
選挙区名：大分市選挙区（定数１３名） 平成３１年３月２９日　１７時００分確定

候補者
こうほしゃ

氏名
しめい

生年月日 所属党派

（通　称） （満　歳） （新現元）
よしむら　あきひこ 昭和54年
吉村　哲彦 12月25日

（吉村　あきひこ） （満39歳） （新）
あそう　えいさく 昭和37年
麻生　栄作 1月20日

（あそう　栄作） （満57歳） （現）
こじま　ひでゆき 昭和29年
小嶋　秀行 10月23日

（満64歳） （現）
たけうち　さよみ 昭和20年
竹内　小代美 8月10日

（竹内　さよみ） （満73歳） （元）
ふじた　まさみち 昭和37年
藤田　正道 5月19日

（満56歳） （現）
ひらいわ　じゅんこ 昭和29年
平岩　純子 4月4日

（満65歳） （現）
あべ　えいじん 昭和23年
阿部　英仁 9月27日

（阿部　えいじん） （満70歳） （現）
つつみ　えいぞう 昭和31年
堤　栄三 11月25日

（つつみ　栄三） （満62歳） （現）
きだ　　のぼる 昭和42年
木田　　昇 9月11日

（木田　のぼる） （満51歳） （現）
かわの　せいじ 昭和32年
河野　成司 9月15日

（河野　せいじ） （満61歳） （現）

公明党

無所属 会社員

医師

大分県議会議員

無所属

大分県議会議員

大分県議会議員

大分県議会議員選挙立候補者一覧表【確定】

自由民主党

自由民主党

公明党

無所属

国民民主党

男

3 本人 男 大分県
大分県大分市にじが丘2丁目3番
地の7

8 本人 男 大分県

6 本人 女 大分県

5 本人

大分県大分市中津留2丁目7番6号

4 本人 女 大分県
大分県大分市長浜町2丁目2番30
号

大分県大分市東野台1丁目3番地
の4

男 大分県
大分県大分市金池町2丁目7番21-
803号

9 本人 男

届出なし

大分県 大分県大分市大字羽屋90番地の4

10 本人 男 大分県
大分県大分市大字上宗方1036番
地の12

https://twitter.c
om/ooitakengikai

http://www.oct-
net.ne.jp/mrkiri/

http://fujitamasa
michi.net

7 本人

http://sayomi.net
/

大分県議会議員
http://www.komei.
or.jp/km/oita-
kawano-seiji/

大分県議会議員
http://oita-
kida.net/

届出なし大分県大分市萩原4丁目2番2号

日本共産党

無所属

大分県 大分県議会議員

2 本人 男 大分県 大分県大分市大字八幡39番地の1

一のウェブサイト
等のアドレス

職業 備考
届出
番号

届出
の別

性別 本籍 住　　　所

大分県議会議員
http://www1.bbiq.
jp/aso‐e/

1 本人 男 大分県
大分県大分市大字小池原991番地
の12

団体役員
https://line.me/R
/ti/p/%40yoshimur
a-akihiko
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選挙区名：大分市選挙区（定数１３名） 平成３１年３月２９日　１７時００分確定

候補者
こうほしゃ

氏名
しめい

生年月日 所属党派

（通　称） （満　歳） （新現元）

大分県議会議員選挙立候補者一覧表【確定】

一のウェブサイト
等のアドレス

職業 備考
届出
番号

届出
の別

性別 本籍 住　　　所

えとう　ひろあき 昭和54年
衛藤　博昭 11月25日

（えとう　博昭） （満39歳） （現）
もりなが　のぶゆき 昭和38年
守永　信幸 1月19日

（満56歳） （現）
ごとう　しんたろう 昭和50年
後藤　慎太郎 1月26日

（ごとう　慎太郎） （満44歳） （現）
くろかわ　たつろう 昭和30年
黒川　達郎 5月15日

（黒川　たつろう） （満63歳） （新）
うらの　ひでき 昭和44年
浦野　英樹 3月31日

（うらの　ひでき） （満50歳） （新）
みいさこ　たかあき 昭和24年
箕迫　髙明 7月9日

（みいさこ　髙明） （満69歳） （新）

行政書士

無所属

無職

立憲民主党

無所属

大分県議会議員

大分県議会議員

届出なし

自由民主党

15 本人 男 大分県
大分県大分市大道町1丁目4番18
号

http://5kurokawa-
c.jp/outline.html

無所属14 本人 男 大分県
大分県大分市府内町3丁目2番27-
602号

医師

大分県大分市岩田町3丁目5番9号

大分県大分市公園通り3丁目7番
地の2

12 本人 男

大分県大分市大字寒田1162番地
の60

本人 男 大分県

11 本人 男 大分県
大分県大分市西鶴崎2丁目9番20
号

16 本人 男 大分県

http://www.urano-
oita.net

13
https://ameblo.jp
/sonnououdou/

届出なし社会民主党

大分県議会議員
http://www.eto-
hiroaki.jp/

大分県
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