
政党・名簿登載者氏名 得票数 得票総数 政党得票数 名簿登載者得票数 候補者数
日本共産党 56666.766 55004 1662.766 25

第二院クラブ 6000.012 3736 2264.012 10
維新政党・新風 541 450 91 2

女性党 5828 5132 696 2
無所属の会 1213 1074 139 1

保守党 11210 6554 4656 5
民主党 114102.264 80884 33218.264 28

新社会党 2282.817 1681 601.817 3
自由連合 8264.58 5197 3067.58 47
公明党 65667.15 17464 48203.15 17

自由民主党 241171.294 184901 56270.294 27
社会民主党 30741.577 22807 7934.577 10

自由党 36783.184 34914 1869.184 17
新党・自由と希望 2624.185 986 1638.185 10

日本共産党 筆　坂　　秀　世 226
日本共産党 笠　井　　あ　き　ら 87
日本共産党 吉　川　　春　子 135.113
日本共産党 石　井　　正　二 104.246
日本共産党 井　上　　さ　と　し 506.839
日本共産党 紙　　智　子 74
日本共産党 小　林　　み　え　こ 147.279
日本共産党 仁　比　　そうへい 20
日本共産党 松　竹　　伸　幸 7
日本共産党 青　池　　昌　道 4
日本共産党 井　口　　ま　み 47
日本共産党 池　田　　真　理　子 26
日本共産党 板　見　　奈　津　子 6
日本共産党 伊　藤　　岳 7.14
日本共産党 岩　藤　　智　彦 2
日本共産党 小　倉　　正　行 5
日本共産党 小　田　　一　郎 35
日本共産党 加　藤　　幹　夫 8.216
日本共産党 河　江　　明　美 2
日本共産党 駒　井　　正　男 13
日本共産党 平　　静　丸 7
日本共産党 田　村　　智　子 34.933
日本共産党 中　条　　正　実 6
日本共産党 成　宮　　ま　り　子 92
日本共産党 美　見　　み　ち　子 60

第二院クラブ 青　島　　幸　男 2217.012
第二院クラブ 吉　村　　成　子 16
第二院クラブ 福　岡　　秀　広 4
第二院クラブ 岡　部　　昌　平 4
第二院クラブ 畑　　滋 12
第二院クラブ 鈴　木　　伊　豫 1
第二院クラブ 原　　秀　介 2
第二院クラブ 菊　池　　正 1
第二院クラブ 菅　野　　格 2
第二院クラブ 奥　中　　惇　夫 5

維新政党・新風 小　山　　和　伸 65
維新政党・新風 魚　谷　　哲　央 26

女性党 町　山　　恵　子 305
女性党 しのはら　　ふ　さ　子 391

無所属の会 野　屋　敷　　い　と　こ 139
保守党 扇　　　千　景 4495
保守党 三　沢　　淳 66
保守党 あ　ら　い　　和　夫 43
保守党 滝　本　　やすゆき 21
保守党 鬼　沢　　慶　一 31
民主党 あ　さ　ひ　　俊　弘 1718
民主党 いけぐち　　修　次 1115
民主党 石　川　　由　美　子 104
民主党 伊　藤　　もとたか 1689.629
民主党 太　田　　のぶまさ 108.259
民主党 大　橋　　巨　泉 3281
民主党 片　山　　み　つ　よ 52
民主党 神　永　　れ　い　子 61
民主党 神　本　　み　え　子 2574
民主党 幸　田　　シャーミン 873
民主党 佐　藤　　道　夫 640.65
民主党 島　影　　せ　い　子 46
民主党 須　藤　　甚　一　郎 29
民主党 高　比　良　　正　司 42.519
民主党 高　見　　裕　一 3203

政党別名簿登載者別得票数



民主党 竹　村　　泰　子 83
民主党 田　原　　す　み　れ 27
民主党 ツルネン　　マルテイ 467
民主党 寺　山　　と　し　お 65
民主党 とみなが　　照　子 26
民主党 にしこおり　　淳 226
民主党 ひ　ぐ　ち　　恵　子 327
民主党 ふじわら　　正　司 4158.445
民主党 前　川　　忠　夫 2420
民主党 村　木　　弥　生 41
民主党 森　元　　美　代　治 63.762
民主党 柳　沢　　みつよし 4102
民主党 若　林　　ひ　で　き 5675

新社会党 矢　田　部　　理 68
新社会党 岡　崎　　ひ　ろ　み 173
新社会党 小　森　　たつくに 360.817
自由連合 石　井　　一　ニ 211.246
自由連合 野　坂　　昭　如 275
自由連合 和　田　　静　夫 11
自由連合 高　橋　　三　千　綱 30
自由連合 上　草　　義　輝 7
自由連合 佐　藤　　こうぞう 127.408
自由連合 戸　川　　昌　子 30
自由連合 江　藤　　愼　一 14
自由連合 畑　中　　か　ず 21
自由連合 月　亭　　可　朝 137
自由連合 わたなべ　　え　み 33.425
自由連合 金　城　　ヒ　ロ　シ 20
自由連合 佐　山　　サ　ト　ル 263
自由連合 高　野　　よしひろ 10
自由連合 相　良　　じゅいち 4
自由連合 中　平　　ま　み 8
自由連合 嵐 64
自由連合 玉　元　　一　夫 22
自由連合 小　林　　則　子 9.536
自由連合 高　　信　太　郎 3
自由連合 川　島　　み　の　る 17
自由連合 堀　田　　祐　美　子 11
自由連合 古　川　　の　ぼ　る 4
自由連合 佐　々　木　　ふ　み　お 19
自由連合 荒　勢 11
自由連合 田　中　　よ　し　こ 51.42
自由連合 千　葉　　マ　リ　ア 25
自由連合 若　井　　ぼ　ん 29
自由連合 梅　木　　つねあき 4
自由連合 ドクター・中　松 321
自由連合 渡　辺　　文　学 9.647
自由連合 秀　島　　一　生 1
自由連合 岸　野　　ま　さ　み 75
自由連合 菅　原　　研　治 9
自由連合 山　本　　清 17.124
自由連合 杉　山　　ひ　で　お 5
自由連合 山　下　　典　子 696
自由連合 藤　林　　紫　陽 6
自由連合 井　上　　む　つ　き 8.159
自由連合 中　田　　三　四　郎 3
自由連合 も　ち　だ　　哲　也 7
自由連合 東　　良　平 311
自由連合 加　藤　　しょうき 3
自由連合 羽　柴　　誠三秀吉 78
自由連合 中　島　　ゆういち 8.149
自由連合 大　久　保　　カ　オ　ル 9
自由連合 加　藤　　元 28.466
公明党 渡　辺　　た　か　お 176.926
公明党 加　藤　　しゅういち 130.315
公明党 魚　住　　裕　一　郎 160.918
公明党 遠　山　　清　彦 601
公明党 草　川　　昭　三 467
公明党 山　本　　か　な　え 45694.589
公明党 福　本　　じゅんいち 340
公明党 こ　ば　　健　太　郎 348
公明党 中　山　　と　も　子 60
公明党 平　田　　みちのり 14
公明党 伊　藤　　日　出　夫 13.225
公明党 おおくら　　由　美 21
公明党 小　林　　れ　い　こ 66.177
公明党 中　川　　京　子 45
公明党 石　渡　　由　美　子 6



公明党 江　藤　　誠仁右衛門 43
公明党 常　磐　津　　八重太夫 16

自由民主党 有　村　　は　る　こ 9209.884
自由民主党 い　わ　い　　国　臣 2852
自由民主党 魚　住　　ひろひで 625.067
自由民主党 大　仁　田　　厚 2980
自由民主党 お　つ　じ　　秀　久 1703
自由民主党 小　野　　清　子 2488
自由民主党 かまもと　　邦　茂 601
自由民主党 小　泉　　あ　き　お 2010
自由民主党 こ　う　そ　　憲　治 5248
自由民主党 近　藤　　た　け　し 1235
自由民主党 桜　井　　し　ん 678
自由民主党 佐　藤　　た　だ　し 106.935
自由民主党 山　東　　昭　子 1135
自由民主党 清　水　　か　よ　こ 1007.343
自由民主党 末　広　　ま　き　こ 163
自由民主党 武　見　　敬　三 1269
自由民主党 だんもと　　幸　男 2694.986
自由民主党 中　島　　ひ　ろ　お 1258.849
自由民主党 中　原　　そ　う 695
自由民主党 橋　本　　聖　子 753
自由民主党 福　島　　けいしろう 1773
自由民主党 藤　井　　もとゆき 1786
自由民主党 藤　野　　きみたか 470
自由民主党 ますぞえ　　要　一 11938
自由民主党 水　島　　ゆ　た　か 81
自由民主党 森　元　　つ　ね　お 728.23
自由民主党 よ　だ　　智　治 781
社会民主党 オ　ー　タ　　昌　秀 1448.738
社会民主党 田　嶋　　陽　子 4519
社会民主党 田　　英　夫 792
社会民主党 清　水　　す　み　こ 119.09
社会民主党 谷　本　　た　か　し 333
社会民主党 船　橋　　く　に　子 495
社会民主党 又　市　　征　治 21
社会民主党 ふじわら　　勝　彦 84.507
社会民主党 戸　田　　二　郎 88.242
社会民主党 大　島　　よしのり 34

自由党 田　村　　秀　昭 375.062
自由党 戸　田　　く　に　じ 94.755
自由党 あ　そ　　重　樹 23
自由党 荒　木　　詩　郎 11
自由党 井　脇　　ノ　ブ　子 46
自由党 大　江　　やすひろ 133
自由党 岡　村　　みつよし 22
自由党 き　も　と　　由　孝 30
自由党 こ　が　　たかあき 64
自由党 清　水　　のぶつぐ 202.557
自由党 下　村　　高　明 17
自由党 菅　原　　としあき 25
自由党 西　岡　　武　夫 325
自由党 広　野　　た　だ　し 39
自由党 村　田　　な　お　じ 39.571
自由党 村　本　　り　え　子 33
自由党 山　本　　よ　う　こ 389.239

新党・自由と希望 白　川　　勝　彦 1252
新党・自由と希望 安　東　　尚　美 16
新党・自由と希望 う　す　き　　け　い　こ 18
新党・自由と希望 児　玉　　か　が　り 5
新党・自由と希望 こ　も　り　　て　い　じ 34.177
新党・自由と希望 庄　野　　ひ　さ　し 115
新党・自由と希望 田　中　　良　太 9.58
新党・自由と希望 福　永　　恵　治 13
新党・自由と希望 宮　崎　　学 145
新党・自由と希望 村　田　　さ　と　し 30.428


