
選挙区 候補者氏名 選挙事務所所在地

るす 茂幸 〒840-0201 電話 0952-64-8484

（留守 茂幸） 佐賀市大和町大字尼寺2763番地22 FAX 0952-64-8485

とくみつ 清孝 〒840-0054 電話 0952-41-7515

（徳光 清孝） 佐賀市水ヶ江一丁目４番27号 FAX 0952-41-7517

〒849-0922 電話 0952-31-0700

佐賀市高木瀬東五丁目21番13号 FAX 0952-31-0700

古賀 ようぞう 〒840-0015 電話 0952-97-7293

（古賀 陽三） 佐賀市木原三丁目18番16号 FAX 0952-97-7294

中島 ゆみ子 〒840-0821 電話 090-9652-2035

（中島 由美子） 佐賀市東佐賀町９番20号東佐賀マンション401号 FAX －

きはら 奉文 〒840-0806 電話 0952-32-7550

（木原 奉文） 佐賀市神園二丁目10番24号 FAX 0952-32-7560

青木 かずのり 〒840-0831 電話 0952-97-9323

（青木 一功） 佐賀市松原一丁目３番５号 FAX 0952-97-9324

ふじさき 輝樹 〒840-0201 電話 0952-97-6887

（藤崎 輝樹） 佐賀市大和町大字尼寺3681番地１ FAX 0952-97-6888

西久保 ひろかつ 〒849-0937 電話 0952-31-7701

（西久保 弘克） 佐賀市鍋島三丁目15番８号 FAX 0952-31-7702

むとう 明美 〒840-0851 電話 0952-37-8412

（武藤 明美） 佐賀市天祐一丁目４番３号 FAX 0952-37-8413

かわさき 常博 〒840-2106 電話 0952-47-3085

（川﨑 常博） 佐賀市諸富町大字山領1132番地２ FAX 0952-47-2263

いちのせ 裕子 〒840-0054 電話 0952-97-9459

（牟田 裕子） 佐賀市水ケ江二丁目13番18号 FAX 0952-97-9459

江口 よしのり 〒840-0027 電話 0952-37-6521

（江口 善紀） 佐賀市本庄町大字本庄577番地14 FAX 0952-37-6525

唐津市・ 宮崎 やすしげ 〒847-0112 電話 0955-73-0355

東松浦郡 （宮崎 泰茂） 唐津市佐志南3658番地 FAX 0955-74-8780

唐津市・ とみた 幸樹 〒849-3231 電話 0955-62-2570

東松浦郡 （冨田 幸樹） 唐津市相知町牟田部865番地１ FAX 0955-62-2570

唐津市・ 井上 ゆうすけ 〒847-0821 電話 0955-58-9366

東松浦郡 （井上 祐輔） 唐津市町田四丁目１番５－２号 FAX 0955-58-9356

唐津市・ 木村 ゆういち 〒847-0022 電話 0955-58-8615

東松浦郡 （木村 雄一） 唐津市鏡2663番地１ FAX 0955-58-8617

唐津市・ 桃崎 みねと 〒849-5122 電話 0955-56-2757

東松浦郡 （桃崎 峰人） 唐津市浜玉町横田下871番地１ FAX 0955-56-2758

唐津市・ 井上 つねのり 〒847-1511 電話 0955-54-2033

東松浦郡 （井上 常憲） 唐津市肥前町新木場丙1876番地１ FAX 0955-54-2033

唐津市・ 大場 よしひろ 〒847-0022 電話 0955-70-6355

東松浦郡 （大場 芳博） 唐津市鏡才三町2530番地 FAX 0955-70-6356

〒841-0054 電話 0942-87-5722

鳥栖市蔵上町20番地３ FAX 0942-87-5723

むかいかど 慶人 〒841-0052 電話 0942-81-3511

（向門 慶人） 鳥栖市宿町996番地４ FAX 0942-81-3512

さしやま 清範 〒841-0033 電話 0942-87-7034

（指山 清範） 鳥栖市本通町二丁目872番地３ FAX 0942-87-7035
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下田 ひろし 〒841-0026 電話 0942-81-5611

（下田 　寛） 鳥栖市本鳥栖町547番地１ FAX 0942-81-5612

野田 まさと 〒846-0002 電話 0952-74-3800

（野田 勝人） 多久市北多久町大字小侍373番地１ FAX 0952-74-3801

竹内 かずのり 〒848-0045 電話 0955-22-5583

（竹内 和教） 伊万里市松島町218番地 FAX 0955-22-5583

弘川 たかのり 〒849-4256 電話 0955-28-4318

（弘川 貴紀） 伊万里市山代町久原2987番地１ FAX 0955-28-2156

〒849-4282 電話 0955-21-2800

伊万里市東山代町里字正手81番７ FAX 0955-23-6650

〒848-0023 電話 0955-20-4051

伊万里市大坪町丙1781番地１ FAX 0955-20-4052

いなどみ 正敏 〒843-0023 電話 090-8666-7789

（稲富 正敏） 武雄市武雄町大字昭和27番地１ FAX 0954-23-0396

いしまる 博 〒843-0011 電話 0954-22-2180

（石丸 　博） 武雄市橘町大字芦原5683番地15 FAX 0954-22-2428

鹿島市・ 坂口 ゆうき 〒849-1602 電話 090-3013-0666

藤津郡 （坂口 祐樹） 藤津郡太良町大字多良1923番地１ FAX 020-4667-8241

鹿島市・ 土井 としゆき 〒849-1311 電話 0954-62-9677

藤津郡 （土井 敏行） 鹿島市大字高津原3609番地８ FAX 0954-62-9677

ふじた 直子 〒845-0021 電話 0952-73-3734

（藤田 直子） 小城市三日月町長神田787番地４ FAX 0952-73-3734

池田 まさやす 〒845-0004 電話 0952-73-3902

（池田 正恭） 小城市小城町松尾4084番地３ FAX 0952-72-4631

ふじき 卓一郎 〒849-0302 電話 080-2709-2248

（藤木 卓一郎） 小城市牛津町柿樋瀬575番地２ FAX 0952-65-1094

石井 ひでお 〒843-0301 電話 0954-43-8167

（石井 秀夫） 嬉野市嬉野町大字下宿乙2366番地８ FAX 0954-43-2070

神埼市・ 古川 ひろのり 〒842-0068 電話 0952-44-5625

神埼郡 （古川 裕紀） 神埼市千代田町下板1027番地 FAX 0952-44-5625

神埼市・ はちや 克幸 〒842-0002 電話 0952-53-6320

神埼郡 （八谷 克幸） 神埼市神埼町田道ヶ里2100番地４ FAX 0952-52-9282

〒849-0113 電話 0942-89-3233

三養基郡みやき町大字東尾754番地３ FAX 0942-89-3257

古賀 かずひろ 〒841-0204 電話 0942-50-8500

（古賀 和浩） 三養基郡基山町大字宮浦183番地１ FAX 0942-50-8833

〒849-0101 電話 0942-85-7181

三養基郡みやき町大字原古賀7225番地１ FAX 0942-85-7182

原田 ひさお 〒844-0017 電話 0955-41-1700

（原田 寿雄） 西松浦郡有田町戸杓丙731番地１ FAX 0955-41-1701

石倉 ひでさと 〒849-0501 電話 0952-86-5633

（石倉 秀郷） 杵島郡江北町大字山口3358番地 FAX 0952-86-5633

定松 かずお 〒849-1112 電話 0952-84-6433

（定松 一生） 杵島郡白石町大字福田2230番地７ FAX 0952-84-6433
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・選挙区は「佐賀県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する
　条例」第２条の順。各選挙区の立候補者については、立候補届出書の受付順に記載した。
・候補者氏名は、立候補届出書に記載された氏名を記載した。
　なお、公職選挙法施行令第89条第５項に規定する申請を行い、選挙長がその呼称を通称として認定
　した者については、上段にその通称を、下段に立候補届出書に記載された氏名を括弧内に記載した。
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