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政党 届出名 氏名 本名 ﾌﾘｶﾞﾅ 自票 按分票 得票合計
日本共産党 小池 晃 小池 晃 小池 晃 こいけ あきら 8 8.000
日本共産党 山下 よしき 山下 芳生 山下 芳生 やました よしき 7 7.000
日本共産党 紙  智子 内山 智子 内山 智子 かみ ともこ 8 8.000
日本共産党 井上 さとし 井上  哲士 井上  哲士 いのうえ さとし
日本共産党 仁比 そうへい 仁比 聡平 仁比 聡平 にひ そうへい
日本共産党 梅村 さえこ 関口 早江子 関口 早江子 うめむら さえこ
日本共産党 しいば かずゆき 椎葉 寿幸 椎葉 寿幸 しいば かずゆき
日本共産党 ⻘山 了介 ⻘山 了介 ⻘山 了介 あおやま りょうすけ

日本共産党 有坂 ちひろ 有坂 ちひろ 有坂 ちひろ ありさか ちひろ 1 1.000
日本共産党 伊藤 達也 伊藤 達也 伊藤 達也 いとう たつや
日本共産党 伊藤 りち子 伊藤 理智子 伊藤 理智子 いとう りちこ
日本共産党 大野 聖美 大野 聖美 大野 聖美 おおの さとみ
日本共産党 鎌野 祥二 鎌野 祥二 鎌野 祥二 かまの しょうじ
日本共産党 小久保 剛志 秋山 剛志 秋山 剛志 こくぼ たけし
日本共産党 佐藤 ちひろ 奥⻄ ちひろ 奥⻄ ちひろ さとう ちひろ
日本共産党 島袋 恵祐 島袋 恵祐 島袋 恵祐 しまぶくろ けいすけ

日本共産党 下奥 奈歩 ⽵内 奈歩 ⽵内 奈歩 しもおく なほ
日本共産党 住寄 聡美 住寄 聡美 住寄 聡美 すみより さとみ
日本共産党 田辺 健一 田辺 健一 田辺 健一 たなべ けんいち
日本共産党 沼上 徳光 沼上 徳光 沼上 徳光 ぬまがみ とくみつ

日本共産党 原 純子 原 純子 原 純子 はら じゅんこ 1 1.000
日本共産党 藤本 友⾥ 藤本 有⾥ 藤本 有⾥ ふじもと ゆり
日本共産党 ふなやま 由美 相澤 由美 相澤 由美 ふなやま ゆみ
日本共産党 まつざき 真琴 松崎 真琴 松崎 真琴 まつざき まこと
日本共産党 山本 千代子 山本 千代子 山本 千代子 やまもと ちよこ
日本共産党 山本 のりこ 中筋 訓子 中筋 訓子 やまもと のりこ
自由⺠主党 赤池 まさあき 赤池 誠章 赤池 誠章 あかいけ まさあき
自由⺠主党 ありむら 治子 有村 治子 有村 治子 ありむら はるこ 3 3.000
自由⺠主党 石田 まさひろ 石田 昌宏 石田 昌宏 いしだ まさひろ
自由⺠主党 糸川 まさあき 糸川 正晃 糸川 正晃 いとかわ まさあき
自由⺠主党 井上 よしゆき 井上 義⾏ 井上 義⾏ いのうえ よしゆき
自由⺠主党 えとう せいいち 衛藤 晟一 衛藤 晟一 えとう せいいち 9 9.000
自由⺠主党 小川 しんじ 小川 眞史 小川 眞史 おがわ しんじ 4 1.000 5.000
自由⺠主党 おだち 源幸 尾⽴ 源幸 尾⽴ 源幸 おだち もとゆき 8 8.000
自由⺠主党 かくた 充由 角田 充由 角田 充由 かくた みつよし 1 1.000
自由⺠主党 北村 経夫 北村 経夫 北村 経夫 きたむら つねお
自由⺠主党 木村 よしお 木村 義雄 木村 義雄 きむら よしお
自由⺠主党 くま田 あつし 熊田 篤嗣 熊田 篤嗣 くまだ あつし
自由⺠主党 佐藤 のぶあき 佐藤 信秋 佐藤 信秋 さとう のぶあき
自由⺠主党 佐藤  まさひさ 佐藤 正久 佐藤 正久 さとう まさひさ 3 0.750 3.750
自由⺠主党 山東 昭子 山東 昭子 山東 昭子 さんとう あきこ
自由⺠主党 田中 まさし 田中 昌史 田中 昌史 たなか まさし 1 1.000
自由⺠主党 つげ 芳文 柘植 芳文 柘植 芳文 つげ よしふみ 111 111.000
自由⺠主党 中田 宏 中田 宏 中田 宏 なかだ ひろし 3 3.000
自由⺠主党 橋本 聖子 石崎 聖子 石崎 聖子 はしもと せいこ 86 86.000
自由⺠主党 羽生田 たかし 羽生田 俊 羽生田 俊 はにゅうだ たかし
自由⺠主党 ひが なつみ 比嘉 奈津美 比嘉 奈津美 ひが なつみ
自由⺠主党 本田 あきこ 本田 顕子 本田 顕子 ほんだ あきこ 5 5.000
自由⺠主党 丸山 和也 丸山 和也 丸山 和也 まるやま かずや 1 1.000
自由⺠主党 水口 なおと 水口 尚人 水口 尚人 みずぐち なおと
自由⺠主党 宮崎 まさお 宮崎 雅夫 宮崎 雅夫 みやざぎ まさお 10 10.000
自由⺠主党 宮本 しゅうじ 宮本 周司 宮本 周司 みやもと しゅうじ 16 16.000
自由⺠主党 森本 勝也 森本 勝也 森本 勝也 もりもと かつや 1 1.000
自由⺠主党 山田 太郎 山田 太郎 山田 太郎 やまだ たろう 12 12.000
自由⺠主党 山田 としお 山田 俊男 山田 俊男 やまだ としお 20 20.000
自由⺠主党 山本 左近 山本 左近 山本 左近 やまもと さこん 6 0.545 6.545
自由⺠主党 和田 まさむね 和田 政宗 和田 政宗 わだ まさむね 11 11.000
自由⺠主党(特定） 三木 とおる 三木 亨 三木 亨 みき とおる
自由⺠主党(特定） 三浦 靖 三浦 靖 三浦 靖 みうら やすし
オリーブの木 ⿊川 あつひこ ⿊川 敦彦 ⿊川 敦彦 くろかわ あつひこ
オリーブの木 天木 直人 天木 直人 天木 直人 あまき なおと
オリーブの木 小川 まなぶ 小川 学 小川 学 おがわ まなぶ
オリーブの木 若林 アキ 若林 亞紀 若林 亞紀 わかばやし あき
社会⺠主党 吉田 ただとも 吉田 忠智 吉田 忠智 よしだ ただとも
社会⺠主党 仲村 みお 大湾 未央 大湾 未央 なかむら みお
社会⺠主党 大椿 ゆうこ 大椿 裕子 大椿 裕子 おおつばき ゆうこ
社会⺠主党 矢野 あつ子 矢野 敦子 矢野 敦子 やの あつこ
公明党 若松 かねしげ 若松 謙維 若松 謙維 わかまつ かねしげ 60 60.000
公明党 平木 だいさく 平木 大作 平木 大作 ひらき だいさく
公明党 新妻 ひでき 新妻 秀規 新妻 秀規 にいづま ひでき 1 1.000
公明党 山本 かなえ 池田 香苗 池田 香苗 やまもと かなえ 4 0.363 4.363
公明党 山本 ひろし 山本 博司 山本 博司 やまもと ひろし 1 0.090 1.090
公明党 かわの 義博 河野 義博 河野 義博 かわの よしひろ
公明党 塩田 ひろあき 塩田 博昭 塩田 博昭 しおた ひろあき

第２５回参議院議員通常選挙 比例代表候補者別得票数
候補者名等



政党 届出名 氏名 本名 ﾌﾘｶﾞﾅ 自票 按分票 得票合計

第２５回参議院議員通常選挙 比例代表候補者別得票数
候補者名等

公明党 ⾼橋 次郎 ⾼橋 次郎 ⾼橋 次郎 たかはし じろう 1 1.000
公明党 塩崎 剛 塩崎 剛 塩崎 剛 しおざき たけし
公明党 村中 克也 村中 克也 村中 克也 むらなか かつや
公明党 角田 健一郎 角田 健一郎 角田 健一郎 つのだ けんいちろう

公明党 ⻄田 義光 ⻄田 義光 ⻄田 義光 にしだ よしみつ
公明党 国分 隆作 國分 隆作 國分 隆作 こくぶ りゅうさく
公明党 ⽵島 正人 ⽵島 正人 ⽵島 正人 たけしま まさと
公明党 坂本 道応 坂本 道応 坂本 道応 さかもと みちお
公明党 藤井 伸城 藤井 伸城 藤井 伸城 ふじい のぶしろ
公明党 奈良 直記 奈良 直記 奈良 直記 なら なおき
国⺠⺠主党 石上 としお 石上 俊雄 石上 俊雄 いしがみ としお 2 2.000
国⺠⺠主党 いそざき 哲史 磯崎 哲史 磯崎 哲史 いそざき てつじ
国⺠⺠主党 大島 九州男 大島 九州男 大島 九州男 おおしま くすお 8 8.000
国⺠⺠主党 小山田 つね子 小山田 経子 小山田 経子 おやまだ つねこ 2 2.000
国⺠⺠主党 酒井 リョースケ 酒井 亮介 酒井 亮介 さかい りょーすけ
国⺠⺠主党 鈴木 覚 鈴木 覚 鈴木 覚 すずき さとる
国⺠⺠主党 田中 ひさや 田中 久弥 田中 久弥 たなか ひさや
国⺠⺠主党 田村 まみ 田村 麻美 田村 麻美 たむら まみ 2 2.000
国⺠⺠主党 中沢 健 中澤 健 中澤 健 なかざわ けん
国⺠⺠主党 浜野 よしふみ 濱野 喜史 濱野 喜史 はまの よしふみ 3 3.000
国⺠⺠主党 ひめい ゆみこ 姫井 由美子 姫井 由美子 ひめい ゆみこ 1 1.000
国⺠⺠主党 藤川 たけと 藤川 武人 藤川 武人 ふじかわ たけと
国⺠⺠主党 円 より子 山﨑 順子 山﨑 順子 まどか よりこ
国⺠⺠主党 山下 ようこ 山下 容子 山下 容子 やました ようこ
日本維新の会 むろい 邦彦 室井 邦彦 室井 邦彦 むろい くにひこ
日本維新の会 藤巻 健史 藤巻 健史 藤巻 健史 ふじまき たけし 1 1.000
日本維新の会 山口 かずゆき 山口 和之 山口 和之 やまぐち かずゆき
日本維新の会 鈴木 宗男 鈴木 宗男 鈴木 宗男 すずき むねお 177 9.000 186.000
日本維新の会 梅村 さとし 梅村 聡 梅村 聡 うめむら さとし
日本維新の会 しばた 巧 柴田 巧 柴田 巧 しばた たくみ
日本維新の会 空本 せいき 空本 誠喜 空本 誠喜 そらもと せいき
日本維新の会 あらき 大樹 荒木 大樹 荒木 大樹 あらき だいじゅ 2 2.000
日本維新の会 いわぶち 美智子 岩渕 美智子 岩渕 美智子 いわぶち みちこ
日本維新の会 奥田 まり 奥田 真理 奥田 真理 おくだ まり
日本維新の会 くしだ 久子 串田 久子 串田 久子 くしだ ひさこ
日本維新の会 くわはら くみこ 桑原 久美子 桑原 久美子 くわはら くみこ 1 1.000
日本維新の会 森口 あゆみ 森口 あゆみ 森口 あゆみ もりぐち あゆみ 1 1.000
日本維新の会 やながせ 裕文 柳ヶ瀬 裕文 柳ヶ瀬 裕文 やながせ ひろふみ 2 2.000
幸福実現党 釈 りょうこ 松根 広子 松根 広子 しゃく りょうこ 1 1.000
幸福実現党 松島 ひろのり 松島 弘典 松島 弘典 まつしま ひろのり
幸福実現党 及川 幸久 及川 幸久 及川 幸久 おいかわ ゆきひさ
⽴憲⺠主党 石川 大我 石川 大我 石川 大我 いしかわ たいが 5 5.000
⽴憲⺠主党 市井 紗耶香 渡邊 沙耶香 渡邊 沙耶香 いちい さやか 1 1.000
⽴憲⺠主党 今泉 まお 飯田 真緒 飯田 真緒 いまいずみ まお
⽴憲⺠主党 奥村 まさよし 奥村 政佳 奥村 政佳 おくむら まさよし 2 2.000
⽴憲⺠主党 小沢 まさひと 小澤 雅仁 小澤 雅仁 おざわ まさひと 16 16.000
⽴憲⺠主党 おしどり マコ 吉岡 雅子 吉岡 雅子 おしどり まこ
⽴憲⺠主党 おまた 一平 小俣 一平 小俣 一平 おまた いっぺい
⽴憲⺠主党 川田 龍平 川田 龍平 川田 龍平 かわだ りゅうへい
⽴憲⺠主党 岸 まきこ 岸 真紀子 岸 真紀子 きし まきこ 61 61.000
⽴憲⺠主党 ⻫藤 りえ ⻫藤 理恵 ⻫藤 理恵 さいとう りえ
⽴憲⺠主党 佐藤 かおり 佐藤 香 佐藤 香 さとう かおり 1 0.250 1.250
⽴憲⺠主党 しおみ 俊次 塩⾒ 俊次 塩⾒ 俊次 しおみ しゅんじ
⽴憲⺠主党 白沢 みき 白澤 幹子 白澤 幹子 しらさわ みき 1 1.000
⽴憲⺠主党 須藤 元気 須藤 元気 須藤 元気 すどう げんき 1 1.000
⽴憲⺠主党 中村 ゆきこ 中村 起子 中村 起子 なかむら ゆきこ
⽴憲⺠主党 深貝 とおる 深貝 亨 深貝 亨 ふかがい とおる 1 1.000
⽴憲⺠主党 ふじた 幸久 藤田 幸久 藤田 幸久 ふじた ゆきひさ 4 4.000
⽴憲⺠主党 まの さとし 眞野 哲 眞野 哲 まの さとし
⽴憲⺠主党 みずおか 俊一 水岡 俊一 水岡 俊一 みずおか しゅんいち 8 8.000
⽴憲⺠主党 もりや たかし 森屋 隆 森屋 隆 もりや たかし 1 1.000
⽴憲⺠主党 吉川 さおり 吉川 沙織 吉川 沙織 よしかわ さおり 1 1.000
⽴憲⺠主党 若林 ともこ 若林 智子 若林 智子 わかばやし ともこ
労働の解放をめざす労働者党 林 ひろよし 林 紘義 林 紘義 はやし ひろよし 4 4.000
労働の解放をめざす労働者党 菊池 ⾥志 菊池 ⾥志 菊池 ⾥志 きくち さとし
労働の解放をめざす労働者党 吉村 ふみお 吉邨 二三男 吉邨 二三男 よしむら ふみお
労働の解放をめざす労働者党(特定) 伊藤 恵子 伊藤 恵子 伊藤 恵子 いとう けいこ
NHKから国⺠を守る党 ⽴花 孝志 ⽴花 孝志 ⽴花 孝志 たちばな たかし 4 4.000
NHKから国⺠を守る党 浜田 聡 濱田 聡 濱田 聡 はまだ さとし
NHKから国⺠を守る党 岡本 介伸 岡本 介伸 岡本 介伸 おかもと ゆきのぶ
NHKから国⺠を守る党 熊丸 英治 熊丸 英治 熊丸 英治 くままる えいじ
安楽死制度を考える会 佐野 秀光 佐野 秀光 佐野 秀光 さの ひでみつ
れいわ新選組 山本 太郎 山本 太郎 山本 太郎 やまもと たろう 22 2.000 24.000
れいわ新選組 はすいけ 透 蓮池 透 蓮池 透 はすいけ とおる
れいわ新選組 やすとみ 歩   やすとみ あゆみ
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れいわ新選組 三井 よしふみ 三井 三井 みつい よしふみ
れいわ新選組 辻村 ちひろ 辻村 辻村 つじむら ちひろ 1 1.000
れいわ新選組 大⻄ つねき 大⻄ 大⻄ おおにし つねき 1 1.000
れいわ新選組 渡辺 てる子 渡辺 渡辺 わたなべ てるこ
れいわ新選組(特定) ふなご やすひこ   ふなご やすひこ 1 1.000
れいわ新選組(特定) 木村 英子 木村 木村 きむら えいこ

742 13.998 755.998小計


