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維新政党・新風 164.000
社会民主党 2,203.000
公明党 9,219.375
９条ネット 230.000
共生新党 157.000
日本共産党 3,780.231
国民新党 1,184.777
自由民主党 15,332.408
民主党 28,126.893
新党日本 2,103.000
女性党 708.310

0.006
1,740.000
0.000

64,949.000
64,949.000

上記のうち参議院名簿届出政党等および名簿登載者の得票数
得票数合計

維新政党・新風 142.000
社会民主党 1,980.000
公明党 6,039.000
９条ネット 155.000
共生新党 66.000
日本共産党 3,489.000
国民新党 643.000
自由民主党 11,014.000
民主党 24,156.000
新党日本 1,435.000
女性党 586.000

維新政党・新風 魚谷　哲央 4.000
維新政党・新風 せと　弘幸 15.000
維新政党・新風 松村　久義 3.000
社会民主党 山口　たか 83.000
社会民主党 又市　征治 31.000
社会民主党 上原　ひろ子 53.000
社会民主党 戸田　二郎 11.000
社会民主党 金子　哲夫 10.000
社会民主党 山内　トクシン 13.000
社会民主党 土谷　一雄 6.000
社会民主党 市川　博美 3.000
社会民主党 横田　昌三 13.000
公明党 渡辺　たかお 85.000
公明党 加藤　しゅういち 14.000
公明党 遠山　清彦 7.000
公明党 魚住　裕一郎 103.000
公明党 山本　かなえ 83.002
公明党 山本　ひろし 194.373
公明党 こば　健太郎 21.000
公明党 草川　昭三 2,630.000
公明党 赤星　純司 2.000
公明党 あずま　睦治 1.000
公明党 えびすい　徹 2.000

名称等

H19.7.29参議院比例代表選出議員選挙　開票結果

持ち帰りと思われる票
投票総数
投票者数

小数点以下第３位まで表示

参議院名簿届出
政党等の名称

切り捨てた有効投票数
無効投票数
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公明党 川島　信雄 8.000
公明党 武田　素子 3.000
公明党 徳水　典子 5.000
公明党 広瀬　かずや 1.000
公明党 溝口　みつよし 7.000
公明党 吉本　まさふみ 14.000
９条ネット 天木　直人 12.000
９条ネット 栗原　きみ子 11.000
９条ネット 藤田　恵 0.000
９条ネット 石川　一郎 7.000
９条ネット 小松　猛 1.000
９条ネット 小山　広明 7.000
９条ネット ＺＡＫＩ 29.000
９条ネット すずた　渉 5.000
９条ネット 成島　忠夫 3.000
共生新党 若尾　文子 76.000
共生新党 小川　卓也 11.000
共生新党 白石　茂樹 0.000
共生新党 関根　博之 0.000
共生新党 柏田　きよみつ 4.000
日本共産党 井上　さとし 180.000
日本共産党 紙　智子 14.000
日本共産党 山下　よしき 22.000
日本共産党 春名　なおあき 1.000
日本共産党 谷川　智行 3.000
日本共産党 石村　智子 4.000
日本共産党 岡　ちはる 16.000
日本共産党 かわえ　明美 11.000
日本共産党 こくた　全 4.000
日本共産党 小林　立雄 1.222
日本共産党 佐藤　圭子 2.009
日本共産党 津野　豊臣 0.000
日本共産党 藤井　みどり 6.000
日本共産党 前田　ふみ子 4.000
日本共産党 村主　明子 5.000
日本共産党 山岸　やすお 4.000
日本共産党 吉岡　正史 14.000
国民新党 宮本　いちぞう 91.000
国民新党 関口　フサオ 26.000
国民新党 くましろ　昭彦 14.000
国民新党 マツモト　ノブエ 19.000
国民新党 つしま　きょういち 3.000
国民新党 青山　丘 205.000
国民新党 いとう　秀子 17.000
国民新党 上田　たかゆき 16.000
国民新党 フジモリ 79.000
国民新党 小林　こうき 20.777
国民新党 坪井　かずたか 5.000
国民新党 ゴヤ　宏 11.000
国民新党 ペマ　ギャルポ 25.000
国民新党 じみ　庄三郎 10.000
自由民主党 あだち　雅志 208.000
自由民主党 ありむら　治子 237.000
自由民主党 石井　みどり 200.730
自由民主党 上野　公成 81.000
自由民主党 えとう　せいいち 50.000
自由民主党 大高　まもる 19.000
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自由民主党 大西　ひでお 37.000
自由民主党 おつじ　秀久 104.000
自由民主党 おみ　朝子 35.000
自由民主党 川口　より子 169.000
自由民主党 かわせ　葉子 29.000
自由民主党 小泉　あきお 42.000
自由民主党 佐藤　のぶあき 99.611
自由民主党 佐藤　まさひさ 550.378
自由民主党 山東　昭子 228.000
自由民主党 たけみ　敬三 141.000
自由民主党 段本　幸男 100.000
自由民主党 なかそね　康人 46.000
自由民主党 中西　しげあき 72.000
自由民主党 中山　恭子 241.689
自由民主党 橋本　聖子 154.000
自由民主党 福島　けいしろう 13.000
自由民主党 福本　アジア 9.000
自由民主党 藤井　もとゆき 97.000
自由民主党 ふじの　公孝 43.000
自由民主党 ますぞえ　要一 379.000
自由民主党 松原　まなみ 73.000
自由民主党 丸一　よしのり 17.000
自由民主党 まるも　ゆきこ 80.000
自由民主党 丸山　和也 262.000
自由民主党 森下　博之 8.000
自由民主党 森元　つねお 14.000
自由民主党 山田　としお 230.000
自由民主党 義家　弘介 199.000
自由民主党 米田　けんぞう 50.000
民主党 あいはら　くみこ 469.000
民主党 青木　愛 290.000
民主党 いけぐち　修次 420.000
民主党 石井　一 495.269
民主党 大石　尚子 43.000
民主党 大江　やすひろ 45.000
民主党 おおしま　九州男 175.000
民主党 尾辻　かな子 20.000
民主党 風間　なおき 21.000
民主党 叶　よしかず 19.000
民主党 神本　みえ子 72.000
民主党 かわい　たかのり 91.000
民主党 木下　あつし 32.000
民主党 金　ジョンオク 10.000
民主党 今野　東 20.000
民主党 斉藤　つよし 11.000
民主党 高竹　和明 6.000
民主党 玉置　一弥 15.000
民主党 たるい　良和 41.000
民主党 ツルネン　マルテイ 301.000
民主党 とどろき　利治 264.000
民主党 長崎　けいいち 16.000
民主党 西岡　武夫 69.000
民主党 はた　ともこ 42.000
民主党 広野　ただし 15.000
民主党 藤谷　光信 9.000
民主党 ふじわら　正司 113.000
民主党 藤原　よしのぶ 24.000
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民主党 みわ　信昭 299.000
民主党 むろい　邦彦 11.000
民主党 山崎　まや 15.000
民主党 山村　てるつぐ 17.000
民主党 山本　たかし 116.624
民主党 よこみね　良郎 174.000
民主党 吉川　さおり 190.000
新党日本 有田　芳生 172.000
新党日本 田中　康夫 468.000
新党日本 平山　誠 28.000
女性党 しのはら　ふさ子 41.000
女性党 福井　ちよ 22.000
女性党 中山　ひろ子 20.310
女性党 藤田　さちよ 2.000
女性党 斉藤　みえ子 3.000
女性党 早坂　きくみ 2.000
女性党 西尾　美春 3.000
女性党 竹内　恵美子 5.000
女性党 篠原　まゆ 5.000
女性党 蔵田　えり子 2.000
女性党 吉山　ひでみ 9.000
女性党 町山　恵子 8.000


