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参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を自書しないもの

参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいすれを記載したかを確認し難いもの

単に記号、符号を記載したもの

その他

白紙投票 35

23単に雑事を記載したもの

6

被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称か、他事を記載したもの

0.002

54.000

参議院名簿の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体、参議院名簿の取下げの届出をした政党その他の政治団体又は参議院名簿を重ねて

届け出ている政党その他の政治団体に係る参議院名簿登載者の氏名又はその名称若しくは略称を記載したもの

参議院名簿登載者の全員につき、抹消の事由が生じており又は除名、除党その他の事由により当該参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の

届出が参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

２以上の参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの
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維 新 政 党 ・ 新 風

令和４年７月10日執行　第26回参議院議員通常選挙開票結果（比例代表）

候補者名記載

6.071

156.000

日 本 維 新 の 会

幸 福 実 現 党

政党名記載

95.41%当日有権者数 4,566 うち政党名記載

政党等名称

1.000

2,005.071

得 票 総 数

うち候補者記載

126.000

名簿登録者数

22:15

ご ぼ う の 党

65

票数

投 票者 総数

4,567

自 由 民 主 党 944.000 272.928

8.000

2,682

2,811

れ い わ 新 選 組

公 明 党

28.000

676.929

立 憲 民 主 党

参 政 党

104.000 17.000

66.000

１人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の名
称又は略称を記載したもの

参議院名簿登載者でない者、公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政
党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの

社 会 民 主 党 13.000

新 党 く に も り 3.000 1.000 4.000



政党 届出名 氏名 本名 ふりがな 自票 按分票 得票合計
幸福実現党 釈 量⼦ 松根 広⼦ 松根 広⼦ しゃく りょうこ 1 1.000
日本維新の会 石井 あきら 石井 章 石井 章 いしい あきら 3 1.000 4.000
日本維新の会 石井 みつこ 石井 苗⼦ 石井 苗⼦ いしい みつこ
日本維新の会 後藤 ひとし 後藤 斎 後藤 斎 ごとう ひとし
日本維新の会 松浦 大悟 松浦 大悟 松浦 大悟 まつうら だいご
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 木内 たかたね 木内 孝胤 木内 孝胤 きうち たかたね
日本維新の会 井上 一徳 井上 一徳 井上 一徳 いのうえ かずのり
日本維新の会 くしだ 誠一 串⽥ 誠一 串⽥ 誠一 くしだ せいいち 1 1.000
日本維新の会 ⻘島 健太 ⻘島 健太 ⻘島 健太 あおしま けんた 1 1.000
日本維新の会 飯⽥ サトシ 飯⽥ 哲史 飯⽥ 哲史 いいだ さとし
日本維新の会 石⽥ たかし 石⽥ 隆史 石⽥ 隆史 いしだ たかし 1 1.000
日本維新の会 猪瀬 直樹 猪瀬 直樹 猪瀬 直樹 いのせ なおき 2 2.000
日本維新の会 上野 ほたる 上野 蛍 上野 蛍 うえの ほたる
日本維新の会 ⾦⼦ みちひと ⾦⼦ 道仁 ⾦⼦ 道仁 かねこ みちひと 2 2.000
日本維新の会 神谷 ゆり 神谷 ゆり 神谷 ゆり かみたに ゆり
日本維新の会 岸口 みのる 岸口 実 岸口 実 きしぐち みのる
日本維新の会 ⼩林 さとる ⼩林 悟 ⼩林 悟 こばやし さとる 1 1.000
日本維新の会 ⻄郷 隆太郎 ⻄郷 隆太郎 ⻄郷 隆太郎 さいごう りゅうたろう

日本維新の会 中川 けんいち 中川 健一 中川 健一 なかがわ けんいち 4 4.000
日本維新の会 中条 きよし 下村 清 下村 清 なかじょう きよし 2 2.000
日本維新の会 中村 ゆうき 中村 悠基 中村 悠基 なかむら ゆうき
日本維新の会 ⻄川 やすお ⻄川 鎭央 ⻄川 鎭央 にしかわ やすお
日本維新の会 八⽥ もりしげ 八⽥ 盛茂 八⽥ 盛茂 はった もりしげ 7 7.000
日本維新の会 松野 明美 前⽥ 明美 前⽥ 明美 まつの あけみ
日本維新の会 水ノ上 なるあき 水ノ上 成彰 水ノ上 成彰 みずのうえ なるあき

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 3 3.000
れいわ新選組特定 天畠 大輔 天畠 大輔 天畠 大輔 てんばた だいすけ
れいわ新選組 大島 九州男 大島 九州男 大島 九州男 おおしま くすお 3 3.000
れいわ新選組 つじ 恵 辻 恵 辻 恵 つじ めぐむ 2 2.000
れいわ新選組 高井 たかし 高井 崇志 高井 崇志 たかい たかし
れいわ新選組 キム テヨン 井沢 泰樹 井沢 泰樹 きむ てよん
れいわ新選組 ⻑谷川 ういこ 朴 ⽻⾐⼦ 朴 ⽻⾐⼦ はせがわ ういこ
れいわ新選組 よだ かれん 依⽥ 花蓮 依⽥ 花蓮 よだ かれん
れいわ新選組 水道橋 博士 ⼩野 正芳 ⼩野 正芳 すいどうばし はかせ 5 5.000
れいわ新選組 はすいけ 透 蓮池 透 蓮池 透 はすいけ とおる
公明党 よこやま 信一 横山 信一 横山 信一 よこやま しんいち 150 150.000
公明党 竹内 しんじ 竹内 真二 竹内 真二 たけうち しんじ
公明党 上⽥ いさむ 上⽥ 勇 上⽥ 勇 うえだ いさむ 1 1.000
公明党 熊野 せいし 熊野 正士 熊野 正士 くまの せいし 2 2.000
公明党 谷あい 正明 谷合 正明 谷合 正明 たにあい まさあき 1 1.000
公明党 くぼた てつや 窪⽥ 哲也 窪⽥ 哲也 くぼた てつや
公明党 宮崎 まさる 宮﨑 勝 宮﨑 勝 みやざき まさる
公明党 河合 綾 河合 綾 河合 綾 かわい あや
公明党 淀屋 伸雄 淀屋 伸雄 淀屋 伸雄 よどや のぶお
公明党 中北 京⼦ 中北 京⼦ 中北 京⼦ なかきた きょうこ
公明党 深澤 淳 深澤 淳 深澤 淳 ふかざわ あつし
公明党 中嶋 健二 中嶋 健二 中嶋 健二 なかしま けんじ 1 1.000
公明党 奈良 直記 奈良 直記 奈良 直記 なら なおき
公明党 光延 康治 光延 康治 光延 康治 みつのぶ やすはる
公明党 伊大知 孝一 伊大知 孝一 伊大知 孝一 いおち こういち
公明党 塩野 正貴 塩野 正貴 塩野 正貴 しおの まさたか
公明党 水島 春香 水島 春香 水島 春香 みずしま はるか 1 1.000
ごぼうの党特定 奥野 卓志 奥野 卓志 奥野 卓志 おくの たかし
ごぼうの党特定 川村 拓司 川村 拓司 川村 拓司 かわむら たくじ 1 0.071 1.071
ごぼうの党特定 今吉 由泰 今吉 由泰 今吉 由泰 いまよし よしやす
ごぼうの党特定 今⻄ 孝太 今⻄ 孝太 今⻄ 孝太 いまにし こうた
ごぼうの党特定 崎村 峰徳 崎村 峰徳 崎村 峰徳 さきむら みねのり
ごぼうの党特定 首藤 昌弘 首藤 昌弘 首藤 昌弘 しゅとう まさひろ
ごぼうの党特定 高崎 圭悟 ⼩⽥ 圭悟 ⼩⽥ 圭悟 たかさき けいご
ごぼうの党特定 斎藤 和干 斎藤 和干 斎藤 和干 さいとう かずとし
ごぼうの党 鴨⽥ 幸司 鴨⽥ 幸司 鴨⽥ 幸司 かもだ こうじ
ごぼうの党 佐藤 玲乃 佐藤 玲乃 佐藤 玲乃 さとう れの
ごぼうの党 ⽴花 恵理⼦ ⽴花 恵理⼦ ⽴花 恵理⼦ たちばな えりこ
⽴憲⺠主党 ⻘木 愛 ⻘木 愛 ⻘木 愛 あおき あい 4 4.000
⽴憲⺠主党 有⽥ 芳⽣ 有⽥ 芳⽣ 有⽥ 芳⽣ ありた よしふ
⽴憲⺠主党 石川 まさとし 石川 雅俊 石川 雅俊 いしかわ まさとし 10 5.000 15.000
⽴憲⺠主党 石橋 みちひろ 石橋 通宏 石橋 通宏 いしばし みちひろ 1 1.000
⽴憲⺠主党 ⻤木 まこと ⻤木 誠 ⻤木 誠 おにき まこと 52 52.000
⽴憲⺠主党 要 友紀⼦ 要 友紀⼦ 要 友紀⼦ かなめ ゆきこ
⽴憲⺠主党 かわの ⿇美 河野 ⿇美 河野 ⿇美 かわの あさみ
⽴憲⺠主党 木村 正弘 木村 正弘 木村 正弘 きむら まさひろ
⽴憲⺠主党 くりした 善⾏ 栗下 善⾏ 栗下 善⾏ くりした ぜんこう
⽴憲⺠主党 古賀 ちかげ 古賀 千景 古賀 千景 こが ちかげ 3 3.000

第２６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 ふりがな 自票 按分票 得票合計

第２６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

⽴憲⺠主党 さわむら けいこ 澤邑 啓⼦ 澤邑 啓⼦ さわむら けいこ 2 2.000
⽴憲⺠主党 しば 慎一 柴 愼一 柴 愼一 しば しんいち 3 3.000
⽴憲⺠主党 菅原 美香 菅原 美香 菅原 美香 すがはら みか
⽴憲⺠主党 ⽥中 勝一 ⽥中 勝一 ⽥中 勝一 たなか しょういち
⽴憲⺠主党 つじもと 清美 辻元 清美 辻元 清美 つじもと きよみ 33 33.000
⽴憲⺠主党 ⽩ しんくん ⽩ 眞勲 ⽩ 眞勲 はく しんくん 17 17.000
⽴憲⺠主党 はた ともこ はた ともこ はた ともこ はた ともこ
⽴憲⺠主党 堀越 けいにん 堀越 啓仁 堀越 啓仁 ほりこし けいにん 3 3.000
⽴憲⺠主党 村⽥ きょうこ 村⽥ 享⼦ 村⽥ 享⼦ むらた きょうこ
⽴憲⺠主党 森永 みき 森永 美樹 森永 美樹 もりなが みき 1 1.000
国⺠⺠主党 かわい たかのり 川合 孝典 川合 孝典 かわい たかのり 5 5.000
国⺠⺠主党 はまぐち 誠 濱口 誠 濱口 誠 はまぐち まこと 1 1.000
国⺠⺠主党 ⽮⽥ わか⼦ ⽮⽥ 稚⼦ ⽮⽥ 稚⼦ やた わかこ 2 2.000
国⺠⺠主党 竹詰 ひとし 竹詰 仁 竹詰 仁 たけづめ ひとし 6 6.000
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
国⺠⺠主党 上松 正和 上松 正和 上松 正和 うえまつ まさかず 1 1.000
国⺠⺠主党 河辺 よしろう 河邉 佳朗 河邉 佳朗 かわべ よしろう
国⺠⺠主党 きど かおり 城⼾ 佳織 城⼾ 佳織 きど かおり
国⺠⺠主党 たるい 良和 樽井 良和 樽井 良和 たるい よしかず
参政党 松⽥ 学 松⽥ 学 松⽥ 学 まつだ まなぶ 3 3.000
参政党 吉野 敏明 吉野 敏明 吉野 敏明 よしの としあき 1 1.000
参政党 赤尾 由美 赤尾 由美 赤尾 由美 あかお ゆみ 2 2.000
参政党 武⽥ 邦彦 武⽥ 邦彦 武⽥ 邦彦 たけだ くにひこ 4 4.000
参政党 神谷 そうへい 神谷 宗幣 神谷 宗幣 かみや そうへい 7 7.000
日本第一党 桜井 誠 高⽥ 誠 高⽥ 誠 さくらい まこと 2 2.000
日本第一党 中村 かずひろ 中村 和弘 中村 和弘 なかむら かずひろ 2 2.000
日本共産党 ⽥村 智⼦ ⽥村 智⼦ ⽥村 智⼦ たむら ともこ 2 2.000
日本共産党 大門 みきし 大門 実紀史 大門 実紀史 だいもん みきし
日本共産党 いわぶち 友 岩渕 友 岩渕 友 いわぶち とも 11 11.000
日本共産党 たけだ 良介 武⽥ 良介 武⽥ 良介 たけだ りょうすけ
日本共産党 にひ そうへい 仁⽐ 聡平 仁⽐ 聡平 にひ そうへい
日本共産党 赤⽥ 勝紀 赤⽥ 勝紀 赤⽥ 勝紀 あかだ かつのり
日本共産党 今村 あゆみ 今村 あゆみ 今村 あゆみ いまむら あゆみ
日本共産党 上⾥ 清美 上⾥ 清美 上⾥ 清美 うえざと きよみ
日本共産党 片岡 朗 片岡 朗 片岡 朗 かたおか ろう
日本共産党 片山 和⼦ 片山 和⼦ 片山 和⼦ かたやま かずこ
日本共産党 来⽥ 時⼦ 来⽥ 時⼦ 来⽥ 時⼦ きた ときこ
日本共産党 ⼩山 さき 中澤 早紀 中澤 早紀 こやま さき 3 3.000
日本共産党 佐々木 とし⼦ 佐々木 とし⼦ 佐々木 とし⼦ ささき としこ
日本共産党 高橋 まきこ 石川 真⽣⼦ 石川 真⽣⼦ たかはし まきこ
日本共産党 冨⽥ 直樹 冨⽥ 直樹 冨⽥ 直樹 とみた なおき
日本共産党 ⻄澤 博 ⻄澤 博 ⻄澤 博 にしざわ ひろし
日本共産党 ⻄⽥ さえ⼦ ⻄⽥ 佐枝⼦ ⻄⽥ 佐枝⼦ にしだ さえこ
日本共産党 花木 のりあき 花木 則彰 花木 則彰 はなき のりあき
日本共産党 深⽥ 秀美 深⽥ 秀美 深⽥ 秀美 ふかだ ひでみ
日本共産党 細野 真理 細野 真理 細野 真理 ほその まり
日本共産党 堀川 朗⼦ 堀川 朗⼦ 堀川 朗⼦ ほりかわ あきこ
日本共産党 丸本 ゆみこ 丸本 由美⼦ 丸本 由美⼦ まるもと ゆみこ
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 1 1.000
日本共産党 吉⽥ 恭⼦ 吉⽥ 恭⼦ 吉⽥ 恭⼦ よしだ きょうこ
日本共産党 渡邉 喜代⼦ 渡邉 喜代⼦ 渡邉 喜代⼦ わたなべ きよこ
新党くにもり 本間 奈々 本間 奈々 本間 奈々 ほんま なな 1 1.000
新党くにもり 三輪 和雄 三輪 和雄 三輪 和雄 みわ かずお
自由⺠主党特定 藤井 一博 藤井 一博 藤井 一博 ふじい かずひろ 1 1.000
自由⺠主党特定 梶原 大介 梶原 大介 梶原 大介 かじはら だいすけ
自由⺠主党 ⻘山 繁晴 ⻘山 繁晴 ⻘山 繁晴 あおやま しげはる 12 12.000
自由⺠主党 赤松 健 赤松 健 赤松 健 あかまつ けん 20 20.000
自由⺠主党 ⾜⽴ としゆき ⾜⽴ 敏之 ⾜⽴ 敏之 あだち としゆき 11 11.000
自由⺠主党 あだち まさし 阿達 雅志 阿達 雅志 あだち まさし 16 16.000
自由⺠主党 有⾥ まほ 有⾥ 真穂 有⾥ 真穂 ありさと まほ
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 今井 絵理⼦ 今井 絵理⼦ 今井 絵理⼦ いまい えりこ 6 6.000
自由⺠主党 いわき 光英 岩城 光英 岩城 光英 いわき みつひで 1 1.000
自由⺠主党 ウト タカシ 宇都 隆史 宇都 隆史 うと たかし 2 2.000
自由⺠主党 えり アルフィア 英利 アリフェヤー 英利 アリフェヤー えり あるふぃあ
自由⺠主党 遠藤 奈央⼦ 遠藤 奈央⼦ 遠藤 奈央⼦ えんどう なおこ
自由⺠主党 ⼩川 かつみ ⼩川 克⺒ ⼩川 克⺒ おがわ かつみ 4 4.000
自由⺠主党 おだち もとゆき 尾⽴ 源幸 尾⽴ 源幸 おだち もとゆき 7 7.000
自由⺠主党 おち 俊之 越智 俊之 越智 俊之 おち としゆき 10 10.000
自由⺠主党 片山 さつき 片山 さつき 片山 さつき かたやま さつき 9 9.000
自由⺠主党 神谷 まさゆき 神谷 政幸 神谷 政幸 かみや まさゆき 2 2.000
自由⺠主党 河村 けんいち 河村 建一 河村 建一 かわむら けんいち 55 3.928 58.928
自由⺠主党 木村 よしお 木村 義雄 木村 義雄 きむら よしお 1 1.000
自由⺠主党 進藤 ⾦日⼦ 進藤 ⾦日⼦ 進藤 ⾦日⼦ しんどう かねひこ 11 11.000
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自由⺠主党 自⾒ はなこ 橋本 英⼦ 橋本 英⼦ じみ はなこ 1 1.000
自由⺠主党 そのだ 修光 園⽥ 修光 園⽥ 修光 そのだ しゅうこう 3 3.000
自由⺠主党 高原 あきこ 高原 朗⼦ 高原 朗⼦ たかはら あきこ
自由⺠主党 とものう りお ⼟肥 理緒 ⼟肥 理緒 とものう りお 1 1.000
自由⺠主党 ⻑谷川 ひではる ⻑谷川 英晴 ⻑谷川 英晴 はせがわ ひではる 59 6.000 65.000
自由⺠主党 藤木 しんや 藤木 眞也 藤木 眞也 ふじき しんや 21 21.000
自由⺠主党 ふじすえ 健三 藤末 健三 藤末 健三 ふじすえ けんぞう
自由⺠主党 水おち 敏栄 水落 敏榮 水落 敏榮 みずおち としえい
自由⺠主党 むこう山 じゅん 向山 淳 向山 淳 むこうやま じゅん 1 1.000
自由⺠主党 山谷 えり⼦ ⼩川 惠⾥⼦ ⼩川 惠⾥⼦ やまたに えりこ 7 7.000
自由⺠主党 山⽥ 宏 山⽥ 宏 山⽥ 宏 やまだ ひろし 3 3.000
自由⺠主党 吉岡 しんたろう 吉岡 伸太郎 吉岡 伸太郎 よしおか しんたろう

社会⺠主党 福島 みずほ 福島 瑞穂 福島 瑞穂 ふくしま みずほ 4 4.000
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 おかざき 彩⼦ 岡崎 彩⼦ 岡崎 彩⼦ おかざき さいこ
社会⺠主党 宮城 イチロー 宮城 一郎 宮城 一郎 みやぎ いちろー
社会⺠主党 村⽥ しゅんいち 村⽥ 峻一 村⽥ 峻一 むらた しゅんいち
社会⺠主党 久保 孝喜 久保 孝喜 久保 孝喜 くぼ こうき
社会⺠主党 秋葉 忠利 秋葉 忠利 秋葉 忠利 あきば ただとし
社会⺠主党 山口 わか⼦ 山口 わか⼦ 山口 わか⼦ やまぐち わかこ
ＮＨＫ党 さいとう 健一郎 ⿑藤 健一郎 ⿑藤 健一郎 さいとう けんいちろう 5 1.000 6.000
ＮＨＫ党 ⿊川 あつひこ ⿊川 敦彦 ⿊川 敦彦 くろかわ あつひこ
ＮＨＫ党 くぼた 学 久保⽥ 学 久保⽥ 学 くぼた まなぶ
ＮＨＫ党 山本 太郎 山本 太郎 山本 太郎 やまもと たろう
ＮＨＫ党 ⻄村 ひとし ⻄村 ⻫ ⻄村 ⻫ にしむら ひとし
ＮＨＫ党 ガーシー 東谷 義和 東谷 義和 がーしー 9 9.000
ＮＨＫ党 そえだ しんや 添⽥ 真也 添⽥ 真也 そえだ しんや
ＮＨＫ党 高橋 理洋 ⻑谷 理洋 ⻑谷 理洋 たかはし りよう 1 1.000
ＮＨＫ党 上妻 敬二 上妻 敬二 上妻 敬二 こうづま けいじ
維新政党・新風 魚谷 哲央 魚谷 哲央 魚谷 哲央 うおたに てつおう

⼩計 661 16.999 677.999


