
席番号都道府県 総代名 投票権 事業所名 出欠 状態 席番号都道府県 総代名 事業所名
1 北海道 石川 2 ㈱６条ドライバー派遣システム
2 北海道 板谷 キャッツ運転代行
3 北海道 栗原 2 ㈲あさひ代行
4 北海道 今寺 ㈱大和交通システム 欠席 指名委任状 3 北海道 栗原 ㈲あさひ代行
5 青森県 新屋 （株）ほりこし運転代行社 欠席 白紙委任状
6 青森県 藤田 信用代行㈱ 欠席 白紙委任状
7 岩手県 日沢 九戸運転代行 欠席 白紙委任状
8 岩手県 小向 2 南部運転代行
9 宮城県 三原 杜都運転代行社 欠席 白紙委任状
10 宮城県 阿部 こづる運転代行社
11 宮城県 畠中 ファミリー運転代行 欠席 未提出
12 秋田県 保坂 2 ㈲ひふみ代行
13 秋田県 米森 ヨネサン代行社 代理出席 13 森本 代打君
14 秋田県 佐藤 ＢＥＳＴ代行
15 山形県 長沢 2 ㈲花沢運転代行社
16 山形県 須藤 マルエー運転代行 欠席 白紙委任状
17 山形県 髙橋 ミニー運転代行社 欠席 指名委任状 15 山形県 長沢 ㈲花沢運転代行社
18 福島県 馬場 ひかる代行サービス
19 福島県 山口 郡山観光交通㈱ 欠席 白紙委任状
20 福島県 鹿間 郡山ニュートラル㈱ 欠席 白紙委任状
21 茨城県 大川 ㈲エムディサービス 欠席 白紙委任状
22 茨城県 石塚 さくら住宅（株） 欠席 白紙委任状
23 茨城県 塙 ㈱レモンコーポレーション
24 茨城県 田谷 ひばり代行
25 栃木県 木佐美 株式会社栄代行 欠席 指名委任状 47 長野県 齋藤 ㈱Ｈ．Ｄ．コ－ポレーション
26 栃木県 大関 ㈱ぱーぷる運転代行
27 群馬県 坂本 ㈲新交通システムサービス
28 群馬県 岡村 ㈲華丸
29 群馬県 渡邊 2 前橋代行
30 埼玉県 菅原 ㈲エスキー
31 埼玉県 佐藤 Ｓ・Ｓ代行サービス
32 埼玉県 畔川 優代行
33 千葉県 浅野 城山代行サービス 欠席 未提出
34 千葉県 山本 ㈱セブンビレッジ
35 千葉県 田邉 2 ㈱玉吉通商　くに運転代行
36 東京都 木本 2 ㈲新生サービス
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37 神奈川 粟飯島 エーアンドエフ 欠席 無効
38 新潟県 川端 ㈲第一代行 欠席 指名委任状 39 新潟県 伊藤 ㈲ジェイ・ディー・エス（のんだら代行社）
39 新潟県 伊藤 2 ㈲ジェイ・ディー・エス（のんだら代行社）
40 富山県 岡村 さくら運転代行 欠席 無効
41 富山県 大田 ㈲大田建材運輸
42 石川県 藤田 日本海運転代行センター㈱
43 福井県 福島 運転代行はやぶさ 欠席 指名委任状 70 岡山県 井上 北斗代行
44 福井県 佐藤 Ｋ’ｓ代行サービス
45 福井県 竹本 ㈱ＺＥＢＲＡ
46 山梨県 佐野 セブ車代行
47 長野県 齋藤 2 ㈱Ｈ．Ｄ．コ－ポレーション
48 長野県 金井 ひかり代行
49 岐阜県 所 安全代行社 欠席 代理出席 49 福井県 北川 シャープ代行
50 岐阜県 所 ㈱セーフティ
51 静岡県 加藤 ㈱ＪＩＮ 欠席 白紙委任状
52 静岡県 鈴木 株式会社エビスエンタープライズ 途中退席 白紙委任状
53 愛知県 西川 中部綜合警備㈱
54 愛知県 山北 2 （有）明光代行
55 三重県 内田 富士運転代行 欠席 白紙委任状
56 滋賀県 加藤 2 ピープル実業㈲
57 京都府 浅井 ㈲チ－ムワ－ク 欠席 指名委任状 56 滋賀県 加藤 ピープル実業㈲
58 大阪府 北川 ウルトラ運転代行サービス 欠席 無効
59 大阪府 石垣 ニッツー運転代行社
60 大阪府 塚尾 2 ピンチランナー
61 兵庫県 松井 運転代行ランナー
62 兵庫県 逢坂 運転代行センターあんしん 途中退席
63 兵庫県 三﨑 サンキュー代行運転 途中退席
64 奈良県 炭谷 アーク代行社
65 和歌山 早稲田 2 運転代行ＧＯＯＤ
66 和歌山 中前 2 ニッツー運転代行３
67 和歌山 門口 2 ニッツー運転代行
68 鳥取県 会見 折鶴代行
69 島根県 小河 2 ㈱J・B・F浜田代行
70 岡山県 井上 2 北斗代行
71 広島県 角野 かくさん代行 欠席 無効
72 山口県 隅 ㈲岩国代行運転センター
73 徳島県 喜多 喜多旅行㈱ 欠席 白紙委任状
74 香川県 泉 2 ＩＣ代行
75 愛媛県 片岡 ㈲運転代行松山配車センタ－ 欠席 指名委任状 1 北海道 石川 ㈱６条ドライバー派遣システム
76 愛媛県 橋本 ㈱ハロー代行
77 高知県 川添 愛妻代行運転
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78 高知県 松田 2 天神橋運転代行
79 福岡県 青木 2 チェリー運転代行中央（名）
80 福岡県 重谷 ㈱G-CROSS　Gﾗﾋﾞｯﾄ運転代行
81 福岡県 久保 ㈱fukul　Ｇキャロット運転代行
82 福岡県 青木 チェリー運転代行西
83 佐賀県 時里 西九運転代行社 欠席 未提出
84 長崎県 川添 大村運転代行 欠席 無効
85 長崎県 松尾 風の木運転代行 欠席 白紙委任状
86 長崎県 小嶋 中央代行運転 欠席 無効
87 熊本県 林 2 ㈲ポニー運転代行
88 熊本県 荒川 熊本代行 欠席 無効
89 熊本県 青木 ㈲あかね運転代行 欠席 代理出席 89 長野県 浄山 しなの代行
90 熊本県 近藤 ㈱丸全 欠席 未提出
91 大分県 大田 運転代行社ラッキー 欠席 白紙委任状
92 宮崎県 吉原 2 光代行
93 鹿児島 山下 やまひろ代行 欠席 指名委任状 95 鹿児島 西迫 中央運転代行社
94 鹿児島 徳重 2 にほん代行
95 鹿児島 西迫 2 中央運転代行社
96 鹿児島 日高 イースタン運転代行社 欠席 指名委任状 94 鹿児島 徳重 にほん代行
97 沖縄県 村田 運転代行202 欠席 未提出
98 沖縄県 金城 代行でいご 欠席 無効
99 沖縄県 砂川 チャンピオン運転代行 欠席 無効
100 沖縄県 小濱 濱運転代行 欠席 白紙委任状


