
連邦構成主体と行政首長名（改訂 2008年3月現在）

中央連邦管区

ベルゴロド州 エブゲニー・サフチェンコ

ブリャンスク州 ニコライ・デニン

ウラジミル州 ニコライ・ビノグラードフ

ボロネジ州 ウラジーミル・クラコフ

イワノヴォ州 ミハイル・メーニ

カルーガ州 アナトーリ・アルタモノフ

コストロマ州 イーゴリ・スルニャーエフ

クルスク州 アレクサンドル・ミハイロフ

リペツク州 オレグ・コロリョフ

モスクワ州 ボリス・グロモフ

オリョール州 エゴール・ストロエフ

リャザン州 オレグ・コワリョフ

スモレンスク州 セルゲイ・アントゥーフィエフ

タンボフ州 オレグ・ベーチン

トヴェリ州 ドミトリー・ゼレーニン

トゥーラ州 ビャチェスラフ・ドゥトカ

ヤロスラブリ州 セルゲイ・ワフルコフ

モスクワ市 ユーリ・ルシコフ

北西連邦管区

カレリア共和国 セルゲイ・カタナンドフ

コミ共和国 ウラジーミル・トルロポフ

アルハンゲリスク州 イリヤ・ミハリチュク

ボログダ州 ビャチェスラフ・ポズガレフ

カリニングラード州 ゲオルギー・ボース

レニングラード州 ワレーリ・セルジュコフ

ムルマンスク州 ユーリ・エウドキモフ

ノブゴロド州 セルゲイ・ミーチン

プスコフ州 ミハイル・クズネツォフ

サンクトペテルブルグ市 ワレンチーナ・マトビエンコ

ネネツ自治管区 ワレーリ・ポタペンコ

南連邦管区

アドゥイゲヤ共和国 アスランチェリア・トハクシノフ

ダゲスタン共和国 ムフ・アリエフ

イングシェチア共和国 ムラート・ジャジコ

カバルジノ・バルカリア共和国 アルセン・カノコフ

カルムイキア共和国 キルサン・イリュムジノフ

カラチャエヴォ・チェルケス共和国 ムスタファ・バドゥイエフ

北オセチア共和国 タイムラズ・マムスーロフ

チェチェン共和国 ラムザン・カドゥイロフ

クラスノダル地方 アレクサンドル・トカチョフ

スタブロポリ地方 アレクサンドル・チェルノゴロフ

アストラハン州 アレクサンドル・ジルキン

ボルゴグラード州 ニコライ・マクシュータ

ロストフ州 ウラジーミル・チュブ
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注：合併により下位行政単位に移行し、連邦構成主体でなくなったもの――コリャーク自治管区、コミ・ペルミャト自治管区、　

　　　　　　　　　　　　　　　　　アギン・ブリャート自治管区、エベンク自治管区、ウスチオルダ・ブリャート自治管区

Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî

Íèêîëàé Äåíèí

Íèêîëàé Âèíîãðàäîâ

Âëàäèìèð Êóëàêîâ

Ìèõàèë Ìåíü

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ

Èãîðü Ñëþíÿåâ

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ

Îëåã Êîðîëåâ

Áîðèñ Ãðîìîâ

Åãîð Ñòðîåâ

Îëåã Êîâàëåâ

Ñåðãåé Àíòóôüåâ

Îëåã Áåòèí

Äìèòðèé Çåëåíèí

Âÿ÷åñëàâ Äóäêà

Ñåðãåé Âàõðóêîâ

Þðèé Ëóæêîâ

Ñåðãåé Êàòàíàíäîâ

Âëàäèìèð Òîðëîïîâ

Èëüÿ Ìèõàëü÷óê

Âÿ÷åñëàâ Ïîçãàëåâ

Ãåîðãèé Áîîñ

Âàëåðèé Ñåðäþêîâ

Þðèé Åâäîêèìîâ

Ñåðãåé Ìèòèí

Ìèõàèë Êóçíåöîâ

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî

Âàëåðèé Ïîòàïåíêî

Àñëàí÷åðèÿ Òõàêóøèíîâ

Ìóõó Àëèåâ

Ìóðàò Çÿçèêî

Àðñåí Êàíîêîâ

Êèðñàí Èëþìæèíîâ

Ìñòàôà Áàòäûåâ

Òàéìóðàç Ìàìñóðîâ

Ðàìçàí Êàäûðîâ

Àëåêñàíäð Òêà÷åâ

Àëåêñàíäð ×åðíîãîðîâ

Àëåêñàíäð Æèëêèí

Íèêîëàé Ìàêñþòà

Âëàäèìèð ×óá



沿ボルガ連邦管区

バシコルスタン共和国 ムルタザ・ラヒモフ

マリーエル共和国 レオニード・マルケロフ

モルドビア共和国 ニコライ・メルクシキン

タタルスタン共和国 ミンティメル・シャイミエフ

ウドゥムルト共和国 アレクサンドル・ボルコフ

チュワシ共和国 ニコライ・フョードロフ

キーロフ州 ニコライ・シャクレイン

ニジェゴロド州 ワレーリ・シャンツェフ

オレンブルグ州 アレクセイ・チェルヌイショフ

ペンザ州 ワシーリ・ボチカリョフ

ペルミ地方 オレーグ・チルクノフ

サマラ州 ウラジーミル・アルチャコフ

サラトフ州 パヴェル・イパートフ

ウリヤノフ州 セルゲイ・モローゾフ

ウラル連邦管区

クルガン州 オレグ・ボゴモロフ

スベルドロフスク州 エドゥアルド・ロッセリ

チュメニ州 ウラジーミル・ヤクシェフ

チェリャビンスク州 ピョートル・スミン

ハントゥイ・マンシ自治管区 アレクサンドル・フィリペンコ

ヤマロ・ネネツ自治管区 ユーリ・ネヨーロフ

シベリア連邦管区

アルタイ共和国 アレクサンドル・ベルドニコフ

ブリャート共和国 ビャチェスラフ・ナゴヴィツィン

トゥイワ共和国 ショルバン・カラオル

ハカシア共和国 アレクセイ・レベジ

アルタイ地方 アレクサンドル・カルリン

クラスノヤルスク地方 アレクサンドル・フロポーニン

イルクーツク州 アレクサンドル・チシャーニン

ケメロボ州 アマンゲリドゥイ・トゥレーエフ

ノボシビルスク州 ビクトル・トロコンスキー

オムスク州 レオニード・ポレジャエフ

トムスク州 ビクトル・クレス

ザバイカル地方 ラビリ・ゲニアトゥーリン

極東連邦管区

サハ（ヤクート）共和国 ビャチェスラフ・シュトゥイロフ

沿海地方 セルゲイ・ダリキン

ハバロフスク地方 ビクトル・イシャエフ

アムール州 ニコライ・コレソフ

カムチャトカ地方 アレクセイ・クジミツキー

マガダン州 ニコライ・ドゥードフ

サハリン州 アレクサンドル・ホロシャービン

ユダヤ自治州 ニコライ・ボルコフ

チュクチ自治管区 ロマン・アブラモビッチ
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★印＝合併により名称変更（チタ州⇒ザバイカル地方、カムチャトカ州⇒カムチャトカ地方）　

注：地方は êðàé の和訳

Ìóðòàçà Ðàõèìîâ

Ëåîíèä Ìàðêåëîâ

Íèêîëàé Ìåðêóøêèí

Ìèíòèìåð Øàéìèåâ

Àëåêñàíäð Âîëêîâ

Íèêîëàé Ôåäîðîâ

Íèêîëàé Øàêëåèí

Âàëåðèé Øàíöåâ

Àëåêñåé ×åðíûøåâ

Âàñèëèé Áî÷êàðåâ

Îëåã ×èðêóíîâ

Âëàäèìèð Àðòÿêîâ

Ïàâåë Èïàòîâ

Ñåðãåé Ìîðîçîâ

Îëåã Áîãîìîëîâ

Ýäóàðä Ðîññåëü

Âëàäèìèð ßêóøåâ

Ïåòð Ñóìèí

Àëåêñàíäð Ôèëèïåíêî

Þðèé Íååëîâ

Àëåêñàíäð Áåðäíèêîâ

Âÿ÷åñëàâ Íàãîâèöûí

Øîëáàí Êàðà-îîë

Àëåêñåé Ëåáåäü

Àëåêñàíäð Êàðëèí

Àëåêñàíäð Õëîïîíèí

Àëåêñàíäð Òèøàíèí

Àìàí-ãåëüäû Òóëååâ

Âèêòîð Òîëîêîíñêèé

Ëåîíèä Ïîëåæàåâ

Âèêòîð Êðåññ

Ðàâèëü Ãåíèàòóëèí

Âÿ÷åñëàâ Øòûðîâ

Ñåðãåé Äàðüêèí

Âèêòîð Èøàåâ

Íèêîëàé Êîëåñîâ

Àëåêñåé Êóçüìèöêèé

Íèêîëàé Äóäîâ

Àëåêñàíäð Õîðîøàâèí

Íèêîëàé Âîëêîâ

Ðîìàí Àáðàìîâè÷


