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●     トップ
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現時点で菅直人支持を表明した国会議員を掲載しています。 

菅直人候補への支持を表明した国会議員
サイト管理者が把握している国会議員を一覧で掲載しています。 
特に、事務所や本人への確認はとっておりません。 
順不同で、今後も追加していきます。 
「私も支持する」「あの人もそうだ」「写真を替えて欲しい」などのご連絡はこちら（Eメール）までお願いします。

仙谷由人 長島昭久 田嶋要 山井和則 阪口直人

玉木雄一郎 三村和也 藤本ゆうじ 村越ひろたみ 松浦大悟

広田一 前川清成 寺田学 藤末健三 馬淵澄夫

枝野幸男 安住淳 加藤公一 手塚仁雄 阿久津幸彦

本多平直 福山哲郎 古川元久 直島正行 古本伸一郎
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細川律夫 小川勝也 高井美穂 湯原俊二 後藤祐一

藤田憲彦 斉木武志 柴橋正直 橋本博明 稲富修二

稲見哲男 田村謙治 すとう信彦 小宮山洋子 逢坂誠二

泉健太 生方幸夫 大串博志 大西健介 岡田康裕

小川淳也 小原舞 柿沼正明 神山洋介 城井崇

黒岩宇洋 三谷光男 池田元久 近藤洋介 斉藤進

笹木竜三 篠原孝 末松義規 高井崇志 高邑勉
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竹田光明 武正公一 津川祥吾 仁木博文 西村智奈美

花咲宏基 平山泰朗 松本大輔 森岡洋一郎 谷田川元

山田良司 柚木道義 津村啓介 横光克彦 荒井聰

渡辺周 近藤昭一 平岡秀夫 石毛えい子 田島一成

森本哲生 中川治 宮崎岳志 阿知波吉信 小山展弘

高橋昭一 吉川政重 工藤仁美 中島政希 桑原功

玉木朝子 斎藤勁 藤田大助 小室寿明 高橋千秋

谷博之 榛葉賀津也 辻泰弘 増子輝彦 芝博一
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金子恵美 加賀谷健 長浜博行 徳永久志 今野東

難波奨二 石橋通宏 田中慶秋 横粂勝仁 松野信夫

柳沢光美

推薦人

井戸正枝 岡田克也 岡本充功 金森正 菊田真紀子

玄葉光一郎 土肥隆一 中川正春 長妻昭 野田佳彦

鉢呂吉雄 藤田一枝 藤村修 前原誠司 牧野聖修

山尾志桜里 渡部恒三 石井一 江田五月 大河原雅子
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岡崎トミ子 北澤俊美 白眞勲 林久美子 蓮舫
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