
２０１５年中間選挙立候補者 

在メキシコ大使館   
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２０１５年地方選挙実施州 
★ソノラ州 

★ヌエボ・レオン州 

★コリマ州 

 メキシコ州 

★カンペチェ州 

 モレロス州 

ハリスコ州 

タバスコ州 

 メキシコ市 

★サン・ルイス・ポトシ州 

★ケレタロ州 

コアウイラ州 

グアナファト州 

バハ・カリ
フォルニア
州 

★バハ・カリ
フォルニア・ス
ル州 

チワワ州 

ドゥランゴ州 

サカテカ
ス州 

タマウリパス州 

 シナロア州 
ナジャリット州 

アグアスカリエ
ンテス州 

★ミチョアカン州 

オアハカ州 チアパス州 

ユカ
タン
州 

キンタナロー州 

イダルゴ州 

プエブラ州 

トラスカラ州 

★ゲレロ州 

投票日：６月７日（日） 
◆州名に★マークがあり，黄色塗りされた州（９州）で
知事選挙実施。 

◆斜線の引かれた州（１６州）で，州議会選挙及び市
長選挙（メキシコ市は区長選）が実施される。 

※チアパス州では７月１９日（日）に州議会選及び市長
選が実施される（連邦下院議員選の投票日は他州同
様６月７日（日））。 

制度的革命党（PRI） 20 

国民行動党（PAN） 6 

民主革命党（PRD） 4 

緑の党 1 

「市民運動」 1 

党別州知事数 
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州知事選挙が実施される州（９州） 
①バハ・カリフォルニア・スル州（次期州知事就任日：９月１０日） 
現職知事：マルコス・アルベルト・コバルビアス・ビジャセニョール（ＰＡＮ所属） 
②カンペチェ州（次期州知事就任日：９月１６日） 
現職知事：フェルナンド・エウティミオ・オルテガ・ベルネス（ＰＲＩ所属） 
③コリマ州（次期州知事就任日：１１月１日） 
現職知事：マリオ・アンギアーノ・モレノ（ＰＲＩ所属） 
④ゲレロ州（次期州知事就任日：１０月２７日） 
現職知事：サルバドル・ロヘリオ・オルテガ・マルティネス暫定知事（無所属） 

※アギ－レ前知事（ＰＲＤ）が，アヨチィナパ教員養成学校生徒襲撃事件への責任問題か
ら2014年10月に辞職したことを受け，暫定知事に就任 
⑤ミチョアカン州（次期州知事就任日：１０月１日） 
現職知事：サルバドル・ハラ・ゲレロ暫定知事（無所属） 
※2014年6月、バジェホ前知事（ＰＲＩ）が健康問題で辞任したことを受け，暫定知事に就任 
⑥ヌエボ・レオン州（次期州知事就任日：１０月４日） 
現職知事：ロドリゴ・メディナ・デ・ラ・クルス（ＰＲＩ所属） 
⑦ケレタロ州（次期州知事就任日：１０月１日） 
現職知事：ホセ・エドゥアルド・カルサダ・ロビロサ（ＰＲＩ所属） 
⑧サン・ルイス・ポトシ州（次期州知事就任日：９月２６日） 
現職知事：フェルナンド・トランソ・フェルナンデス（ＰＲＩ所属） 
⑨ソノラ州（次期州知事就任：９月１３日） 
現職知事：ギジェルモ・パドレス・エリアス（ＰＡＮ所属） 
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バハ・カリフォルニア・スル州 

リカルド・バロッソ・アグラモント 

（Ricardo BARROSO AGRAMONT） 

・1980年2月29日（35歳） 

・バハ・カリフォルニア・スル州ラパス市出
身 

・連邦上院議員 

・アグラモント元バハ・カリフォルニア・ス
ル州知事の孫。２０１１年に続き２度目の
同州知事選出馬。 

カルロス・メンドサ・ダビス 

（Calros MENDOZA DAVIS） 

• 1969年4月21日（45歳） 

• バハ・カリフォルニア・スル州ラパス市
出身 

• 連邦上院議員 

• メンドサ元バハ・カリフォルニア・スル州
知事の子息。イベロアメリカ大学で教
鞭を執るなどした後、現コバルビアス政
権で州内務長官を務めた（2011年）。
2012年より連邦上院議員。 4 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=7&str=PAN


カンペチェ州 

アレハンドロ・モレノ・カルデナス
（Alejandro MORENO CÁRDENAS) 

・1975年4月25日（39歳） 

・カンペチェ州カンペチェ市出身 

・連邦下院議員 

・大学卒業後，1991年にPRI入党。PRIカ
ンペチェ州支部で要職を務めた後，2003
年より連邦下院議員（2003－06年），連
邦上院議員（2006－12年），そして2012
年より再び連邦下院議員を務める。 

 

 

ホルヘ・ロシニョール・アブレウ 

（Jorge ROSIÑOL ABREU） 

・1958年9月23日（56歳） 

・カンペチェ州カルメン市出身 

・連邦下院議員 

・企業家。2000年よりカンペチェ州議会議
員（2000－03年），カルメン市長（2003－
06年）を経て，2012年より連邦下院議員
を務める。 
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カンペチェ州２ 

フェルナンド・ダンテ・インペリアレ
（Fernando DANTE IMPERIALE) 

・不明 

・不明 

・不明 

・2012年カルメン市長選にPRDから出馬
し，落選。PRD党内予備選挙において，
元「市民運動」カンペチェ支部長ドゥラン
候補を破り，PRD知事候補に選出された。 

 

ライダ・サンソレス・サン・ロマン 

（Layda SANSORES SAN ROMÁN） 

・1945年8月7日（69歳） 

・カンペチェ州カンペチェ市出身 

・連邦上院議員 

・サンソレス元カンペチェ州知事とサン・
ロマン元連邦上院・下院議員の息女。
PRI党員として連邦下院議員（1991－94
年），連邦上院議員（1994－2000年）に
当選。1996年にPRI離党後，PRD，「市民
運動」，労働党と所属政党を変える。今
回の州知事選にはMorenaから出馬。 
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コリマ州 

ホセ・イグナシオ・ペラルタ・
サンチェス 

（José Ignacio PERALTA 
SÁNCHEZ) 

・1970年10月1日（44歳） 

・コリマ州コリマ市出身 

・前通信運輸省副大臣 

・元コリマ市長（2009－12
年）。2012年連邦上院議員
選では，コリマ州選出候補と
して名前が挙がっていた。 

ホセ・ルイス・プレシアード
（Jorge Luis PRECIADO） 

・1972年9月8日（42歳） 

・コリマ州コキマトラン市出
身 

・PAN上院会派長 

・元PRI党員。1996年より
PAN党員に。コリマ州議会
議員を二度（1997－2000年，
2006－2009年），連邦下院
議員（2003－06年）を務めた
後，2012年より連邦上院議
員。2013年よりPAN上院会
派長を務める。 

ホセ・フランシスコ・ガジャルド
（José Francisco GALLARDO） 

・1963年（月日は不明）（51歳） 

・メキシコ市出身 

・Morena党員 

・元軍人。公金横領の罪で服役
したことがある一方，軍人の人
権擁護活動などで有名。 
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ゲレロ州 

エクトル・アストゥディージョ・フ
ローレス 

(Héctor ASTUDILLO FLORES) 

• 1958年7月3日（56歳） 

• ゲレロ州チルパンシンゴ市出
身 

• ゲレロ州議会議員 

• 元連邦上院・下院議員，元チ
ルパンシンゴ市長，2005年に
続き２度目の同州知事選出馬。 

ホルヘ・カマチョ・ペニャロサ
（Jorge CAMACHO PEÑALOZA） 

• 1968年12月21日（46歳） 

• ゲレロ州サンタ・テレサ市出身 

• ゲレロ州議会議員 

• 元新聞記者。元ゲレロ州ラジ
オ・TV局局長。 

ベアトリス・モヒカ・モルガ
（Beatriz MOJICA 
MORGA) 

• 1973年2月25日（42歳） 

• ゲレロ州出身 

• 前ゲレロ州開発長官 

• アギ－レ前州知事が辞
職した際には，暫定知
事の候補として名が上
がっていた。 
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ゲレロ州２ 

アミルカル・サンドバル・バジェス
テロス 

(Amílcar SANDOVAL 
BALLESTEROS) 

・不明 

・ゲレロ州出身 

・Morenaゲレロ州主権（soberanía  
nacional）プロモーター 

・元PRD党員。60年代学生運動
の指導者パブロ・サンドバル・ラミ
レスの子息。2012年大統領選に
おいて，選挙プロセスに不正が
あったとし，票の再集計を求めた
市民運動「Contamos」を指揮した
ことで知られる。 

ルイス・ワルトン・アブルト
（Luis WALTON ABURTO） 

• １９４９年６月１日（６５歳） 

• ゲレロ州アカプルコ市出
身 

• アカプルコ市長 

• 連邦下院議員（２００３－０
６年），連邦上院議員（２０
０６－０８）を務めた後，２０
１０年より結集党最後の党
首（同党は２０１１年より
「市民運動」へ）。２０１２年
よりアカプルコ市長を務め
る。 

アルベルト・ロペス・ロサス
（Alberto LÓPEZ ROSAS） 

・1954年11月18日（60歳） 

・ゲレロ州アカプルコ市出身 

・前ゲレロ州検察長官 

・元ＰＲＤ党員。連邦下院議
員（1997－2000年），2002年
よりアカプルコ市長（2002－
05年）を務めた。PRDを離党
し、新政党「人道主義戦線
党」より出馬。 
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ミチョアカン州 

ホセ・アセンシオン・オリウエラ・バ
ルセナス 

(José Ascensión ORIHUELA 
BÁRCENAS) 

• 1952年5月19日（62歳） 

• ミチョアカン州シタクアロ市出身 

• 連邦上院議員 

• シタクアロ市長（1984－86年）の
ほか，連邦下院議員，ＰＲＩ州代
表を務めた経験を有する。前回ミ
チョアカン州知事選においても出
馬を目指したが，バジェホ前州知
事にPRI党内予備選で敗れた。 

ルイサ・マリア・カルデロ
ン・イノホサ（Luis Maria 
CALDERÓN HINOJOSA) 

• 1956年10月23日（58歳） 

• メキシコ市出身 

• 連邦上院議員 

• カルデロン前大統領の姉。
2011年の同州知事選に
続き，2度目の出馬。同
州知事選では，バジェホ
候補に次ぐ32.63％の票
を得た。 

シルバノ・アウレオレス・コ
ネホ（Silvano AUREOLES 
CONEJO) 

• 1965年8月25日（49歳） 

• ミチョアカン州カラクアロ
市出身 

• 前連邦下院議長 

• PRD創設者のうちのひと
り。ラサロ・カルデナス・ミ
チョアカン州知事時
（2002－08年）に同州農
業・牧畜開発長官を務め
た。2011年の同州知事選
に続き，2度目の出馬。 
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ヌエボ・レオン州 

イボンヌ・アルバレス・ガ
ルシア 

（Ivonne ÁLVAREZ 
GARCÍA） 

・1978年4月25日（36歳） 

・ヌエボ・レオン州モンテレ
イ市出身 

・連邦上院議員 

・地元テレビ局でリポー
ターを務めた後，政界へ。
ヌエボ・レオン州議会議員
（2003－06年）、グアダ
ルーペ市長（2009－12年）
を務めた後，2012年より
連邦上院議員。 

フェリペ・デ・ヘスス・カントゥ
（Felipe de  Jesús  CANTÚ） 

• 1966年5月9日（48歳） 

• ヌエボ・レオン州モンテレイ
市出身 

• 元連邦下院議員（2009－12
年）・元モンテレイ市長（2000
－03年） 

• マデロ党首派の有力候補と
言われたアレジャナス前モ
ンテレイ市長をＰＡＮ党内予
備選で破りPAN同州知事候
補に。 

 

フェルナンド・エリソンド・バラガン
（Fernado ELIZONDO 
BARRAGÁN） 

• 1949年1月16日（66歳） 

• ヌエボ・レオン州モンテレ市出
身 

• 前連邦上院議員（2006－2012 

• フォックス政権下でエネルギー
大臣（２００４－０５年），２００３
年にはヌエボ・レオン州暫定知
事を務めた経歴を持つ。２００９
年州知事選ではPANより出馬
し，約10万票差でメディナ現知
事に敗れた。今回の州知事選
では，地元経済界からの支持
を得て「市民運動」より出馬。 11 
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ヌエボ・レオン州２ 

ロヘリオ・ゴンサレス・ラ
ミレス 

（Rogelio GONZÁLEZ 
RAMÍREZ） 

・1943年12月21日（71
歳） 

・ヌエボ・レオン州サビナ
ス・イダルゴ市出身 

・Morenaヌエボ・レオン州
支部長 

・ヌエボ・レオン州を拠点
とする企業家。 

ヘスス・マリア・エリソンド・ゴ
ンサレス 

（Jesús María ELIZONDO 
GONZÁLEZ） 

• 不明 

• 不明 

• 元グアダルーペ市長（1994
－97年）・元モンテレイ市
長（1997－2000年） 

• 元ＰＡＮ党員であり，グアダ
ルーペ市長，モンテレイ市
長を務める。2014年にＰＡ
Ｎを離党，新政党「人道主
義戦線党」より出馬。 

ハイメ・エリオドロ・ロドリゲス・カルデ
ロン 

（Jaime Heliódoro RODRÍGUEZ 
CALDERÓN） 

• 1957年12月28日（57歳） 

• ヌエボ・レオン州ガレアナ市出身 

• 前ガルシア市長（2009－12年） 

• 33年間活動したPRIを離党し，無所
属候補として，今回の州知事選に
立候補。ガルシア市長時には，犯
罪組織に強圧的な姿勢を取り，自
身も2度の銃撃に遭った。その勇
敢な姿勢を称える者がいる一方，
同市の治安対策により，ガルシア
市の治安が悪化したとの評価もあ
ると言われる。 
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ケレタロ州 

ロベルト・ロヨラ・ベラ 

（Roberto LOYOLA VERA） 

・1967 年8月13日（47歳） 

・ケレタロ州ケレタロ市出身 

・ケレタロ市長 

・イグナシオ・ロヨラ元ケレタロ州
知事（１９９７－２００３，PAN）の弟。
カルサダ現州知事政権において
内務長官（２０１１－１２年）を務め
た。 

フランシスコ・ドミンゲス・セ
ルビエン 

（Francisco DOMÍNGUEZ 
SERVIÉN） 

• 1966年8月11日（48歳） 

• ケレタロ州ケレタロ市出身 

• 連邦上院議員 

• 元ケレタロ市長（2009－11
年）。畜産学を専門とする
獣医で，ケレタロ州自治
大学やモンテレイ工科大
学ケレタロキャンパスで教
鞭を執った経験を有する。
カルデロン前大統領に近
いと見られている。 

 

セリア・マヤ・ガルシア 

(Celia Maya GARCÍA) 

・不明 

・ケレタロ州ケレタロ市出身 

・ケレタロ州自治大学講師 

・法学者。ケレタロ州裁判所
判事などを務める。2003年
PRDよりケレタロ州知事選
に出馬し，落選。2012年、
連邦上院議員選にPRD－
労働党－「市民運動」より
出馬し，落選。 
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サン・ルイス・ポトシ州 

フアン・マヌエル・カレラス・ロペス 

（Juan Manuel CARRERAS LÓPEZ） 

・1962 年4月24日（52歳） 

・サン・ルイス・ポトシ州サン・ルイス・ポトシ市
出身 

・サン・ルス・ポトシ州教育長官 

・1981年PRI入党。PRIサン・ルイス・ポトシ州
支部選挙対策担当，PRI中央執行委員会国
際部長等を務める。2000年より連邦下院議
員（2000－03年）。トランソ現サン・ルイス・ポ
トシ州知事政権では，2013年より州教育長
官を務める。 

ソニア・メンドサ・ディアス 

（Sonia MENDOZA DÍAZ） 

• 1969年2月22日（46歳） 

• サン・ルイス・ポトシ州マテウアラ
市出身 

• 連邦上院議員 

• マテウアラ大学で教鞭を執った経
験を有する。1994年よりPAN党員。
サン・ルイス・ポトシ州議会議員
（2006－09年），連邦下院議員
（2009－12）を経て，2012年より連
邦上院議員。 
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ソノラ州 

クラウディア・パブロビッチ・アレジャノ
（Claudia PAVLOVICH ARELLANO） 

・1969年6月16日（45歳） 

・ソノラ州マグダレナ・デ・キノ市出身 

・連邦上院議員 

・アリシア・アレジャノ元エルモシージョ市長
の息女。自身も同市市長を務める（2000－03
年）。ソノラ州議会議員を務めた後（2006－
09年），2012年より連邦上院議員。2009年，
49名の幼児が死亡したABC保育園火災事件
で，同保育園のオーナを擁護する手紙を
送ったことから，強い批判を受けた。 

ハビエル・ガンダラ・マガニャ 

（Javier GÁNDARA MAGAÑA） 

• 不明 

• 不明 

• Fundación Ganfer会長 

• 90年代，PRIよりエルモシージョ市
長選への出馬の可能性を模索す
るが，党指名候補になることはで
きず。2003年よりPAN党員。2009
年エルモシージョ市長選に出馬し，
勝利。会長を務めるFundación 
Ganferは，若者のアルコール依存、
ドラッグ問題等の予防に取り組む。 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=7&str=PAN


ソノラ州２ 

カルロス・ナバーロ・ロペス(Carlos NAVARRO 
LÓPEZ) 

• １９５７年５月２０日生まれ（５７歳） 

• ソノラ州サン・イグナシオ・リオ・ムエルテ市
出身 

• ソノラ州議会議員 

• 元連邦下院議員（２００７－０９年），ソノラ大
学教授 

 

 

カルロス・ハビエル・ラマルケ・カノ 

(Carlos Javier LAMARQUE CANO) 

・不明 

・不明 

・Morenaソノラ州支部長 

・元PRDソノラ州支部長。元カヘメ市
長（1997－2000年） 
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http://www.google.co.jp/url?url=http://perspectivasonora.com.mx/denuncia-nueva-izquierda-trampas-en-eleccion-de-nuevo-presidente-del-prd/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jST2VP3lLY7l8AWQw4LACQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGN9cBp11xCzJaOY3i-TdUgx2LA2Q


連邦下院議員選挙 

◆連邦下院議員選挙制度概要 
小選挙区制と比例代表制から成る。定数のうち，300議席は小
選挙区により，残り200議席は全国5区から比例代表制で選出さ
れる。選挙権は18歳以上，被選挙権は21歳以上。 
 
◆連邦下院議員選比例候補者名簿 
全国選挙機関（INE）への立候補者登録が3月31日に締め切られ
たのち，INEのHP上で公表されたもの。全国5区に分かれた各区
毎に，各党は40名の候補者登録を行うことが出来る。なお，本資
料に記載されている候補者は，PRI，PAN，PRD主要三政党の名
簿上位者（5位まで）のみ。 
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第５区 

・コリマ州 

・ミチョアカン州 

・メキシコ州 

・イダルゴ州 

第１区 

・バハ・カリフォルニア州 

・バハ・カリフォルニア・スル州 

・ソノラ州 

・チワワ州 

・シナロア州 

・ハリスコ州 

・ドゥランゴ州 

・ナジャリット州 

第２区 

・コアウイラ州 

・ヌエボ・レオン州 

・タマウリパス州 

・サン・ルイス・ポトシ州 

・グアナファト州 

・ケレタロ州 

・サカテカス州 

・アグアスカリエンテス州 

第３区 

・ベラクルス州 

・オアハカ州 

・タバスコ州 

・チアパス州 

・カンペチェ州 

・ユカタン州 

・キンタナロー州 
第４区 

・ゲレロ州 

・モレロス州 

・メキシコ市 

・トラスカラ州 

・プエブラ州 

連邦選挙－比例区地図 
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ＰＲＩ 

ダビッド・ロペス・グティエレス 
(David López Gutiérez) 

大統領府広報官 

エステラ・デ・ヘスス・ポンセ・ベルト
ラン 
(Esthela de Jesús Ponce Beltrán) 

ラパス市長 

エンリケ・ジャクソン・ラミレス 
(Erique Jackson Ramírez) 

元連邦上院議員（シナロ
ア州選出） 

マルタ・タマーヨ 
(Martha Tamayo) 

PRIシナロア州支部長 

ラファエル・ジェレナ・サンブラーノ 
(Rafael Yerena Zambrano) 

メキシコ労働者連合ハリ
スコ州支部長 

１区（１位～５位） 
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http://www.google.co.jp/url?url=http://proyecto3.mx/2014/09/david-lopez-y-el-ii-informe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wLr0VJO5D830oASMmIGoAg&ved=0CCEQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGFIydd8wmjwgqWV9oDcr1WLVJ9pQ
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.radarpolitico.com.mx/2012/06/28/convoca-esthela-ponce-a-votar-este-1-de-julio/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aM_0VIC5H4nksATzjICwAQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNESWeSQifarxahtkOcc60sMpIHGIw
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2343888.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ctL0VMX_Ku6LsQTo2IGADQ&ved=0CCwQ9QEwBw&usg=AFQjCNH-qcpTLIh-_1L6MhWhzOwCGYaf3w
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=159027&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=29X0VLWWGo2E8gXWlIA4&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEj9wWhhrRSLRhJ91Zeu_CYhGUMZQ
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.snipview.com/q/Rafael_Yerena_Zambrano&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F9b0VLHaFZXW8gX23IGQDA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHTn3BABZ-jse9mPNDpbFpl3lYinQ


ＰＲＩ 

ホルヘ・エンリケ・ダビラ 
(Jorge Enríque Dávila) 

メキシコ全国商業・サービ
ス・観光会議所連合会長 

バルバラ・ボテージョ・サンティバ
ニェス 
(Bárbara Botello Santibáñez) 

レオン市長 

バルタサル・イノホサ・オチョア 
(Baltasar Hinojosa Ochoa) 

農牧省農畜流通支援サー
ビス（Aserca）長官 

マリセラ・エチェベリ・アランダ 
(Maricela Etheverry Aranda) 

元レオン市家族統合発展
システム（DIF）長官 

ハビエル・ゲレロ・ガルシア 
(Javier Guerrero García) 

元社会開発省副大臣 

２区（１位～５位） 
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http://www.google.co.jp/url?url=http://www.noticiasmvs.com/
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.grupomiradio.mx/portal/?p=86606&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ttf0VMnwIMO2mwXWp4GwAg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFHyzNk1zNnC05xn-egr6xlcrgh5g
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2014/03/24/gobierno/leon/contraloria-azul-etcheverry-facturo-empresas-inexistentes
http://www.google.co.jp/url?url=http://elfederalista.mx/?p=64670&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Btn0VNrNBM6l8AW-poCQBg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHK_UCe6UVtRElwMGB9312rq19HUA


ＰＲＩ 

ホルヘ・カルロス・ラミレス・マリン 
(Jorge Carlos Ramírez Marín) 

前農地・土地・都市開発大
臣 

イボンヌ・オルテガ・パチェコ 
(Ivonne Ortega Pacheco) 

PRI幹事長 

ビルヒリオ・ダニエル・メンデス・バ
サン 
(Virgilio Daniel Méndez Bazán) 

元国防副大臣 

アドリアーナ・オルティス・ランス 
(Adriana Ortiz Lanz) 

カンペチェ自治大学学長 

カルロス・フェデリコ・キント 
(Carlos Federico Quinto) 

元海軍副大臣 

３区（１位～５位） 
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http://www.google.co.jp/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Carlos_Ram%C3%ADrez_Mar%C3%ADn&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TNn0VO_hNYnt8AXE84C4BA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHHBesbT5qKkDh6YHCj_7yUohU24A
http://www.google.co.jp/url?url=http://comunicacampeche.com.mx/Php/noticiacomlocal.php?id=57054&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G9r0VKbLFtjc8AWesILwCA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNE2tKoNzNOs4UP5d0WaJhrS9X3GuA


ＰＲＩ 

マヌエル・バジェホ・バラガン 
(Manuel Vallejo Barragán) 

社会保険庁労働組合委員
長 

マリア・エステル・シュチェルマン 
(María Esther Scherman) 

宝くじ公社総裁 

フェルナンド・ナバレテ・ペレス 
(Fernando Navarrete Pérez) 

石油労働者組合幹部 

カルメン・サリナス 
(Carmen Salinas) 

女優 

マティアス・ナサリオ・モラレス 
(Matias Nazario Morales) 

モレロス州議会議員 

４区（１位～５位） 
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ＰＲＩ 

セサル・カマチョ・キロス  
(César Camacho Quiroz) 

PRI党首 

マルセラ・ゴンサレス・サラス 
(Marcela González Salas) 

元エカテペック市長 

トリスタン・カナレス・ナハル 
(Tristán Canales Najar) 

アステカテレビ社幹部 

エリカ・アラセリ・ロドリゲス 
(Érika Araceli Rodríguez) 

PRIイダルゴ州女性部長 

カルロス・イリアルテ・メルカド 
(Carlos Iriarte Mercado) 

PRIメキシコ州支部長 

５区（１位～５位） 

23 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.imagen.com.mx/camacho-quiroz-reitera-deslinde-priista-respecto-del-ex-gobernador-de-tabasco&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pdz0VIS0FsTesATD84KACw&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNErEnfN6cYzVcTNlTbAqFpVZHxvrA


PAN 

 グスタボ・マデロ・ムニョス 
(Gustavo Madero Muñoz) 

PAN党首 

マリア・エロイサ・タラベラ・エルナン
デス 
(María Eloísa Talavera Hernández) 

元社会保険庁幹部 

アグスティン・ロドリゲス・トーレス 
( Agustín Rodoríguez Torres) 

ソノラ州知事秘書 

テレサ・デ・ヘスス・リサラガ・フィゲ
ロア 
(Teresa de Jesús Lizarraga Figueroa) 
 

ソノラ州公務員共済庁長官 

エルミニオ・コラル・エストラダ 
(Herminio Corral Estrada) 

元PANバハ・カリフォルニ
ア・スル州支部長 

１区（１位～５位） 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=7&str=PAN
http://www.google.co.jp/url?url=http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/9541-queda-al-descubierto-a-nivel-nacional-corrupci%C3%B3n-del-isssteson.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I09aVZv0DubcmAXV14D4BA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH7jr1ghvy36VQIbQYcLiwbJOqokQ
http://www.google.co.jp/url?url=http://temasysucesos.blogspot.com/2013/06/dialogos-de-politica_13.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FFBaVY_3N4ju8gXPm4GQCw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF8LDLlOG7PDI99RLOIoH8KMBIzLQ
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アルフレッド・ハビエル・ロドリゲス 
(Alfredo Javier Rodríguez) 

ヌエボ・レオン州議会議員 

マイラ・アンヘリカ・エンリケス 
(Mayra Angélica Enríquez) 

元レオン市長秘書 

アルマンド・リベラ・カスティジェホス 
(Armando Rivera Castillejos) 

元ケレタロ市長 

ロレナ・デル・カルメン・アルファロ・
ガルシア 
(Lorena Del Carmen Alfaro García) 

イラプアト市事務局長 

バルタサル・マルティネス・モンテマ
ヨール 
(Baltazar Martínez Montemayor) 

ヌエボ・レオン州議会議員 

２区（１位～５位） PAN 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=7&str=PAN
http://www.google.co.jp/url?url=http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=2306589&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dFtaVZ4E4a-YBdjjgIAH&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNEc83AxsVbnS44ixF15N2cZUkLBrw


PAN 
ミゲル・アンヘル・ユネス 
(Miguel Ángel Yunes) 

元ベラクルス州知事候補 

ジャネット・オバンド・レアソラ 
(Janette Ovando Reazola) 

元連邦下院議員 

ホアキン・ディアス・メナ 
( Joaquín Díaz Mena) 

元ユカタン州知事候補 

カティア・マリア・ボリオ・ピネロ 
(Kathia María Bolio Pinelo) 

PANユカタン支部評議員 

エンリケ・カンバラニス・トーレス 
(Enrique Cambranis Torres ) 

PANベラクルス州支部長 

３区（１位～５位） 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=7&str=PAN
https://www.google.co.jp/url?url=https://twitter.com/kathiabolio&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=L2VaVaawJIK3mwWU94DQAg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHpVmBn-ow3vFs3zd5WjYeQAAehPg
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.lapolitica.com.mx/?p=152445&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pWVaVYuTHIfGmAWrl4GwCQ&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG2_oqPcmHG8VKQDMPQH1hdRlwnpw
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エウキッド・カスタニョン・エレラ 
(Eukid Castañón Herrera) 

プエブラ州議会議員 

セシリア・ロメロ・カスティージョ 
(Cecilia Romero Castillo) 

元PAN暫定党首 

サンティアゴ・タボアダ・コルティナ 
(Santiago Taboada Cortina) 

メキシコ市議会議員 

モニカ・ロドリゲス・デラ・ベッチア 
(Monica Rodríguez Della Vecchia) 
 

PANプエブラ州党員 
（ロドリゲスPANプエブラ支
部長の妻） 

フアン・コラル・ミエル 
(Juan Corral Mier) 
 

PANトラスカラ州党員 

PAN 
４区（１位～５位） 

http://www.google.co.jp/url?url=http://iappuebla.edu.mx/portal/?option=com_k2&view=item&id=1:presidente&Itemid=11&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NgDuVI3vEYKhyASho4HADw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGb5DTGZNY7R0FCjVhWn-iGqCbihg
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.pandiputadosdf.mx/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sADuVL_tI8mLyASUhYHwDQ&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGRZj6c2T9xiATyfmAEi595ziPwWA
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=7&str=PAN
http://www.google.co.jp/url?url=http://politicatlaxcala.com.mx/noticias/tlaxcala/rumbo2015/462-continua-guerra-al-interior-del-pan-corral-mier-supera-a-perez-rodriguez&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=g29aVZqTGoe4mAX-9YDAAw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGX9vTpyTtCahWctJ3D1WJFJfQm6A


PAN 

ウリセス・ラミレス・ヌニョス 
(Ulises Ramírez Nuñoz) 

メキシコ州議会議員 

ミネルバ・エルナンデス・ラモス 
(Minerva Hernández Ramos) 

元連邦上院議員（トラスカラ
州選出） 

マルコ・アントニオ・コルテス・メンドサ 
( Marko Antonio Cortés Mendoza) 

元連邦上院議員（ミチョアカ
ン州選出） 

グレーテル・クリン・ハイメ 
(Gretel Culin Jaime) 

コリマ州議会議員 

ホセ・アントニオ・サラス・バレンシア  
(José Antonio Salas Valencia) 

ロス・レジェス市長 

５区（１位～５位） 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=7&str=PAN
http://www.google.co.jp/url?url=http://noticiaenlinea.com/2012/12/el-presidente-de-los-reyes-jose-antonio-salas-valencia-prepara-su-primer-informe-de-gobierno-municipal/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_nJaVe_zHeHNmwXHhYBg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGHaBr8QO4aPFhGdPBYjMsrKiihjg


PRD 
グアダルーペ・アコスタ・ナランホ 
(Guadalupe Acosta Naranjo) 

元連邦下院議長 

オルテンシア・アラゴン・カスティー
ジョ(Hortensia Aragón Castillo) 

チワワ州議会議員 

フアン・カルロス・ゲレロ・ファウスト 
(Juan Carlos Guerrero Fausto) 

PRDハリスコ支部長代理 

エバ・ルシア・ラングアリン 
(Eva Lucía Langüarín) 

 
 

ホルヘ・アルフレッド・ガミス 
(Jorge Alfredo Gamis) 

１区（１位～５位） 
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http://www.google.co.jp/url?url=http://www.dossier.com.mx/21-11-14/contra.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BwjuVIKaHsSuyASoqoLgCQ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEEg5jvlcNNmz9N-44DX-spk-a5cA
http://www.google.co.jp/url?url=http://davizondiputado.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kwnuVO3jCcmwyASplYLoDw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEKKOZzKmY3oAeNIqFesYnozYG4uQ


PRD 

アグスティン・バサベ・ベニテス 
(Agustín Basave Benítez) 

元連邦下院議員（ヌエボ・
レオン州選出） 

タニア・ビクトリア・アルビホ・エレラ
(Tania Victoria Arvijo Herrera) 

ワルド・フェルナンデス・ゴンサレス 
(Waldo Fernández González) 

マリベル・ベルナル・サンチェス 
(Maribel Bernal Sánchez) 

エリック・ロンゴリア・マルティネス 
(Erik Longoria Martínez) 
 

２区（１位～５位） 
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PRD 

カンデラリオ・ペレス・アルバラド 
(Candelario Pérez Alvarado) 

PRDタバスコ支部長 

カレン・オルネイ・ラミレス・ペラルタ 
(Karen Orney Rámirez Peralta) 

フェリペ・レジェス・アルバレス 
(Felipé Reyes Álvarez) 

元ロマ・ボニータ市長 

ナタリア・カリナ・バロン・オルティス 
(Natalia Karina Barón Ortiz) 

労働者・農民・民衆連合
（UGCOP）幹部 

フリオ・サルダニャ・モラン 
(Julio Saldaña) 

 
 

３区（１位～５位） 
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http://www.google.co.jp/url?url=http://www.tabascohoy.com/2/notas/?ID=150627&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lBDuVKq8CZWnyAScooLYAg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNG9g99SypLi7i6Gq3FxDifVmZqBBg
https://www.google.co.jp/url?url=https://es-la.facebook.com/felipe.reyesalvarez&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dxHuVIyoENi1yATX9YC4Cw&ved=0CCwQ9QEwBg&usg=AFQjCNHt9lJ4_Gl3xYDNoZixhRTZ3b_1Tg
http://www.google.co.jp/url?url=http://peoplecheck.de/s/karina+baron&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BxLuVInCGYi1yQTksILwDQ&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFqqSlO8ITJRj1H2CmkxKCsyS-pOA


PRD 
ホセ・デ・ヘスス・サンブラーノ・グリハル
バ 
(José de jesús Zambrano Grijalva) 

前PRD党首 

クリスティナ・ガイタン・エルナンデス 
(Cristina Gaitán Hernández) 

ルイス・マルドナード・ベネガス 
(Luis Maldonado Venegas) 

プエブラ州知事秘書 

フリアン・マリセラ・コントレラス 
(Julian Maricela Contreras) 

トラルパン区長 
 

フアン・フェルナンド・ルビオ・キロス 
(Juan Fernando Rubio Quiroz) 

４区（１位～５位） 
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PRD 

オマル・オルテガ・アルバレス 
(Omar Ortega Alvarez) 

PRDメキシコ支部長 

カレン・ウルタド・アラーナ 
(Karen Hurtado Arana) 

トーマス・オクタビアノ・フェリックス 
(Tomás Octaviano Reyes) 

マリア・エリダ・カステラン・モンドラゴン 
(Élida Castelán Mondragon) 

PRDメキシコ支部局事
務局長 

フィデル・カルデロン・トーレブランカ 
(Fidel Calderón Torreblanca) 

ミチョアカン州議会議
員 

５区（１位～５位） 
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