
　①選挙区選挙

東　とおる 日本維新の会 8,842 1,056,815 当

柳本　卓治 自由民主党 6,633 817,943 当

杉　ひさたけ 公明党 5,067 697,219 当

たつみ　コータロー 日本共産党 3,593 468,904 当

梅村　さとし 民主党 2,224 337,378 落

あざま　はじめ みんなの党 1,211 157,969 落

よしば　みか 新党大地 520 56,573 落

森　よしひろ 幸福実現党 185 14,178 落

藤島　利久 無所属 172 20,928 落

中村　勝
二十一世紀
日本維新会 153 20,155 落

長嶺　忠 無所属 132 17,671 落

28,732 3,665,733

（得票順）

当
落

候 補 者 氏 名 党派
柏原市 大阪府計

得票数

合　　計

参議院議員通常選挙



　②比例代表選挙

柏　原　市 大　阪　府

公 明 党 17 7 4,864 667,151

日本維新の会 30 6 8,647 1,053,037

民 主 党 20 7 1,852 270,519

み ど り の 風 3 0 156 17,428

日 本 共 産 党 17 5 3,323 436,879

み ん な の 党 15 4 1,573 201,361

社 会 民 主 党 4 1 270 40,648
緑 の 党

グリーンズジャパン

自 由 民 主 党 29 18 7,483 896,680

生 活 の 党 6 0 201 28,804

幸 福 実 現 党 3 0 75 9,389

新 党 大 地 9 0 167 19,041

合 計 162 48 28,748 3,664,917

政党等の名称
名簿
登載
人数

当選
人数

得　　　　　票　　　　　数

9 0 136 23,983



柏原市開票区

参議院名簿届出政党等
の名称 みんなの党

参議院名簿届出政党等
の名称 民主党

参議院名簿届出政党等
の名称 新党大地

参議院名簿届出政党等
の名称 社会民主党

参議院名簿届出政党等
の得票数 1572.948

参議院名簿届出政党等
の得票数 1851.920

参議院名簿届出政党等
の得票数 167.000

参議院名簿届出政党等
の得票数 270.000

各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数

いしい　竜 馬 26.478 あいはら　くみこ 102.000 松木　けんこう 3.000 又市　征治 6.000
井上　よしゆき 4.800 いがらし　文彦 5.000 内山　あきら 0.000 山シロ　博治 15.000
梅沢　しげお 2.000 石井　 一 50.920 はぎはら　 仁 4.000 鴨 　ももよ 2.000
かわい　純 一 1.000 石上　としお 26.000 橋本　べん 0.000 矢野　あつ子 10.000橋本 野

川田　龍平 28.000 いそざき　哲史 26.000 田宮　かいち 0.000
きくち　ふみひろ 3.000 大島　くすお 23.000 前川　ひかる 0.000
こさい　たろう 3.000 奥村　てんぞう 1.000 さ さ 節 子 3.000
菅原　なおとし 0.000 かの　道彦 0.000 町川　じゅんこ 0.000
平 智之 4 000 神本 みえ子 33 000 鈴木 宗男 27 000平　　智之 4.000 神本　みえ子 33.000 鈴木　宗男 27.000
富岡　ゆきお 1.000 かわい　たかのり 53.000
ふなびき　こうこ 3.000 ささき　隆博 0.000
本田　あきこ 8.000 さだみつ　克之 42.000
山口　かずゆき 17.000 たるい　良和 7.000
山本　こうじ 66.413 ツルネン　マルテイ 9.000
渡辺　みちたろう 9.257 とどろき　利治 16.000

浜野　よしふみ 108.000

円 　より子 14.000

やなせ 進 2 000やなせ　　進 2.000

吉川　さおり 60.000

吉田　公一 2.000

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名の得票数を除く参議院名

簿届出政党等の得票数 1396.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 1272.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 130.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 237.000



柏原市開票区

参議院名簿届出政党等
の名称 生活の党

参議院名簿届出政党等
の名称 みどりの風

参議院名簿届出政党等
の名称 自由民主党

参議院名簿届出政党等
の名称 日本共産党

参議院名簿届出政党等
の得票数 201.232

参議院名簿届出政党等
の得票数 156.260

参議院名簿届出政党等
の得票数 7483.252

参議院名簿届出政党等
の得票数 3323.374

各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数

広野　ただし 5.000 谷岡　くにこ 20.000 赤池　まさあき 81.000 山下　よしき 222.000

藤原　よしのぶ 2.000 山田　正彦 6.260 あぜもと　しょうご 7.000 小池　晃 32.000

はた　ともこ 9.000 井戸川　かつたか 2.000 ありむら　治子 29.000 紙　智子 6.000

山岡　けんじ 8.012 石井　みどり 50.920 井上　さとし 13.200山岡 井 み 井

東　  祥 三 16.000 石田　まさひろ 55.000 仁比　そうへい 1.000

みやけ　雪子 11.220 伊藤　ようすけ 9.000 あさか　由香 5.000

えとう　せいいち 45.000 池内　さおり 2.000

大江　やすひろ 10.000 井沢　孝典 1.000

太田 ふさえ 138 000 江上 ひろゆき 0 000太田　ふさえ 138.000 江上　ひろゆき 0.000

金子　ぜんじろう 4.000 大西　オサム 0.000

北村　つねお 87.000 木村　けんじ 1.049

木村　よしお 24.121 こだか　　洋 0.000

きむら　りゅうじ 15.731 たけだ　良介 2.000

佐々木　洋平 13.000 辻　　源巳 1.000

佐竹　まさあき 7.000 ニシヒラ　守伸 0.000

佐藤　のぶあき 14.092 村上　信夫 1.000

佐藤　まさひさ 137.907 山本　陽子 20.125

山東 昭子 60 000山東　昭子 60.000

そのだ　修 光 13.000

塚原　光男 9.000

つげ　芳文 110.000

橋本　聖子 82.000

羽生田　たかし 68.000

丸山　和也 44.000

宮本　しゅうじ 42.000

山田　としお 65.739

米坂 ともあき 3 000米坂　ともあき 3.000

わかさ　　勝 16.000

わたなべ　美樹 26.742

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名の得票数を除く参議院名

簿届出政党等の得票数 150.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 128.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 6216.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 3016.000



柏原市開票区

参議院名簿届出政党等
の名称 公明党

参議院名簿届出政党等
の名称

緑の党グリーン
ズジャパン

参議院名簿届出政党等
の名称 日本維新の会

参議院名簿届出政党等
の名称 幸福実現党

参議院名簿届出政党等
の得票数 4864.461

参議院名簿届出政党等
の得票数 135.877

参議院名簿届出政党等
の得票数 8646.665

参議院名簿届出政党等
の得票数 75.000

各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数 各参 簿 載者 得 数うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数 うち各参議院名簿登載者の得票数

若松　かねしげ 29.000 すぐろ　奈緒 4.000 中山　恭子 308.000 やない　筆勝 9.000

平木　だいさく 12.000 長谷川　ういこ 7.000 むろい　邦彦 30.000 トクマ 4.000

魚住　ゆういちろう 8.000 田口　まゆ 1.000 浅田　ますみ 20.000 いざわ　一明 1.000

山本　かなえ 2965.443 大野　たくお 0.000 アントニオ　猪木 265.000山本 野 猪木

山本　ひろし 3.018 しまざき　なおみ 0.000 伊賀　やすお 1.000

かわの　義博 7.000 木村　ゆういち 2.097 石井　よしあき 37.680

新妻　ひでき 3.000 尾形　けいこ 0.000 石川　てるひさ 17.000

雨宮　秀樹 0.000 木田　せつこ 1.000 石原　結實 7.000

川島 信雄 4 000 三宅 洋平 39 780 岩本 壮 郎 2 000川島　信雄 4.000 三宅　洋平 39.780 岩本　壮一郎 2.000

窪田　哲也 0.000 うえの　公成 8.000

清水　定幸 1.000 遠藤　のぶひこ 2.000

鈴木　充 2.000 おくむら　慎太郎 2.000

深澤　淳 0.000 片岡　伸子 12.000

松葉　玲 3.000 川口　ひろし 18.000

宮地　広助 1.000 ギマ　光男 1.000

四重田　雅俊 0.000 くりはら　博久 0.000

鷲岡　秀明 0.000 桜井　よう子 15.000

せと 健一郎 7 000せと　健一郎 7.000

高田　きよこ 2.000

竹内　栄一 3.000

土田　ひろかず 7.000

富山　よしのぶ 21.000

中野　正志 21.000

にへい　ふみたか 4.000

藤巻　健史 30.000

松村　よしやす 6.000

松本 こういち 6 000松本　こういち 6.000

宮崎　ケンジ 610.985

矢口　けんいち 4.000

山崎　たい 20.000

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名

うち各参議院名簿登載者
の得票数を除く参議院名の得票数を除く参議院名

簿届出政党等の得票数 1826.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 81.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 7159.000

の得票数を除く参議院名
簿届出政党等の得票数 61.000


