥取市田島７１３ 朝倉　晋 松井　英代
政党の支部 自由民主党鳥取市大和支部 鳥取県鳥取市横枕１６０ 本多　隼人 建部　憲二
政党の支部 自由民主党鳥取県医師連盟支部 鳥取県鳥取市戎町３１７ 渡辺　憲 瀬川　謙一
政党の支部 自由民主党２１世紀鳥取をつくる会 鳥取県米子市米原９丁目１１－１２ 田中　弘之 岡嶋　和子
政党の支部 自由民主党鳥取県仁厚会支部 鳥取県東伯郡湯梨浜町小鹿谷２７７ 藤井　一博 宮永　昭彦
政党の支部 自由民主党鳥取県港湾支部 鳥取県鳥取市川端５丁目２５１ 萩本　龍二 萩本　龍二
政党の支部 自由民主党鳥取県歯科医師支部 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１－５ 樋口　壽一郎 山中　茂
政党の支部 自由民主党鳥取県自動車整備支部 鳥取県鳥取市丸山町２３３ 吹野　正和 田中　龍夫
政党の支部 自由民主党鳥取県自動車販売支部 鳥取県鳥取市丸山町２４６－１ 米原　良 伹住　和雄
政党の支部 自由民主党鳥取県ハイヤータクシー支部 鳥取県鳥取市丸山町２４６－１０ 船越　克之 橋本　孝之
政党の支部 自由民主党鳥取県石油販売業支部 鳥取県米子市両三柳２７７８番地４ 井上　賢明 木村　亘
政党の支部 自由民主党鳥取県宅建支部 鳥取県鳥取市川端２丁目１２５ 壹岐　昇一 金澤　裕治
政党の支部 自由民主党鳥取県電気通信職域支部 鳥取県鳥取市寺町５０ 中村　頌 細田　貞男
政党の支部 自由民主党鳥取県ときわ会支部 鳥取県米子市弥生町２ 日野　幾夫 南葉　健一
政党の支部 自由民主党鳥取県トラック支部 鳥取県鳥取市丸山町２１９－１ 川上　和人 前田　裕明
政党の支部 自由民主党鳥取県看護連盟支部 鳥取県鳥取市扇町６５ 子道　寿美子 権藤　ちよみ
政党の支部 自由民主党鳥取県バス支部 鳥取県鳥取市丸山町２４６－１０ 馬場　　進 橋本　孝之
政党の支部 自由民主党鳥取県薬剤師支部 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１ 都田　修史 中野　厚
政党の支部 自由民主党鳥取県郵政政治連盟支部 鳥取県鳥取市緑ケ丘１－１－７ 谷口　雄史 口田　剛史
政党の支部 自由民主党鳥取県林業支部 鳥取県鳥取市湖山町西二丁目４１３ 前田　幸己 上田　龍
政党の支部 自由民主党鳥取県遺族会支部 鳥取県鳥取市本町三丁目２０１ 國政　隆昭 岩田　康人
政党の支部 自由民主党新英会 鳥取県米子市米原１丁目１－４６－６０８号室 相沢　英之 小酒　紀子
政党の支部 自由民主党鳥取県ちんたい支部 鳥取県米子市米原５丁目５番１７号 内田　良一 木井　暁子
政党の支部 自由民主党鳥取県農協支部 鳥取県鳥取市末広温泉町７２３ 谷垣　重彦 坂根　康之
政党の支部 自由民主党鳥取県理学療法士連盟支部 鳥取県倉吉市北面７－３ 山根　隆治 荒石　章夫
政党の支部 自由民主党鳥取県理容支部 鳥取県鳥取市職人町２９ 福間　英年 中澤　伸江
政党の支部 社会民主党鳥取県連合 鳥取県鳥取市富安一丁目１１４ 知久馬　二三子 山根　裕
政党の支部 社会民主党鳥取総支部 鳥取県鳥取市富安一丁目１１４ 山根　裕 安木　弘之
政党の支部 社会民主党米子総支部 鳥取県米子市角盤町四丁目２１－２ 松本　喜男 本池　篤美
政党の支部 日本共産党鳥取県委員会 鳥取県鳥取市吉方１６８－８ 小村　勝洋 福住　英行
政党の支部 日本共産党鳥取県西部地区委員会 鳥取県米子市両三柳８１１ 平井　一隆 坂本　貴子
政党の支部 日本共産党鳥取県東・中部地区委員会 鳥取県鳥取市吉方１６８－８ 塚田　成幸 富谷　行夫
政党の支部 国民民主党鳥取県総支部連合会 鳥取県鳥取市賀露町１２８番地２ 伊藤　保 福間　裕隆
政党の支部 国民民主党鳥取県第２区総支部 鳥取県米子市米原５丁目３－２０ 湯原　俊二 大場　兵輔
政党の支部 国民民主党鳥取県第１区総支部 鳥取県鳥取市賀露町１２８番地２ 坂野　経三郎 勝田　鮮二
政党の支部 立憲民主党鳥取県連合 鳥取県米子市西福原６－１８－１１ 興治　英夫 江口　真也
政党の支部 公明党鳥取県本部 鳥取県鳥取市富安３３３－１ 銀杏　泰利 澤　紀男
政党の支部 公明党鳥取総支部 鳥取県鳥取市若葉台北四丁目２－６ 田村　繁己 濵辺　義孝
政党の支部 公明党倉吉総支部 鳥取県倉吉市関金町関金宿２８３６ 鳥飼　幹男 鳥羽　昌明
政党の支部 公明党米子総支部 鳥取県米子市尾高１６９４ 安田　篤 田口　俊介
その他の政治団体 石破しげる後援会 鳥取県鳥取市戎町５１５－３ 山口　享 瀬淵　資水
その他の政治団体 税理士による石破茂後援会 鳥取県鳥取市扇町５４ 葉狩　弘一 福田　裕一
その他の政治団体 ＴＫＣ石破茂政経研究会 鳥取県鳥取市千代水１丁目１５１ 中尾　修治郎 岸本　信一
その他の政治団体 赤沢りょうせい後援会 鳥取県米子市加茂町１丁目２４ 岡本　日出夫 山田　一
その他の政治団体 涼晴会 鳥取県米子市加茂町１丁目２４ 赤澤　亮正 山田　一
その他の政治団体 税理士による赤沢りょうせい後援会 鳥取県米子市博労町四丁目３５６ 松本　正福 中村　剛士
その他の政治団体 細川幸宏後援会 鳥取県鳥取市上町１２５ 升井　祐子 河内　光一
その他の政治団体 湯原俊二後援会 鳥取県米子市米原５丁目３－２０ 藤森　秀樹 湯原　昭子
その他の政治団体 緑肥の会 鳥取県米子市米原５丁目３－２０ 湯原　俊二 大場　兵輔
その他の政治団体 鳥取県山田としお後援会 鳥取県鳥取市末広温泉町７２３ 谷口　節次 坂根　康之
その他の政治団体 鳥取県藤井基之薬剤師後援会 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１ 都田　修史 中野　厚
その他の政治団体 鳥取県西村まさみを支援する会 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１－５ 樋口　壽一郎 山中　茂
その他の政治団体 鳥取県本田あきこ後援会 鳥取県鳥取市吉方温泉３丁目７５１ 都田　修史 中野　厚
その他の政治団体 鳥取県水落敏栄後援会 鳥取県鳥取市本町三丁目２０１ 國政　隆昭 岩田　康人
その他の政治団体 石井みどり鳥取県後援会 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１－５ 樋口　壽一郎 山中　茂
その他の政治団体 川上義博後援会 鳥取県米子市冨士見町２丁目１１１ 川上　義博 安藤　一嘉
その他の政治団体 坂野真理後援会 鳥取県倉吉市八屋２０３－７ 坂野　真理 坂野　真理
その他の政治団体 鳥取から変えよう県民の会 鳥取県鳥取市賀露町１２８番地２ 松田　一三 岩本　光恵
その他の政治団体 吉岡由里子後援会 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１２８６－２５ 岩谷　和功 廣瀬　稚章
その他の政治団体 故郷振興舞治の会 鳥取県米子市東町１７７ 舞立　昇治 堀　博之
その他の政治団体 舞立昇治後援会 鳥取県米子市東町１７７ 鈴木　信 堀　博之
その他の政治団体 税理士によるまいたち昇治後援会 鳥取県米子市博労町４丁目３５６番地 鶴田　和彦 山本　博敏
その他の政治団体 平井伸治後援会 鳥取県鳥取市気高町新町１－３３－５ 坂口　清太郎 鹿田　道夫
その他の政治団体 鳥取新時代懇話会 鳥取県鳥取市気高町新町１－３３－５ 平井　伸治 鹿田　道夫
その他の政治団体 平井伸治氏を支える百合の会連合会 鳥取県鳥取市湖山町西２丁目５４０番地 足立　統一郎 松下　栄一郎
その他の政治団体 明るい民主県政をつくる会 鳥取県鳥取市田島４５４－４ 田中　暁 田村　真弓
その他の政治団体 朝日とうじ後援会 鳥取県倉吉市関金町関金宿４８０－３ 鳥飼　有一 進木　立規
その他の政治団体 内田博長後援会 鳥取県日野郡日南町神戸上２７８７－１ 田邊　真幸 内田　律子
その他の政治団体 内田たかつぐ後援会 鳥取県米子市八幡６６２－２ 内田　隆嗣 内田　隆嗣
その他の政治団体 大河原昭洋後援会 鳥取県八頭郡智頭町毛谷５５－２ 前田　博昭 大河原　章一
その他の政治団体 おきはる英夫後援会 鳥取県倉吉市東巌城町２１３－１ 秋久　正行 松原　裕美
その他の政治団体 鹿島功後援会 鳥取県西伯郡大山町塩津９７ 岩倉　恭司 鹿島　孝子
その他の政治団体 かわべ洋後援会 鳥取県倉吉市みどり町３１７９－１０ 川部　洋 川部　由美
その他の政治団体 ぎんなん泰利後援会 鳥取県鳥取市桂木２８１－１８ 銀杏　泰利 浅田　章
その他の政治団体 国岡さとし後援会 鳥取県八頭郡智頭町大字坂原４０４ 小林　憲一 国岡　由香里
その他の政治団体 語堂正範後援会 鳥取県東伯郡琴浦町大字上伊勢１１８ 盛山　明 村岡　加世子
その他の政治団体 市谷とも子後援会 鳥取県鳥取市西品治２８２－３１ 守山　泰生 平家　六栄
その他の政治団体 尾崎薫後援会 鳥取県鳥取市吉成４２－５８ 川上　尚作 川上　尚作
その他の政治団体 坂野経三郎後援会 鳥取県鳥取市片原２－１１６ 坂野　経三郎 坂野　経三郎
その他の政治団体 しのはら天政策研究会 鳥取県西伯郡伯耆町溝口６５０－２ 篠原　天 篠原　資子
その他の政治団体 しのはら天後援会 鳥取県西伯郡伯耆町溝口６５０－２ 飛田　義信 篠原　資子
その他の政治団体 島谷りゅうじ後援会 鳥取県鳥取市賀露町南３丁目２４６３－１ 岡村　吉明 綿本　潔
その他の政治団体 田中しんご後援会 鳥取県岩美郡岩美町高山２８－２ 廣田　正勝 田中　かずみ
その他の政治団体 常田けんじ後援会 鳥取県鳥取市庖丁人町２ 田村　憲一 西垣　容子
その他の政治団体 藤井一博後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町小鹿谷２７７ 藤井　一博 宮永　昭彦



その他の政治団体 中島のりお後援会 鳥取県鳥取市青谷町養郷１３８ 尾崎　朝昭 中島　重美
その他の政治団体 大規会 鳥取県鳥取市青谷町養郷１３８ 長戸　守 西村　明良
その他の政治団体 中西てるのり後援会 鳥取県鳥取市岩倉２７１ 山添　英明 中西　英博
その他の政治団体 中西てるのり鳥取政策研究会 鳥取県鳥取市岩倉２７１ 中西　照典 中西　英博
その他の政治団体 西尾幸司後援会 鳥取県鳥取市吉成８７－４ 西尾　幸司 西尾　幸司
その他の政治団体 西川憲雄後援会 鳥取県八頭郡智頭町市瀬４０３ 中村　正直 西川　幸恵
その他の政治団体 にしこおり陽子後援会 鳥取県米子市両三柳８１１ 増田　修治 音田　八千代
その他の政治団体 西村ひろふみ後援会 鳥取県倉吉市宮川町２丁目４８番地１ 西村　博文 山本　美千代
その他の政治団体 野坂道明後援会 鳥取県米子市河崎１２９９ 野坂　道明 榧野　祐治
その他の政治団体 浜田一哉後援会 鳥取県境港市外江町１５８２－５ 濵田　一哉 濵田　由香
その他の政治団体 浜田妙子後援会 鳥取県米子市西福原六丁目１８－１１ 宮本　久子 阿川　紀美子
その他の政治団体 浜田よしひさ後援会 鳥取県境港市誠道町２４４ 濵田　佳尚 濵田　憲明
その他の政治団体 山口まさし後援会 鳥取県鳥取市吉成６３９－１２ 西尾　義昭 野田　泰弘
その他の政治団体 浜崎晋一後援会 鳥取県鳥取市川端四丁目２０２ 西川　正敏 濱崎　真
その他の政治団体 はまべ義孝後援会 鳥取県鳥取市西品治２９０－１ 濵辺　義孝 榎本　誠
その他の政治団体 芳晋会 鳥取県鳥取市川端四丁目２０２番地 濱崎　晋一 濱崎　真
その他の政治団体 福田しゅんじ後援会 鳥取県八頭郡八頭町郡家６２５－１７ 福田　俊史 福田　千穂
その他の政治団体 福浜たかひろ後援会 鳥取県鳥取市北園２－２２３ 福浜　隆宏 中原　真樹
その他の政治団体 ふじなわ喜和後援会 鳥取県鳥取市湖山町北４丁目８１２ 野田　英明 藤縄　喜和
その他の政治団体 藤縄喜和とっとり政策研究会 鳥取県鳥取市湖山町北４丁目８１２ 藤縄　喜和 藤縄　喜和
その他の政治団体 松田ただし後援会 鳥取県米子市淀江町西原１１１０番地１ 松田　正 松田　さえ子
その他の政治団体 安田優子後援会 鳥取県境港市新屋町２１９ 門脇　哲也 安田　由毅
その他の政治団体 安田よしき後援会 鳥取県境港市新屋町２１９番地 甲斐　清明 安部　章子
その他の政治団体 村田実後援会 鳥取県倉吉市西倉吉町１－３８ 村田　実 斎江　博行
その他の政治団体 山口享後援会 鳥取県鳥取市富安３０２－８ 今川　登 野田　繁子
その他の政治団体 谷村ゆうすけ後援会 鳥取県鳥取市叶３７９ 谷村　悠介 谷村　顕
その他の政治団体 ちほ塾 鳥取県米子市皆生温泉一丁目５－１８ 山川　智帆 松田　真哉
その他の政治団体 福間ゆたか後援会 鳥取県西伯郡南部町天万５５３ 奥田　晃彦 福間　敬二
その他の政治団体 新時代を考える「ゆたか」政治・経済研究会 鳥取県西伯郡南部町天万５５３ 福間　裕隆 福間　敬二
その他の政治団体 さわとしお後援会 鳥取県米子市錦町三丁目３２ 澤　紀男 淀屋　則雄
その他の政治団体 福本竜平後援会 鳥取県鳥取市興南町１１３－２ 山本　昌幸 福本　笑子
その他の政治団体 政策集団とっとり海援隊 鳥取県鳥取市興南町１１３－２ 福本　竜平 福本　笑子
その他の政治団体 上村忠史後援会 鳥取県西伯郡大山町西坪４８２ 古村　文孝 上村　章子
その他の政治団体 稲田寿久後援会 鳥取県米子市東福原６の１の３０ 井上　万吉男 堀　博之
その他の政治団体 寿山会 鳥取県米子市東福原６の１の３０ 稲田　寿久 堀　博之
その他の政治団体 伊藤たもつ後援会 鳥取県東伯郡琴浦町大字松谷５－１ 谷田　巌 山本　正規
その他の政治団体 伊藤たもつ政策研究会 鳥取県東伯郡琴浦町大字松谷５－１ 伊藤　保 山本　正規
その他の政治団体 斉木正一後援会 鳥取県米子市石井８２４ 瀬尾　悠平 斉木　広康
その他の政治団体 八の会 鳥取県鳥取市覚寺５１－１０ 福田　秀章 松浦　宏
その他の政治団体 前田やすひこ政経懇話会 鳥取県鳥取市浜坂東一丁目１９－１２ 前田　八壽彦 松浦　宏
その他の政治団体 前田やすひこ後援会 鳥取県鳥取市覚寺５１－１０ 朝倉　晋 松浦　宏
その他の政治団体 横山隆義政策研究会 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万３５２－４ 横山　隆義 藤田　孟生
その他の政治団体 横山隆義後援会 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万３５２－４ 永禮　通暁 藤田　孟生
その他の政治団体 由田隆後援会 鳥取県倉吉市上米積６０２－２ 木村　政則 藤本　泰広
その他の政治団体 砂場隆浩応援団 鳥取県鳥取市丸山町３１０－３ 砂場　香代里 砂場　泰浩
その他の政治団体 長谷川稔事務所 鳥取県倉吉市上井町１－２－７ 長谷川　稔 長谷川　真由美
その他の政治団体 鳥取こども会議 鳥取県鳥取市丸山町３１０－３ 砂場　隆浩 砂場　泰浩
その他の政治団体 森まさき後援会 鳥取県米子市古豊千３０４ 中村　賴吉 平木　幸子
その他の政治団体 弥山の会 鳥取県米子市観音寺新町２丁目１２番１８号１０２ 中田　弥子 中田　幸雄
その他の政治団体 市民政治ネットワーク 鳥取県米子市古豊千３０４ 森　雅幹 平木　幸子
その他の政治団体 広谷直樹後援会 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富１５２９ 河下　哲志 安木　和彦
その他の政治団体 山根やすほ後援会 鳥取県鳥取市弥生町１０７番地２ 山根　康穂 丸山　操
その他の政治団体 湯口史章後援会 鳥取県鳥取市気高町勝見６８７番地４ 池原　隆秋 植田　俊彦
その他の政治団体 新しい倉吉を創る会 鳥取県倉吉市上米積２６６ 石田　耕太郎 山田　健太郎
その他の政治団体 隆盛会 鳥取県米子市皆生温泉１－１２－２４ 伊木　隆司 松本　順次
その他の政治団体 伊木たかし後援会 鳥取県米子市皆生温泉１－１２－２４ 坂口　千加広 松本　順次
その他の政治団体 税理士による伊木たかし後援会 鳥取県米子市博労町４丁目３５６ 中村　剛士 播間　光広
その他の政治団体 石田こうたろう後援会 鳥取県倉吉市上米積２６６ 河本　義永 山田　健太郎
その他の政治団体 深澤よしひこ後援会 鳥取県鳥取市賀露町北４丁目１３－２５ 上杉　栄一 濱岡　俊夫
その他の政治団体 深澤よしひこ鳥取政策研究会 鳥取県鳥取市賀露町北四丁目１３－２５ 深澤　義彦 深澤　礼子
その他の政治団体 住民の声で鳥取市政をつくる会 鳥取県鳥取市田島４５４－４ 塚田　成幸 塚田　成幸
その他の政治団体 中村勝治後援会 鳥取県境港市湊町９７番地 米田　幸久 中村　登美子
その他の政治団体 市民が主人公・米子まちづくりの会 鳥取県米子市東町４６１ 大谷　輝子 佐々木　康子
その他の政治団体 朝野かずたか後援会 鳥取県鳥取市湯所町１丁目１２５番地 朝野　和隆 朝野　一女
その他の政治団体 浅野ひろふみ後援会 鳥取県鳥取市国府町美歎１００７番地１ 浅野　博文 太田　順一
その他の政治団体 明るい倉吉市を創る会 鳥取県倉吉市関金町山口６８８ 段塚　廣文 岸本　達子
その他の政治団体 秋山ともひろ後援会 鳥取県鳥取市気高町下光元８０２－８ 植田　邦彦 西本　操雄
その他の政治団体 あしだ法行後援会 鳥取県境港市幸神町３５４番地 足田　法行 青山　健吾
その他の政治団体 あだちたかし後援会 鳥取県米子市和田町３４７８番地 浜田　博 安達　勢津子
その他の政治団体 足立たかし後援会 鳥取県鳥取市新６９－１７ 藤縄　健治 小泉　俊一
その他の政治団体 あらいひでゆき後援会 鳥取県境港市竹内町１３１４ 荒井　秀行 荒井　恵子
その他の政治団体 石田けんたろう後援会 鳥取県鳥取市足山１１０－２ 石田　憲太郎 米花　好男
その他の政治団体 伊藤いく子後援会 鳥取県鳥取市江崎町４７ 長本　喜夫 市谷　尚三
その他の政治団体 伊藤ひろえ後援会 鳥取県米子市両三柳３０５３－８ 伊藤　ひろえ 伊藤　誠
その他の政治団体 井上さとる後援会 鳥取県鳥取市気高町下坂本１０２３－１３０ 浜本　純逸 井上　理
その他の政治団体 今城まさこ後援会 鳥取県米子市昭和町７４番地４ 今城　雅子 亀尾　立身
その他の政治団体 伊藤正三後援会 鳥取県倉吉市新陽町５－１ 小林　昭三 池谷　央
その他の政治団体 岩﨑康朗後援会 鳥取県米子市上福原７－７－１８ 岩﨑　康朗 岩﨑　雅代
その他の政治団体 岩永やす子後援会 鳥取県鳥取市古海１１１４ 岩永　尚之 岩永　安子
その他の政治団体 稲田清後援会 鳥取県米子市上後藤六丁目１３－４４ 稲田　清 稲田　陽子
その他の政治団体 上田孝春後援会 鳥取県鳥取市源太２４－８ 松本　広幸 上田　寿美
その他の政治団体 上杉栄一後援会 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目５０２ 山田　俊彦 上杉　一恵
その他の政治団体 うおさき勇後援会 鳥取県鳥取市江津１２１７ 濵本　眞一 魚﨑　勇
その他の政治団体 遠藤とおる後援会 鳥取県米子市両三柳４１２８－４ 矢野　正行 妹尾　和幸
その他の政治団体 市政創世懇話会 鳥取県米子市両三柳４１２８－４ 遠藤　通 小渕　良子
その他の政治団体 岡空研二後援会 鳥取県境港市明治町１７３ 岡空　晴夫 黒田　耕
その他の政治団体 岡田啓介後援会 鳥取県米子市冨士見町９－１ 上杉　伸正 須山　裕文
その他の政治団体 岡田信俊後援会 鳥取県鳥取市二階町２丁目１０６ 北村　晃 北村　晃
その他の政治団体 大月悦子後援会 鳥取県倉吉市中江３１４番地の１２ 大月　悦子 岩世　麗
その他の政治団体 大津昌克後援会 鳥取県倉吉市東巌城町１６６ 大津　昌克 大津　昌克
その他の政治団体 太田ゆかり後援会 鳥取県鳥取市西町一丁目１０６ 岩本　晃代 岩本　晃代
その他の政治団体 荻野正己後援会 鳥取県鳥取市河原町曳田１０８１ 田中　実 荻野　正己
その他の政治団体 岡村英治後援会 鳥取県米子市両三柳８１１ 松原　光男 立林　央士
その他の政治団体 奥岩浩基後援会 鳥取県米子市上新印２９１ 奥岩　浩基 奥岩　浩基
その他の政治団体 尾沢三夫後援会 鳥取県米子市西福原８丁目１－５０ 尾沢　昇 尾沢　聡巳
その他の政治団体 かしま後援会 鳥取県鳥取市若桜町２３ 加嶋　辰史 加嶋　辰史
その他の政治団体 勝田せんじ後援会 鳥取県鳥取市鹿野町寺内２１５ 田村　和幸 秦　隆範



その他の政治団体 門脇一男後援会 鳥取県米子市葭津１７１２－１ 門脇　一男 門脇　俊子
その他の政治団体 金田靖典後援会 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野３４０－２ 金田　浩子 塩　紀代美
その他の政治団体 景山けん後援会 鳥取県境港市中野町１５２ 足立　豊 景山　りゑ子
その他の政治団体 金谷洋治後援会 鳥取県鳥取市河原町小倉４０４ 金谷　洋治 金谷　清美
その他の政治団体 くもさか衛後援会 鳥取県鳥取市賀露町北１丁目６番１８号 深澤　修一 景山　隆
その他の政治団体 桒垣幹後援会 鳥取県米子市法勝寺町１２－２ 桒垣　直子 桒垣　緑
その他の政治団体 権田淳一後援会 鳥取県境港市本町７番地 加藤　謙司 権田　寛子
その他の政治団体 坂本福朗後援会 鳥取県倉吉市旭田町８７番地 坂本　福朗 坂本　千秋
その他の政治団体 坂井徹後援会 鳥取県倉吉市みどり町３１８０－９ 廣戸　直登 坂田　秀樹
その他の政治団体 佐々木敬敏後援会 鳥取県倉吉市大谷６６５－３ 佐々木　元 佐々木　真弓
その他の政治団体 佐藤博英後援会 鳥取県倉吉市岡２０－２５ 佐藤　博英 三谷　正樹
その他の政治団体 佐名木知信後援会 鳥取県境港市東本町４４ 佐名木　知信 佐名木　美保
その他の政治団体 竺原しょうこ後援会 鳥取県倉吉市東仲町２６１６－２ 竺原　晶子 楠本　知恵美
その他の政治団体 砂田のりお後援会 鳥取県鳥取市吉成１４７－２ 今川　登 伊井野　寿和
その他の政治団体 西章会 鳥取県米子市冨士見町２丁目１５７番地 西川　章三 鈴木　進
その他の政治団体 高田ちかのり後援会 鳥取県倉吉市巌城９４５－４ 高田　周儀 内田　博美
その他の政治団体 たぐち俊介後援会 鳥取県境港市夕日ケ丘２丁目１４６番地 田口　俊介 遠藤　勝利
その他の政治団体 竹安とおる後援会 鳥取県境港市中野町２７３ 竹安　等 竹安　順子
その他の政治団体 田村けんすけ後援会 鳥取県米子市福市５５６－１１ 田村　謙介 田村　美代子
その他の政治団体 田村しげみ後援会 鳥取県鳥取市若葉台北４丁目２－６ 田村　繁己 門脇　弘
その他の政治団体 段塚廣文後援会 鳥取県倉吉市関金町山口６８８ 小川　義郎 鳥飼　利子
その他の政治団体 つくたに敏雄後援会 鳥取県境港市渡町２１３２－２ 植田　哲朗 築谷　英行
その他の政治団体 寺坂ひろお後援会 鳥取県鳥取市桂木２９２－７ 稲墻　勇 足立　幹夫
その他の政治団体 土光ひとし後援会 鳥取県米子市内町５３ 中川　健作 藤井　加奈江
その他の政治団体 とだりゅうじ後援会 鳥取県米子市尾高１０７５ 戸田　隆次 戸田　隆次
その他の政治団体 とば昌明後援会 鳥取県倉吉市見日町６８９ 鳥羽　昌明 金本　昌宏
その他の政治団体 とりかい幹男後援会 鳥取県倉吉市関金町関金宿２８３６ 鳥飼　幹男 籾実　良典
その他の政治団体 永井章後援会 鳥取県境港市三軒屋町４９１３－１ 永井　正博 渡辺　節男
その他の政治団体 長坂のりおう後援会 鳥取県鳥取市美萩野２丁目３２ 長屋　眞一 長坂　紀生
その他の政治団体 中田利幸後援会 鳥取県米子市勝田町８４ 岩垣　正美 中田　由紀子
その他の政治団体 中田利幸政策研究会 鳥取県米子市勝田町８４ 中田　利幸 中田　由紀子
その他の政治団体 中野隆後援会 鳥取県倉吉市下米積１１９５－１ 大川　美一 竹本　一馬
その他の政治団体 西村紳一郎後援会 鳥取県鳥取市用瀬町赤波６２４ 谷村　萬吉 西村　由利
その他の政治団体 日本共産党石橋よしえ後援会 鳥取県米子市両三柳８１１ 畠山　美枝子 立林　央士
その他の政治団体 橋尾泰博後援会 鳥取県鳥取市戎町５１４ 辻　敏治 角田　正昭
その他の政治団体 ひいらぎ康弘後援会 鳥取県境港市高松町２５６－３ 柊　康弘 柊　康弘
その他の政治団体 平松けんじ後援会 鳥取県境港市上道町２１１８番地 山田　義彦 平松　暉夫
その他の政治団体 平野まりこ後援会 鳥取県鳥取市桶屋町３６－２ 平野　真理子 尾﨑　正巳
その他の政治団体 房安光後援会 鳥取県鳥取市青谷町河原９３２－１１ 房安　光 房安　光
その他の政治団体 福井康夫後援会 鳥取県倉吉市下福田３５３ 田中　朝久 岩井　清憲
その他の政治団体 藤井たかひろ後援会 鳥取県倉吉市天神町２３３番地１ 田栗　栄一 藤井　裕子
その他の政治団体 星見けんぞう後援会 鳥取県鳥取市湖山町西２丁目３４７ 綾木　隆 渡辺　琢也
その他の政治団体 前田しんいち後援会 鳥取県鳥取市福部町岩戸８９番地 前田　伸一 瀬戸川　正章
その他の政治団体 前田総合研究所 鳥取県鳥取市気高町浜村７８３－１２０６ 前田　一可 前田　一成
その他の政治団体 前原しげる後援会 鳥取県米子市葭津１３７９－９ 前原　茂 中川　昭美
その他の政治団体 またのしろう後援会 鳥取県米子市古豊千２８３ 又野　史朗 又野　慎介
その他の政治団体 松本ひろし後援会 鳥取県境港市渡町２００３－２ 足田　芳憲 松本　直樹
その他の政治団体 境港市民政治ネットワーク 鳥取県境港市渡町２００３－２ 松本　煕 松本　直樹
その他の政治団体 丸田克孝後援会 鳥取県倉吉市小鴨１２５－１ 河本　誠友 丸田　克孝
その他の政治団体 丸とみお後援会 鳥取県鳥取市行徳二丁目１２１ 望月　進 丸　登美夫
その他の政治団体 みかも秀文後援会 鳥取県米子市西福原５丁目３番６１号 三鴨　秀文 三鴨　秀逸
その他の政治団体 三穂野雅俊後援会 鳥取県米子市目久美町９０番地３４ 三穂野　雅俊 三穂野　雅俊
その他の政治団体 椋田昇一後援会 鳥取県鳥取市国安９５９－６ 西村　秋宏 杉浦　為雄
その他の政治団体 森岡としお後援会 鳥取県境港市朝日町５９ 道前　正志 川口　利之
その他の政治団体 森田紘一郎後援会 鳥取県鳥取市永楽温泉町４５８番地 山形　賢一 森田　紀代野
その他の政治団体 森谷つかさ後援会 鳥取県米子市榎原１４６－５７ 森谷　司 関　雅男
その他の政治団体 八幡美博後援会 鳥取県米子市上福原６－１０－１０ 八幡　美博 八幡　美博
その他の政治団体 矢倉ツヨシ後援会 鳥取県米子市夜見町３０５３－２ 矢倉　強 矢倉　喜代三
その他の政治団体 八幡紀夫後援会 鳥取県鳥取市今町１丁目５０４ 八幡　紀夫 八幡　　紀夫
その他の政治団体 矢田貝かおり後援会 鳥取県米子市東福原２丁目１４番３０号 矢田貝　香織 園元　宏子
その他の政治団体 山口博敬後援会 鳥取県倉吉市上余戸２８２ 山口　文雄 涌嶋　孝人
その他の政治団体 安田篤後援会 鳥取県米子市尾高１６９４ 安田　篤 赤井　光徳
その他の政治団体 山田延孝後援会 鳥取県鳥取市河原町袋河原４１４ 三神　正義 山田　延孝
その他の政治団体 湯浅敏雄後援会 鳥取県米子市彦名町１２２７ 湯浅　敏雄 湯浅　正
その他の政治団体 横山あきら後援会 鳥取県鳥取市福部町海士４８９－１ 横山　明 横山　明
その他の政治団体 吉田ひろゆき後援会 鳥取県鳥取市片原四丁目１１６ 安本　紀男 米澤　高明
その他の政治団体 吉野恭介後援会 鳥取県鳥取市青葉町１－１３１ 吉野　恭介 井上　宏
その他の政治団体 米田勝彦後援会 鳥取県倉吉市東巌城町３６０ 岩崎　幸雄 米田　幹子
その他の政治団体 米村一三を応援する会 鳥取県境港市竹内町６４４－７ 奥森　清 米村　千鶴
その他の政治団体 米村京子と市政を変える会 鳥取県鳥取市川端１丁目１２０ 福政　啓子 米村　京子
その他の政治団体 渡辺ジョージ後援会 鳥取県米子市大篠津町４６０４ 安田　知史 渡辺　泰子
その他の政治団体 石操後援会 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津４７６－１ 高塚　勇 木村　年秀
その他の政治団体 岩山やすなお後援会 鳥取県東伯郡三朝町神倉９３２－１ 岩山　靖尚 林　良則
その他の政治団体 河上ていや後援会 鳥取県日野郡江府町大字宮市１６７ 安田　利憲 長岡　美幸
その他の政治団体 上川ユミコ後援会 鳥取県八頭郡若桜町若桜１１４８－４ 上川　重徳 細川　雅文
その他の政治団体 国岡啓二後援会 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭７９２－１ 佐々木　隼人 石谷　初惠
その他の政治団体 小松弘明後援会 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕１１０１ 小松　弘明 入江　敏朗
その他の政治団体 坂根實豊後援会 鳥取県八頭郡八頭町奥野１１１番地 坂根　晴己 坂根　三恵
その他の政治団体 﨏田淳一後援会 鳥取県日野郡日野町中菅２４９ 小谷　清 﨏田　桂子
その他の政治団体 坂本昭文後援会 鳥取県西伯郡南部町東上１０１０番地 生田　公良 坂本　篤美
その他の政治団体 南部町政策研究会 鳥取県西伯郡南部町下中谷１５２４ 坂本　昭文 坂本　篤美
その他の政治団体 白石祐治後援会 鳥取県日野郡江府町江尾１８０２－２ 手島　征夫 白石　耕路
その他の政治団体 すやま清孝後援会 鳥取県西伯郡南部町北方５７３番地 吉原　賢郎 陶山　睦子
その他の政治団体 竹口ひろのり後援会 鳥取県西伯郡大山町東坪２１７ 竹口　大紀 金田　里美
その他の政治団体 寺谷誠一郎後援会 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭７０８－２ 小林　實夫 河上　進
その他の政治団体 寺谷政経研究会 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭７０８－２ 寺谷　誠一郎 寺谷　恒雄
その他の政治団体 中村ひであき後援会 鳥取県日野郡日南町霞９０８－１ 小竹　等 佐伯　光規
その他の政治団体 西垣英彦後援会 鳥取県岩美郡岩美町新井３７３－６ 橋本　昭徳 田中　良子
その他の政治団体 はがりきみよし後援会 鳥取県八頭郡智頭町大字中原３５２－１ 織田　洋 葉狩　裕子
その他の政治団体 細田さかえ後援会 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１５０７－１５ 瀬山　正八郎 細田　勲
その他の政治団体 松浦ひろゆき後援会 鳥取県東伯郡三朝町大字今泉２８６ 松浦　弘幸 石井　秀己
その他の政治団体 松本昭夫後援会 鳥取県東伯郡北栄町江北６７１番地 松本　昭夫 谷原　満
その他の政治団体 宮脇正道後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊７５２ 笠見　和美 手石　幸洋
その他の政治団体 森安たもつ後援会 鳥取県西伯郡伯耆町小野４３５ 中曽　奝至 森安　八重子
その他の政治団体 森安たもつ政策研究会 鳥取県西伯郡伯耆町小野４３５ 森安　保 森安　八重子
その他の政治団体 吉田ひでと後援会 鳥取県八頭郡八頭町姫路２２８番地１ 吉田　英人 吉田　英人
その他の政治団体 わたなべ勇後援会 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１２１８－９ 内田　康敏 渡部　顕子



その他の政治団体 矢部康樹後援会 鳥取県八頭郡若桜町若桜１６５－１ 西本　誠 矢部　美穂
その他の政治団体 会見さち子後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字長和田５７７ 福楽　博子 会見　佳久
その他の政治団体 秋山おさむ後援会 鳥取県東伯郡北栄町六尾１７１番地 稲村　勝男 前田　誠二
その他の政治団体 足羽覚後援会 鳥取県日野郡日南町福塚３６５ 田辺　克文 立脇　明
その他の政治団体 あだち幸博後援会 鳥取県日野郡日野町根雨７７９番地１ 安達　幸博 安達　知幸
その他の政治団体 足立義明後援会 鳥取県岩美郡岩美町大字真名３７４ 小谷　幸次 野澤　健二
その他の政治団体 阿部ともちか後援会 鳥取県日野郡江府町武庫１３７７番地１ 阿部　朝親 阿部　寿満子
その他の政治団体 安道泰治後援会 鳥取県八頭郡智頭町西宇塚４４６番地２ 前川　義憲 河村　実則
その他の政治団体 飯田正征後援会 鳥取県東伯郡北栄町大島７５８ 大西　博文 飯田　静恵
その他の政治団体 池田ゆきえ後援会 鳥取県西伯郡大山町退休寺３８８ 池田　幸恵 高見　秀雄
その他の政治団体 石田恭二後援会 鳥取県東伯郡三朝町三朝７４６－１１ 藤井　享 山口　光男
その他の政治団体 井田章雄後援会 鳥取県西伯郡南部町円山１４３ 桑村　優芳 佐藤　裕毅
その他の政治団体 入江誠後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字田後８５８ 奥野　宏次 入江　康裕
その他の政治団体 井藤稔後援会 鳥取県西伯郡日吉津村今吉８５－５ 井藤　稔 本城　保
その他の政治団体 井上信一郎後援会 鳥取県東伯郡北栄町由良宿５８３－１ 永田　収 竹歳　龍二
その他の政治団体 池田満正後援会 鳥取県西伯郡大山町平２９５ 池田　満正 池田　満正
その他の政治団体 いぬい裕後援会 鳥取県西伯郡伯耆町上野７６０－１３０ 乾　裕 瀬尾　正一
その他の政治団体 一橋信介後援会 鳥取県西伯郡伯耆町父原７９０ 石原　鉄也 一橋　恵子
その他の政治団体 上原二郎後援会 鳥取県日野郡江府町大字江尾１８１５ 田口　洋介 平川　陽之
その他の政治団体 上野しょうじ後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊１５６２ 松田　昌知 上野　孝子
その他の政治団体 浦木やすし後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町赤池４２－５ 浦木　敏正 広瀬　満昭
その他の政治団体 栄田ひでゆき後援会 鳥取県八頭郡八頭町下門尾１５－２ 栄田　秀之 安部　公吉
その他の政治団体 遠藤勝太郎後援会 鳥取県東伯郡三朝町小河内８１５ 吉村　節 山本　栄次郎
その他の政治団体 えひな礼子後援会 鳥取県日野郡日南町多里７２７ 近藤　秀喜 恵比奈　知
その他の政治団体 大杖正彦後援会 鳥取県西伯郡大山町大山３９－８ 足立　敏雄 佐伯　富夫
その他の政治団体 大西たもつ後援会 鳥取県日野郡日南町生山７６４番地 福田　登 大西　佳子
その他の政治団体 小倉一博後援会 鳥取県八頭郡八頭町下野６９０ 林　幸伸 小倉　一博
その他の政治団体 大藤克紀後援会 鳥取県八頭郡智頭町福原７０番地 中沢　晧次 萩原　増美
その他の政治団体 大森英一後援会 鳥取県西伯郡伯耆町三部５８７－３ 大森　収 澤田　清生
その他の政治団体 岡嶋正広後援会 鳥取県八頭郡八頭町船岡１３２６ 鈴木　春男 岡嶋　実智代
その他の政治団体 岡田一弥後援会 鳥取県八頭郡若桜町若桜１１９５－６ 岡田　一弥 岡田　一弥
その他の政治団体 奥田のぶよ後援会 鳥取県八頭郡八頭町郡家３３６－４ 吉田　正志 奥田　孝之
その他の政治団体 小椋正和後援会 鳥取県東伯郡琴浦町大字山川６８０ 前田　勝義 倉長　敏行
その他の政治団体 奥田のぶゆき後援会 鳥取県東伯郡北栄町六尾４７５ 奥田　和雄 中谷　勇人
その他の政治団体 尾島いさお後援会 鳥取県八頭郡八頭町花原３１８ 亀山　正明 太田　達男
その他の政治団体 音田直樹後援会 鳥取県日野郡日野町高尾１１０ 音田　直樹 音田　直樹
その他の政治団体 小原徹也後援会 鳥取県八頭郡八頭町橋本７５ 小原　徹也 栗田　幸蔵
その他の政治団体 川口耕司後援会 鳥取県岩美郡岩美町蒲生９３３番地 森田　鶴松 川口　佐都美
その他の政治団体 加藤紀之後援会 鳥取県西伯郡大山町御来屋９９９ 加藤　紀之 加藤　拓史
その他の政治団体 かたらお芳之後援会 鳥取県西伯郡南部町福頼１４０－１ 小谷　一男 荊尾　裕子
その他の政治団体 河中博子後援会 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１５１２－２７ 河中　信孝 長谷川　貞子
その他の政治団体 河村ひとし後援会 鳥取県八頭郡智頭町新見１７７ 河村　康晴 河村　雄太
その他の政治団体 川端おさむ後援会 鳥取県日野郡江府町大字小江尾３８－１ 上田　義明 西村　一男
その他の政治団体 川端登志一後援会 鳥取県日野郡江府町大字江尾４７－９ 川端　登志一 篠村　富子
その他の政治団体 勝部俊德後援会 鳥取県西伯郡伯耆町遠藤１４ 林原　八恵子 勝部　俊德
その他の政治団体 かどわき輝明後援会 鳥取県西伯郡大山町福尾５４４ 門脇　輝明 門脇　三郎
その他の政治団体 景山ひろし後援会 鳥取県西伯郡南部町阿賀４８３ 景山　浩 景山　浩
その他の政治団体 川上富夫後援会 鳥取県日野郡江府町大字御机３１２ 高津　道喜 川上　優美子
その他の政治団体 川上守後援会 鳥取県八頭郡若桜町大字高野５２３ 杉本　孝志 川上　智恵美
その他の政治団体 河田洋一後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字別所３６５ 河田　征一 伊藤　房市
その他の政治団体 かじはら明後援会 鳥取県八頭郡若桜町若桜２７１ 中井　正弘 梶原　美和子
その他の政治団体 かとう周二後援会 鳥取県日野郡江府町武庫４７８－１ 加藤　周二 川上　竜幸
その他の政治団体 岸本眞一郎後援会 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１３４４－４ 田中　義信 竹内　晴男
その他の政治団体 桑本けんじ後援会 鳥取県東伯郡琴浦町保５７番地 新家　勝 高多　誠
その他の政治団体 桑本始後援会 鳥取県東伯郡琴浦町大字保７０－１ 村岡　洋次 榎原　浩一郎
その他の政治団体 高志会 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕１６８８番地 大平　高志 大平　高志
その他の政治団体 小林久幸後援会 鳥取県八頭郡八頭町日田８３９ 井尻　昭 小林　哲子
その他の政治団体 近藤大介後援会 鳥取県西伯郡大山町豊成１０１８ 平田　英士 山上　泰典
その他の政治団体 さいお智弘後援会 鳥取県東伯郡北栄町下種４９６番地 齋尾　智弘 宿見　孝芳
その他の政治団体 佐々木秀明後援会 鳥取県日野郡日野町舟場３０３ 大下　宏 佐々木　泉
その他の政治団体 佐々木求後援会 鳥取県日野郡日野町本郷１５１７番地 木山　嘉則 西村　大敬
その他の政治団体 酒本としおき後援会 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１６４０－１ 平石　晴敏 中田　恭治
その他の政治団体 澤田豊秋後援会 鳥取県東伯郡琴浦町出上３５０番地１ 森　静春 森　実男
その他の政治団体 澤はるき後援会 鳥取県岩美郡岩美町大谷７５２番地１ 澤　貴志 田中　透
その他の政治団体 阪本和俊後援会 鳥取県東伯郡北栄町妻波７０３ 山下　正美 阪本　和俊
その他の政治団体 清水じょうしん後援会事務所 鳥取県東伯郡三朝町大字三徳１０１６ 清水　成眞 清水　成眞
その他の政治団体 白川たつみ後援会 鳥取県西伯郡南部町金田２５５ 本庄　汪 白川　征吾
その他の政治団体 杉谷洋一後援会 鳥取県西伯郡大山町平２９４ 牧　希幸 杉谷　明子
その他の政治団体 杉原良仁後援会 鳥取県西伯郡伯耆町谷川４８番地 杉原　良仁 岸　妙子
その他の政治団体 杉村ひろし後援会 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富１６９０番地１ 上村　篤美 杉村　宏
その他の政治団体 杉本大介とこれからの伯耆町をつくる会 鳥取県西伯郡伯耆町吉長３番地 角田　和陽 杉本　千佳
その他の政治団体 空場かたる後援会 鳥取県日野郡江府町小江尾４２番地１ 空場　語 砂原　和省
その他の政治団体 高橋たつや後援会 鳥取県八頭郡智頭町大呂１１８６ 山本　哲夫 高橋　真理美
その他の政治団体 髙橋信一郎後援会 鳥取県八頭郡八頭町岩渕９ 髙橋　信一郎 髙橋　和美
その他の政治団体 たかつか勝後援会 鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋３４７－５ 高塚　綺子 高塚　綺子
その他の政治団体 たきやま克己後援会 鳥取県西伯郡南部町鴨部３８５ 三反田　幸生 瀧山　克己
その他の政治団体 竹茂幹根後援会 鳥取県日野郡江府町俣野１１３４ 仲田　睦生 竹茂　幹根
その他の政治団体 竹中一浩後援会 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富２９２４－３ 油浅　郁夫 竹中　喜代恵
その他の政治団体 田中せいいち後援会 鳥取県東伯郡北栄町由良宿１７５番地１ 種子　忠雄 種子　光幸
その他の政治団体 田中清一後援会 鳥取県岩美郡岩美町大字高山６０番地１ 清水　正勝 坂本　春代
その他の政治団体 津川しゅんじ後援会 鳥取県東伯郡北栄町亀谷３８２－１ 津川　香須美 津川　俊仁
その他の政治団体 寺垣智章後援会 鳥取県岩美郡岩美町岩井２８９ 住山　清己 高垣　俊大
その他の政治団体 寺地章行後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字野花５４９ 長谷川　信博 寺地　章行
その他の政治団体 ながつか博信後援会 鳥取県西伯郡南部町円山５０－６ 石田　栄 新井　伸一
その他の政治団体 中野ゆかり後援会 鳥取県八頭郡智頭町大字大内６９１ 竹内　康和 中野　節子
その他の政治団体 中原明後援会 鳥取県日野郡日野町黒坂１２０１ 升井　督夫 中原　勝江
その他の政治団体 仲田しろう後援会 鳥取県西伯郡南部町境１１７０－１ 仲田　忠雄 仲田　千佳子
その他の政治団体 中島しゅんじ後援会 鳥取県岩美郡岩美町岩井５４８番地 井上　邦明 中島　安子
その他の政治団体 永井欣也後援会 鳥取県西伯郡伯耆町畑池２０１９ 永井　欣也 藤田　常雄
その他の政治団体 中村みすず後援会 鳥取県八頭郡八頭町船岡４１－３ 中村　美鈴 中澤　和亜喜
その他の政治団体 西尾節子後援会 鳥取県八頭郡八頭町土師百井１５９ 三木　弘美 西尾　勲
その他の政治団体 西尾寿博後援会 鳥取県西伯郡大山町下甲１００５－９ 金田　正志 西尾　美智枝
その他の政治団体 西山富三郎後援会 鳥取県西伯郡大山町茶畑８１－２ 権田　信喜 西山　菊代
その他の政治団体 野口昌作後援会 鳥取県西伯郡大山町八重１５６ 野口　昌作 野口　昌作
その他の政治団体 浜中たけとし後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊７７０ 濱中　武仁 濱中　弥生
その他の政治団体 橋井みつよし後援会 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津７９０ 斉下　博三 橋井　道代
その他の政治団体 橋本ひさし後援会 鳥取県岩美郡岩美町浦富１０３４番地６ 片村　文系 橋本　恒



その他の政治団体 秦伊知郎後援会 鳥取県西伯郡南部町阿賀３６４－２ 秦　敦敏 秦　美登里
その他の政治団体 日出嶋香代子後援会 鳥取県岩美郡岩美町大字大谷２１８２－６６８ 田中　節照 山口　和則
その他の政治団体 ひのまちさんぽ 鳥取県日野郡日野町本郷１７６６ 金川　守仁 金川　律子
その他の政治団体 古都かつとを後援する会 鳥取県日野郡日南町折渡２８３ 古都　勝人 古都　勝人
その他の政治団体 細田元教後援会 鳥取県西伯郡南部町東町３１ 細田　元教 長尾　誉富
その他の政治団体 前住孝行後援会 鳥取県八頭郡若桜町？？米５２ 森岡　靖彦 前住　裕子
その他の政治団体 まえたひろのり後援会 鳥取県東伯郡琴浦町徳万６５７番地１ 前田　敬孝 河本　則仁
その他の政治団体 ますいゆうこ後援会 鳥取県岩美郡岩美町大谷２１８２－６６７ 升井　祐子 升井　祐子
その他の政治団体 前田栄治後援会 鳥取県東伯郡北栄町国坂９５－１ 前田　英満 前田　真由美
その他の政治団体 町田貴子後援会 鳥取県東伯郡北栄町由良宿６６０－２８ 永田　洋子 町田　貴子
その他の政治団体 松本利秋後援会 鳥取県日野郡日野町秋縄１７３０ 柴田　春己 松本　豪一
その他の政治団体 松岡あきひろ後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町門田３７３ 松岡　昭博 松岡　悦子
その他の政治団体 まつお信孝後援会 鳥取県日野郡日野町貝原３４７ 生田　公恵 生田　公恵
その他の政治団体 松田悦郎後援会 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津９１８－４ 松田　悦郎 松田　典子
その他の政治団体 松原しげたか後援会 鳥取県東伯郡三朝町横手３３５番地 布廣　健一郎 田栗　泰博
その他の政治団体 松原成利後援会 鳥取県東伯郡三朝町片柴１０１６ 福本　博司 田中　正一
その他の政治団体 宮本幸美後援会 鳥取県東伯郡北栄町国坂１４９３番地 野嶋　俊文 宮本　百合子
その他の政治団体 みやもと純一後援会 鳥取県岩美郡岩美町延興寺６６ 谷口　務 宮本　博子
その他の政治団体 みかも義文後援会 鳥取県西伯郡南部町天万６２２ 宇田川　正樹 三鴨　みどり
その他の政治団体 三好しんや後援会 鳥取県日野郡江府町洲河崎６１０－１ 三好　晋也 三好　晋也
その他の政治団体 森あき子後援会 鳥取県八頭郡八頭町東３９５番地１ 矢部　博祥 森　美奈子
その他の政治団体 森下かつひこ後援会 鳥取県西伯郡伯耆町吉長２７－５ 森下　克彦 森下　町子
その他の政治団体 森田哲也後援会 鳥取県日野郡江府町貝田３４２ 森田　照男 森田　稔
その他の政治団体 森田ようこ後援会 鳥取県岩美郡岩美町黒谷８７番地 森田　洋子 安田　豊
その他の政治団体 森本まりこ後援会 鳥取県東伯郡北栄町大谷１２８３番地１ 塚本　徳昭 森本　哲夫
その他の政治団体 森本たかゆき後援会 鳥取県西伯郡大山町安原１０７－１ 森本　貴之 森本　希代子
その他の政治団体 山路有後援会 鳥取県西伯郡日吉津村大字富吉１２０７番地の１ 山路　有 杉本　憲治
その他の政治団体 山本やすお後援会 鳥取県八頭郡若桜町大字中原１９７ 保木本　邦雄 山本　美和子
その他の政治団体 山本よしあき後援会 鳥取県日野郡日南町下石見１８４－１ 内田　章久 松浦　昌司
その他の政治団体 やなぎまさとし後援会 鳥取県岩美郡岩美町大字網代１１８－７９ 鍵井　熊雄 柳　正敏
その他の政治団体 山田みちはる後援会 鳥取県東伯郡三朝町大字今泉２２４ 岩本　克美 山田　敬子
その他の政治団体 山根政彦後援会 鳥取県八頭郡若桜町つく米６３１－１３ 山根　則男 山根　順
その他の政治団体 裕栄後援会 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕７３６－１ 石田　右 井木　栄美子
その他の政治団体 油本朋也後援会 鳥取県東伯郡北栄町六尾５１０番地１ 南場　政彦 岸田　俊昭
その他の政治団体 吉田みちあき後援会 鳥取県東伯郡三朝町西小鹿１１４８ 山本　明男 安本　吉夫
その他の政治団体 吉田保雄後援会 鳥取県岩美郡岩美町本庄４４９－１２ 村上　清司 村上　富重
その他の政治団体 吉原美智恵後援会 鳥取県西伯郡大山町押平１９５－６ 吉原　忠 吉原　忠
その他の政治団体 米本たかよし後援会 鳥取県西伯郡大山町東坪１１３６ 米本　隆記 米本　隆記
その他の政治団体 よねざわ睦雄後援会 鳥取県西伯郡南部町池野１４１ 戸田　昭弘 堀田　哲夫
その他の政治団体 米田つよみ後援会 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字旭９２－５ 米田　強美 会見　茂樹
その他の政治団体 改革推進の会 鳥取県日野郡江府町俣野１６７６－３ 安田　利憲 竹茂　幹根
その他の政治団体 国際勝共連合鳥取県本部 鳥取県鳥取市松並町２丁目２８８－７ 森谷　司 森谷　司
その他の政治団体の支部幸福実現党鳥取県本部 鳥取県鳥取市吉方温泉一丁目３１６ 竹内　知弘 升井　祐子
その他の政治団体 幸福実現党鳥取後援会 鳥取県鳥取市吉方温泉１丁目３１６ 升井　祐子 升井　祐子
その他の政治団体 幸福実現党米子後援会 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１２８６－２５ 廣瀬　稚章 詫間　啓司
その他の政治団体 幸福実現党倉吉後援会 鳥取県倉吉市葵町７３１ 大丸　由久子 升井　祐子
その他の政治団体 草の根自治フォーラム 鳥取県鳥取市湯所町２丁目４２３－２ 片山　善博 片山　あずさ
その他の政治団体 暮らしよい境港市政をつくる会 鳥取県境港市湊町５５ 浜田　章作 定岡　敏行
その他の政治団体 新社会党鳥取県本部 鳥取県鳥取市立川町５丁目２４０－３ 山脇　敏正 中宇地　節雄
その他の政治団体 政治結社上心会 鳥取県鳥取市田島５４０－５ 上村　東 上村　東
その他の政治団体 清和会 鳥取県西伯郡南部町阿賀４８３ 景山　浩 板井　隆
その他の政治団体 全日電工連政治連盟鳥取県支部 鳥取県鳥取市田島６４８番地 小林　秀良 井本　弘司
その他の政治団体 全日本不動産政治連盟鳥取県本部 鳥取県鳥取市富安１丁目１１３番地 丹波　恭子 細砂　修二
その他の政治団体 地域政党　鳥取ルネサンス 鳥取県鳥取市若葉台南２丁目９－３１ 足田　晃 足田　晃
その他の政治団体 鳥取県医師連盟 鳥取県鳥取市戎町３１７ 渡辺　憲 瀬川　謙一
その他の政治団体 鳥取県中部医師連盟 鳥取県倉吉市旭田町１８ 松田　隆 藤井　武親
その他の政治団体 鳥取県ＬＰガス政治連盟 鳥取県鳥取市千代水１丁目１３３ 水谷　正弘 岡山　修
その他の政治団体 鳥取県環境推進研究会 鳥取県倉吉市金森町３８番地２ 大川　和彦 岡﨑　榮
その他の政治団体 鳥取県建設政治連盟 鳥取県鳥取市西町二丁目３１０ 井木　敏晴 服部　啓史
その他の政治団体 鳥取県産業資源循環協会政治連盟 鳥取県境港市昭和町５番地１７ 三輪　陽通 武田　壮一郎
その他の政治団体 鳥取県歯科医師政治連盟 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１－５ 樋口　壽一郎 山中　茂
その他の政治団体の支部鳥取県歯科衛生士連盟 鳥取県鳥取市吉方温泉３丁目７５１－５ 細田　裕子 横山　多恵子
その他の政治団体 鳥取県自治同志会 鳥取県鳥取市東町１丁目２７１ 森安　保 松本　昭夫
その他の政治団体 鳥取県私鉄交通政策研究会 鳥取県鳥取市古海６０２ 矢田　仁志 北川　益宏
その他の政治団体 鳥取県自動車整備政治連盟 鳥取県鳥取市丸山町２３３ 吹野　正和 田中　龍夫
その他の政治団体 鳥取県社会保険労務士政治連盟 鳥取県鳥取市富安１丁目１５２ 山田　晴夫 山田　晴夫
その他の政治団体 鳥取県柔道整復師連盟 鳥取県鳥取市西町４丁目２１０－４ 岡村　清史 山本　昌幸
その他の政治団体 鳥取県商工政治連盟 鳥取県鳥取市湖山町東四丁目１００ 河毛　寛 米田　裕子
その他の政治団体 鳥取県理学療法士連盟 鳥取県倉吉市北面７－３ 山根　隆治 荒石　章夫
その他の政治団体 鳥取県税理士政治連盟 鳥取県境港市外江町３８０１ 松本　正福 中村　剛士
その他の政治団体 鳥取県石油政治連盟 鳥取県米子市両三柳２７７８番地４ 井上　賢明 松本　啓
その他の政治団体 鳥取県退職公務員政治連盟 鳥取県鳥取市寺町８８ 福山　繁雄 和田　哲昭
その他の政治団体 鳥取県中小企業政治協会 鳥取県鳥取市富安一丁目９６ 谷口　譲二 大川　和彦
その他の政治団体 鳥取県土地改良推進連盟 鳥取県岩美郡岩美町新井１６９ 榎本　武利 安藤　祐太
その他の政治団体 鳥取県土地家屋調査士政治連盟 鳥取県鳥取市西町１丁目３１４－１ 永美　一雄 尾﨑　誠
その他の政治団体 鳥取県トラック運輸政治連盟 鳥取県鳥取市丸山町２１９－１ 川上　和人 前田　裕明
その他の政治団体 鳥取県ビルメンテナンス政治連盟 鳥取県米子市西福原四丁目１０－６ 照下　耕治 照下　耕治
その他の政治団体 鳥取県宅建政治連盟 鳥取県鳥取市川端２丁目１２５ 藤原　博文 金澤　裕治
その他の政治団体 鳥取県薬剤師連盟 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１ 都田　修史 中野　厚
その他の政治団体 鳥取県理容政治連盟 鳥取県鳥取市職人町２９ 福間　英年 中澤　信博
その他の政治団体 鳥取県林業政治連盟 鳥取県鳥取市湖山町西二丁目４１３ 前田　幸己 上田　龍
その他の政治団体 鳥取県西部医師連盟 鳥取県米子市久米町１３６ 根津　勝 安達　敏明
その他の政治団体 鳥取県獣医師連盟 鳥取県鳥取市吉成７３１－１ 石田　茂 山根　健介
その他の政治団体 鳥取県東部医師連盟 鳥取県鳥取市富安１丁目７５番地 松浦　喜房 池田　光之
その他の政治団体 鳥取県歯科技工士連盟 鳥取県鳥取市西町１－４５４ 小屋本　則雄 舟木　寿美男
その他の政治団体 鳥取県住宅建築同友会 鳥取県鳥取市西町二丁目１０２ 田中　博美 前嶋　義樹
その他の政治団体 鳥取県薬種商政治連盟 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津９８２－７ 髙橋　誠一 福田　一哉
その他の政治団体 鳥取民報社 鳥取県鳥取市吉方１６８－８ 岩永　尚之 岩永　尚之
その他の政治団体 とっとり政治政策フォーラム 鳥取県鳥取市南町５０５ 笠見　猛 坂田　百合子
その他の政治団体 日本遺族政治連盟鳥取県本部 鳥取県鳥取市本町三丁目２０１ 國政　隆昭 岩田　康人
その他の政治団体 日本栄養士連盟鳥取県支部 鳥取県日野郡日南町花口２７０ 平田　早百合 本川　和恵
その他の政治団体 鳥取県行政書士政治連盟 鳥取県鳥取市富安二丁目１５９ 有田　敬 鐵本　達夫
その他の政治団体 鳥取県司法書士政治連盟 鳥取県鳥取市西町一丁目３１４－１ 森原　強 森原　強
その他の政治団体 日本共産党鳥取県後援会 鳥取県鳥取市吉方１６８－８ 山上　英明 渡辺　友範
その他の政治団体の支部日本弁護士政治連盟鳥取県支部 鳥取県米子市東町２９６ 安田　壽朗 川井　克一
その他の政治団体 日本薬業政治連盟鳥取県支部 鳥取県米子市旗ケ崎２３２０ 寺畠　三希生 小谷　達也
その他の政治団体の支部日本臨床検査技師連盟鳥取県支部 鳥取県鳥取市浜坂１丁目１５－３０ 西川　清司 安藤　敦子



その他の政治団体 鳥取県看護連盟 鳥取県鳥取市扇町６５ 子道　寿美子 権藤　ちよみ
その他の政治団体 鳥取県鍼灸師連盟 鳥取県鳥取市吉方町２丁目１２１ 石破　伸宥 石破　克規
その他の政治団体 全国小売酒販政治連盟鳥取県支部 鳥取県鳥取市幸町１５０ 深田　栄 西口　真佐子
その他の政治団体 連合鳥取政策フォーラム 鳥取県鳥取市天神町３０－５ 本川　博孝 田中　穂
その他の政治団体 ゆずりは 鳥取県日野郡日野町根雨３５３ 松本　洋一 山本　晴正
その他の政治団体 米子駅・湊山球場・市役所移転を考える会 鳥取県米子市皆生温泉１－２－７ 山川　智帆 松田　真哉


