
選挙区 通称 満年齢 現元新 略歴

1 ＜県・東灘区＞ ⾚⽯まさお 48 新 神⼾弘陵学園卒業/参議院議員清⽔貴之公設秘書

2 ＜県・灘区＞ ⽩井たかひろ 39 新 近畿⼤学短期⼤学部卒業・⼤阪リハビリテーション専⾨学校卒業
㈱ヒーローズワーク代表取締役

3 ＜神⼾市議会・灘区＞ 池本しん 42 元 御影⾼校/⿓⾕⼤学卒業/元YMCA学院⾼等学校教諭
⽇本維新の会神⼾市会議員団政務調査員

4 ＜神⼾市議会・兵庫区＞ 岩⾕しげなり 34 新 神⼾市⽴六甲アイランド⾼校卒業／⼤阪⾳楽⼤学作曲学科卒業
慶應義塾⼤学法学部政治学科卒業／京都⼤学法科⼤学院修了（法務博⼠）／弁護⼠

5 <神⼾市議会・兵庫区＞ まつだしんすけ 49 新 兵庫県⽴北須磨⾼校卒業・早稲⽥⼤学商学部卒業・中央⼤学法学部通信教育課
程卒業/維新政治塾⼀期⽣・⾏政書⼠

6 ＜県・⻑⽥区＞ なかい隆晃 49 新 ⽴命館⼤学産業社会学部産業社会学科卒業/学習指導講師

7 ＜県・北区＞ 中村だいすけ 39 新 臨床⼼理⼠/公認⼼理師/元加古川刑務所処遇カウンセラー/現：兵庫県教育委員会 学校問題サポートチーム
兵庫県スクールカウンセラー/神⼾臨床⼼理カウンセリングルーム研⼼⾳ 代表

8 ＜神⼾市議会・北区＞ 川上雅⼦ 44 新 神⼾学院⼥⼦⾼等学校卒業/神⼾学院⼥⼦短期⼤学⽂芸科⽂芸コース卒業/㈱神⼾製鋼所電⼦情報事業本部
（財)財団法⼈ 新産業創造研究機構専務理事秘書/⽇本維新の会 神⼾市会議員団職員

9 ＜神⼾市議会・北区＞ 藤本まさひろ 38 新 国⼠舘⼤学政経学部卒業/総合リサイクル再⽣堂勤務

10 ＜県・須磨区＞ 住本陽⼦ 53 新 兵庫教育⼤学学校教育学部卒業/更⽣保護⼥性会理事

11 ＜神⼾市議会・須磨区＞ ⼤井としひろ 69 現 現神⼾市会議員（須磨区選出・5期）/法務省保護司
兵庫県投輪連盟理事⻑、元⼈権擁護委員会委員

12 ＜県・垂⽔区＞ ⼤⽮たくじ 58 新 ⼤阪⻭科⼤学卒業/⻭科医師/⻭科衛⽣⼠養成校副校⻑

13 ＜神⼾市議会・垂⽔区＞ 原直樹 48 新 ⽇本⼤学商学部卒業/原直樹税理⼠事務所代表税理⼠

14 ＜県・⻄区＞ ⾼橋みつひろ 65 現 京都⼤学経済学部卒業/三井海上フランス・パリ主席駐在員
本社法⼈営業部⻑

15 ＜神⼾市議会・⻄区＞ 寺尾よしひろ 64 新 神⼾市外国語⼤学外国語学部卒業/元住友ベークライト㈱社員

16 ＜三⽊市議会＞ おぎはら吉江 47 新 神⼾私⽴常盤⼥⼦⾼等学校卒/株式会社上組、貿易事務
うらら訪問看護ステーション医療・介護事務

17 ＜⼩野市議会＞ みやわき健⼀ 34 新 上智⼤学⽂学部ドイツ⽂学科卒業/兵庫維新の会事務局

18 ＜加⻄市議会＞ ⼤前裕也 62 新 静岡県⽴富⼠⾼等学校卒業/衆議院議員⾚⽊正幸秘書

19 ＜県・三⽥市＞ ⼩⼭ひろひさ 51 新 近畿⼤学法学部中退/現三⽥市議会議員

20 ＜県・豊岡市＞ 岡本たくと 26 新 兵庫県⽴豊岡総合⾼等学校電機応⽤⼯学科卒業・京都仏眼鍼灸理療専⾨学校卒業
あん摩マッサージ指圧師・ボディケアサロンLa vie 個⼈経営

21 ＜伊丹市議会＞ ⻫藤しんじ 61 現 現伊丹市議会議員

22 ＜伊丹市議会＞ 森かなこ 47 新 ⼤⼿前⼥⼦短期⼤学卒業/参議院議員清⽔貴之秘書

23 ＜伊丹市議会＞ 鈴⽊隆広 37 新 銚⼦⾼等学校卒業/⼤⼿通信企業勤務

24 ＜伊丹市議会＞ 原なおき 28 新 ⼤阪産業⼤学⼈間環境学部⽂化コミュニケーション学科卒業
伊丹消防団/パーソナルジム経営（伊丹市）

25 ＜伊丹市議会＞ ⼤江ひろと 54 新 ⾦襴千⾥中学校・⾼等学校卒業/甲南⼤学法学部卒業 /甲南⼤学同窓会甲南会
評議委員/兵庫県防犯協会連合会・少年補導員

26 ＜県・宝塚市＞ ⾨隆志 55 現 ⼤阪教育⼤学在学中に起業/兵庫県議会議員2期⽬/兵庫県監査委員歴任

27 ＜宝塚市議会＞ 池⽥光隆   54 現 近畿⼤学商経学部卒業・⼤阪教育⼤学⼤学院健康科学修了
現宝塚市議会議員

28 ＜宝塚市議会＞ 村松あんな  34 現 関⻄福祉科学⼤学健康福祉学部健康科学科卒業/養護助教諭
家庭児童相談員/現宝塚市議会議員

29 ＜宝塚市議会＞ ⽥中みゆき 36 新 ホスピタリティツーリズム専⾨学校卒業/兵庫維新の会事務⻑

30 ＜宝塚市議会＞ 中⼭ゆうすけ 36 新 ⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科 博⼠前期課程修了
兵庫県職員（中学校教諭）/私⽴中⾼⼀貫校⾮常勤講師
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31 ＜県・⻄宮市＞ 増⼭誠 44 元 早稲⽥⼤学政治経済学部卒業/元県議会議員

32 ＜県・⻄宮市＞  脇⽥周和 41 新 ⼤阪学院⼤学法学部卒業／⾏政書⼠
株式会社アテナ・コーポレーション代表取締役/現⻄宮市議会議員

33 ＜⻄宮市議会＞ 江良けんたろう 32 現 今宮⼯科⾼等学校建築学科卒業/現⻄宮市議会議員/⾃治会役員

34 ＜⻄宮市議会＞ 多⽥裕 39 現 関⻄学院⼤学⽂学部卒業/株式会社Tatsuhiro代表取締役
現⻄宮市議会議員/第46・47代越⽊岩⻘年会会⻑

35 ＜⻄宮市議会＞ 浜⼝ひとし 50 元 兵庫県⽴⻄宮甲⼭⾼等学校卒業/有限会社ajikan取締役
衆議院議員三⽊圭恵秘書

36 ＜⻄宮市議会＞ 渡辺けんじろう 46 元 同志社⼤学⽂学部卒業/元⻄宮市議会議員/保育⼠/元学習塾講師

37 ＜⻄宮市議会＞ 前⽥しゅうじ 49 新 近畿⼤学農学部卒/元阪神園芸株式会社社員
現兵庫維新の会職員

38 ＜⻄宮市議会＞ 森けんと 31 新 ⻄宮市⽴苦楽園中学校/岡⼭⽩陵⾼等学校/同志社⼤学経済学部
株式会社リノメゾン代表取締役

39 ＜⻄宮市議会＞ ありめこうへい 50 新 近畿⼤学法学部卒業/衆議院議員三⽊圭恵秘書

40 ＜⻄宮市議会＞ ⼤利公⼆   55 新 甲⼭⾼等学校卒業/東海⼤学卒業/建設コンサルタント会社勤務

41 ＜⻄宮市議会＞ 前島のぶなが 55 新 中央⼤学法学部卒業/早稲⽥⼤学⼤学院（⺠事法専攻）修了
前島綜合法律事務所代表弁護⼠/法律事務所経営

42 ＜⻄宮市議会＞ 今泉雄⼤ 35 新 川⼝市⽴看護専⾨学校卒業/看護師

43 ＜県・芦屋市＞ ⻘⼭暁 62 新 ⽴命館⼤学経済学部卒業/現芦屋市議会議員

44 ＜芦屋市議会＞ ⼤原 裕貴 38 現 関⻄学院⼤学経済学部卒業/現芦屋市議会議員

45 ＜芦屋市議会＞ あさうみ洋⼀郎 31 現 明⽯⼯業⾼等専⾨学校都市システム⼯学科卒業/現芦屋市議会議員
関⻄若⼿議員の会政策部⻑

46 ＜芦屋市議会＞ 橋本たかし 44 新 報徳学園⾼等学校卒業・甲南⼤学経営学部卒業/㈱ジェイシービー勤務

47 ＜県・明⽯市＞ 岸⼝みのる 58 元 ⿓⾕⼤学法学部卒業・神⼾⼤学⼤学院法学研究科博⼠前期課程修了
元兵庫県議会議員

48 ＜明⽯市議会＞ なかむら茂雄 55 新 ⽇⽣学園第三⾼等学校卒/元明⽯市役所職員・元県議会議員岸⼝実秘書

49 ＜明⽯市議会＞ 有野みつひろ 42 新 姫路獨協⼤学外国語学部ドイツ語学科卒
参議院議員清⽔貴之公設秘書

50 ＜明⽯市議会＞ たかお 秀彰 40 新 兵庫県⽴錦城⾼校中退、明⽯市消防団第1分団明⽯班団員、町内会⻑
校区まちづくり協議会会⻑

51 ＜明⽯市議会＞ まさき克幸 49 新 京都産業⼤学経営学部卒業/LONDON CORDWAINERS COLLEDGE卒業
/MILANO ARS ASTORIA 卒業/宅地建物取引⼠

52 ＜明⽯市議会＞ 上⽥まさひこ 60 新  関⻄学院⼤学経済学部卒業
（株）ＪＲ⻄⽇本コミュニケーションズ勤務

53 ＜明⽯市議会＞ 職務上の都合により今回⾮公開 新

54 ＜県・加古川市＞ つばきよしこ 43 新 元加古川市議会議員・衆議院議員掘井けんじ公設秘書

55 ＜播磨町議会＞ ⽵内基就 25 新 関⻄国際⼤学教育学部卒業/和歌⼭⼤学教職⼤学院中退/⼩学校教諭

56 ＜県・姫路市＞ 飯島よしお 62 新 東京⼤学卒業/元姫路市副市⻑/関⻄学院⼤学客員教授

57 ＜姫路市議会＞ ⼤⻄陽介  57 現 帝京⼤学法学部法律学科卒業/現姫路市議会議員

58 ＜姫路市議会＞ ⽵中ゆか 40 現
慶應義塾⼤学⽂学部⻄洋史学科卒業/元⼤⼿派遣会社勤務
現姫路市議会議員

59 ＜姫路市議会＞ 三浦みつひろ 48 新 淳⼼学院⾼校／姫路⼯業⼤学 理学部卒業／元 外資系液晶メーカー勤務
現 介護施設職員

60 ＜姫路市議会＞ ⾚藤琢哉   51 新 姫路獨協⼤学法学部卒業/画業

61 ＜姫路市議会＞ 下林タカシ  43 新 姫路経理ビジネス専⾨学校 総合情報ビジネス科卒業
合同会社アニバーサリーギフト 代表


