
番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 福島 和夫 豊中南桜塚剣友会 2 堀部 純司 豊中剣友会

3 池田市剣道協会 4 箕面剣友会

5 羽賀　正 吉川剣道クラブ 6 福西 正明 能勢町剣道協会

7 西浦 正一 庄内南剣道クラブ 8 亀谷　勉 池田市剣道居合道協会

9 高嶋　亨 箕面剣友会 10 - -

番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 渡邊 愼吾 摂津剣友会 2 駒井 竜太郎 島本剣生会

3 木下 三津男 茨木市剣道協会 4 橋本　茂 玄武館

5 角　治壽 酉島製作所剣道部 6 伊藤 好晴 茨木市剣道協会

7 上田 良介 吹田剣友会 8 長澤　代 大阪高楠剣朋会

9 田中 豊司 さつき剣心会 10 三上 由美子 茨木市剣道協会

11 大島 安子 五領剣道クラブ 12 井上 敏朗 有隣剣友会

13 西村 福博 茨木市剣道協会 14 水久保 浩司 高槻正剣館

番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 井尻 和一郎 都島剣友会 2 中園 博志 井高野剣友会

3 櫻田 好洋 こぶし剣友会 4 西原 義秀 十三剣友会

5 溝口 幹子 東明剣正会 6 長尾 富充 三国武道会剣道部

7 藤武　司 ヤマガタ 8 栗原 敏純 滝川剣友会

9 小田 肇則 都島剣友会 10 田中 正明 豊里稀龍館

11 江良 安雄 東剣友会 12 溝口　廣 靜思館

13 大西 隆志 茨田剣友会 14 出口 彰浩 大阪一心道場

15 舛石 裕一 城東剣道クラブ 16 鶴下 知也 都島剣友会

17 石原 孝幸 晨睦会 18 大泉　厚 東剣友会

19 高田 栄一 東剣友会 20 足立 多佳 修道館剣道クラブ

21 鷲見 修一 一眞館 22 寺岡 昭人 春日出志学会

23 牧　良亘 淡路剣友会 24 渡邊 武夫 十三剣友会

25 右田 善法 淡路右武館 26 三浦 輝雄 城東剣道クラブ

27 澤田　豊 鶴心剣友会

 Ⅱ.地域選挙区

 （ 地域選挙区名 ）１選挙区　（ 選挙地区名 ） 豊能地区　                      　           （ 定数 １０名 ）

 （ 地域選挙区名 ）２選挙区　（ 選挙地区名 ）　三島地区                                  　（ 定数 １４名 ）

 （ 地域選挙区名 ）３選挙区　（ 選挙地区名 ）　大阪北地区　                              （ 定数 ２７名 ）



番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 山本 重樹 西区体育厚生協会 2 小西 正之 平野剣道協会

3 田中　隆 港剣友会 4 林　市藏 東中本剣友会

5 河野 浩之 住吉川少年剣友会 6 植西 輝吉 白水三軒家東剣友会

7 石川 忠史 生野剣道少年団 8 横山　潤 天王寺剣友会

9 藤澤　肇 千島剣友会 10 成谷 栄一 中泉尾少年剣道クラブ

11 川端 光弘 南港剣友会 12 山﨑　浩 西成少年剣道クラブ

13 藤井 敏宏 東中本剣友会 14 篠田 圭司 苅田剣道クラブ

15 九鬼 温臣 中央大学剣友会 16 𡈽田 剛規 株式会社間口剣道部

17 伊藤 幹男 聖和剣道友の会 18 勝野 晴孝 なんば養正会

19 浜田　満 三先剣友会 20 矢野 康介 瓜破剣道会

番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 南出 政信 守口剣友会 2 鳥濵 義邦 門真市誠義剣友会

3 野田　直 交野剣道協会 4 佐藤　誠 四條畷剣友会

5 林　研吾 畷剣志会 6 志方　潔 寝屋川市剣道協会

7 小川 庄司 寝屋川市剣道協会 8 植田 豊志 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社本社剣道部

9 山根 秀明 パナソニック剣道部 10 小松 良次 枚方剣道協会

11 久保　將 枚方交北剣武会 12 原　利夫 枚方剣道協会

13 福山 和夫 牧野明剣館 14 田中　敦 枚方剣道協会

番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 畠山 左千夫 羽曳野若竹剣友会 2 大國　博 藤井寺市剣道薙刀協会

3 地主 好一 東大阪瓢箪山青少年剣道教室 4 吉田 俊一 枚岡さくら會

5 岡久 恒民 東大阪瓢箪山青少年剣道教室 6 竹田 一義 八尾市剣道協会中

7 山田 清昭 八尾剣清会 8 岡西　基之 楠公剣友会

9 森永　孝 柏原市剣道協会 10 山野 一三 松原市剣道協会

11 堤 かず枝 八尾市剣道協会中 12 南野 真由美 玉川剣道クラブ

番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 太子町聖徳館 2 柏原 圭司 狭山北剣心会

3 溝上　利昭 河内長野市剣徳会 4 田中 賢磨 富田林練達会

5 奥野　満 河南剣心会 6 水谷 一雄 河内長野市剣徳会

7 大目 美日古 大阪狭山鷲武会

 （ 地域選挙区名 ）５選挙区　（ 選挙地区名 ）　北河内地区　                              （ 定数 １４名 ）

 （ 地域選挙区名 ）６選挙区　（ 選挙地区名 ）　中河内地区　                               （ 定数 １２名 ）

 （ 地域選挙区名 ）７選挙区　（ 選挙地区名 ）　南河内地区　                              （ 定数 ７名 ）

 （ 地域選挙区名 ）４選挙区　（ 選挙地区名 ）　大阪南地区                              　（ 定数 ２０名 ）



番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 三村 賢吾 大阪つばさ剣道クラブ 2 水ノ上 成彰 威徳会

3 奥村 篤生 登美丘剣友会 4 橋本 幸太郎 月曜会

5 山東 清悟 日曜会 6 猿田 慎男 むさし道場

7 貴田 義弘 福泉剣道会 8 玉成 修司 泉北原山練成会同好会

9 前川　修 宮園剣道少年団 10 熊原 美子 英彰剣道クラブ

11 誠心館 12 出口 重藏 登美丘剣友会

番号 氏　名 登録団体名 番号 氏　名 登録団体名

1 小牧 健祐 髙石剣道会 2 釜下　献 泉大津剣道協会

3 小林 太一 和泉市剣道協会 4 藤原 明利 うぶすな剣友会

5 田中 良平 大阪教職員クラブ 6 円上　弘 貝塚市剣道協会

7 狭間 幸夫 泉佐野養心館 8 金丸 勝諒 興武館

9 古賀 洋一 熊取剣友会 10 三宅 一仁 三劔会

11 宮本 啓一 泉佐野玄武館 12 米埜 巳年雄 心和会剣道部

 （ 地域選挙区名 ）８選挙区　（ 選挙地区名 ）　堺地区　                                    （ 定数 １２名 ）

 （ 地域選挙区名 ）９選挙区　（ 選挙地区名 ）　泉州地区　                                  （ 定数 １２名 ）


