
都道府県 自民党 公明党 民進党 共産党 おおさか維新 社民党 日本のこころ 新党改革
柿木克弘 鉢呂吉雄 森英士 佐藤和夫
長谷川岳 徳永エリ

青森(1) 山崎力 田名部匡代
岩手(1) 田中真一
宮城(1) 熊谷大 桜井充
秋田(1) 石井浩郎 松浦大悟
山形(1) 月野薫
福島(1) 岩城光英 増子輝彦
茨城(2) 岡田広 郡司彰 小林恭子 武藤優子
栃木(1) 上野通子
群馬(1) 中曽根弘文 堀越啓仁
埼玉(3) 関口昌一 西田実仁 大野元裕 伊藤岳 沢田良 佐々木知子

元栄太一郎 小西洋之 浅野史子 香取成知
猪口邦子 水野賢一
中川雅治 竹谷とし子 小川敏夫 山添拓 田中康夫 増山麗奈 鈴木麻理子 高樹沙耶
朝日健太郎 蓮舫

三原じゅん子 三浦信祐 真山勇一 浅賀由香 丹羽大 森英夫 清水太一
中西健治 金子洋一

山梨(1) 高野剛 宮沢由佳
新潟(1) 中原八一
富山(1) 野上浩太郎
石川(1) 岡田直樹
福井(1) 山崎正昭
長野(1) 若林健太 杉尾秀哉
岐阜(1) 渡辺猛之 小見山幸治
静岡(2) 岩井茂樹 平山佐知子 鈴木千佳

藤川政人 里見隆治 伊藤孝恵 須山初美 平山良平 井桁亮
斎藤嘉隆

三重(1) 山本佐知子 芝博一
滋賀(1) 小鑓隆史 林久美子
京都(2) 二之湯智 福山哲郎 大河原寿貴

松川るい 石川博崇 尾立源幸 渡部結 浅田均 古川秀雄
高木佳保里

兵庫(3) 末松信介 伊藤孝江 水岡俊一 金田峰生 片山大介 下家淳の介
奈良(1) 佐藤啓 前川清成 吉野忠男

和歌山(1) 鶴保庸介
鳥取・島根(1) 青木一彦

岡山(1) 小野田紀美 黒石健太郎
広島(2) 宮沢洋一 柳田稔 高見篤己 灰岡香奈 中丸啓
山口(1) 江島潔

柴田未来(野党共闘)
道用悦子(野党共闘)

大嶽創太郎

横山龍寛(野党共闘)

田野辺隆男(野党共闘)

纐纈厚(野党共闘)
玉田憲勲

福島浩彦(野党共闘)
由良登信(野党共闘)

岩坂行雄
横堀喜久(ガン患者の命を救う会)

高橋正夫

水越寛陽

森裕子(野党共闘)
米長晴信

佐藤政則

川上晃司
浜田和幸
横粂勝仁
原田君明

船山康江(野党共闘)

木戸口英司(野党共闘)

飯田佳宏

・・・野党共闘区の当選者

無所属(市民団体)

・・・野党(民進党・共産党・社民党・生活の党)共闘区

石原順子

柳沢秀敏
佐藤香(女性と人権全国ネットワーク)
鈴木達夫
三宅洋平

河井美和子(幸福実現党)
佐伯知子(幸福実現党)
田部雄治(幸福実現党)
国領豊太(幸福実現党)
西本篤(幸福実現党)
田中孝子(幸福実現党)

江頭俊満(幸福実現党)
加納有輝彦(幸福実現党)
及川幸久(幸福実現党)
白川康之(幸福実現党)
宮元智(幸福実現党)
吉田かをる(幸福実現党)

古川裕三(幸福実現党)
小島一郎(幸福実現党)

湊侑子(幸福実現党)
数森圭吾(幸福実現党)
佐野明美(支持政党なし)
大八木光子(幸福実現党)
荒川雅司(幸福実現党)
野原典子(幸福実現党)
奥田香代(減税日本)

三国佑貴(幸福実現党)
中村治(支持政党なし)
森山佳則(幸福実現党)

諸派(政治団体)

横井基至(幸福実現党)
西脇愛(幸福実現党)
壱岐愛子(幸福実現党)
片野英司(支持政党なし)
犬丸勝子(犬丸勝子と共和党)
姫治けんじ(地球平和党)

安永陽(幸福実現党)
三觜明美(幸福実現党)
中村幸樹(幸福実現党)
矢内筆勝(幸福実現党)
城取良太(幸福実現党)

藤代洋行(チャレンジド日本)
深江孝(支持政党なし)
鮫島良司(支持政党なし)
佐藤均(支持政党なし)

・・・公明党の当選者
・・・民進党の当選者 ・・・共産党の当選者
・・・社会民主党の当選者 ・・・おおさか維新の会の当選者

西野晃(幸福実現党)

大槻文彦(支持政党なし)
小林興起(国民怒りの声)
鈴木信行(維新政党・新風)
又吉光雄(世界経済共同体党)

神奈川(4)

東京(6)

・・・自由民主党の当選者

椙杜徳馬(幸福実現党)

中根裕美(幸福実現党)

大阪(4)

愛知(4)

※都道府県に記載してある(数字)は各県の定数です。第24回参議院議員選挙　選挙区当選　定数73

北海道(3)

千葉(3)

油井哲史(幸福実現党)
石川幹子(幸福実現党)
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都道府県 自民党 公明党 民進党 共産党 おおさか維新 社民党 日本のこころ 新党改革
徳島・高知(1) 中西祐介

香川(1) 磯崎仁彦 田辺健一
愛媛(1) 山本順三
福岡(3) 大家敏志 高瀬弘美 古賀之士 柴田雅子 森上晋平 竹内信昭 石井英俊
佐賀(1) 福岡資麿 中村哲治
長崎(1) 金子原二郎 西岡秀子

松村祥史

大分(1) 古庄玄知 足立信也
宮崎(1) 松下新平

野村哲郎

沖縄(1) 島尻安伊子

所属政党 自民党 公明党 民進党 共産党 おおさか維新 社民党 生活の党 日本のこころ 新党改革
1 中西哲 横山信一 有田芳生 市田忠義 片山虎之助 吉田忠智 青木愛 中山成彬 荒井広幸 国民怒りの声 幸福実現党 支持政党なし
2 竹内功 長沢広明 石橋通宏 田村智子 新渡英夫 福島瑞穂 北出美翔 西村真悟 平山誠 小林節 釈量子 佐野秀光
3 青山繁晴 浜田昌良 江崎孝 大門実紀史 石井章 桝口敏行 末次精一 手登根安則 朝倉秀雄 円より子 七海ひろこ 本藤昭子
4 畦元将吾 熊野正士 大河原雅子 春名直章 石井苗子 田山英次 姫井由美子 保江邦夫 伊藤淳子 橋本勉
5 阿達雅志 谷合正明 小野次郎 伊勢田良子 宇佐美孝二 桂川悟 日吉雄太 矢作直樹 大坂佳巨 渡辺良弘
6 足立敏之 秋野公造 鎌谷一也 岩渕友 梅村聡 伊藤善規 田中大助 杉本志乃
7 伊藤洋介 飯塚栄治 川合孝典 奥田智子 儀武剛 椎野隆 福田晃三 吉田晶子
8 今井絵理子 栗岡哲平 小林正夫 椎葉寿幸 串田誠一 藤岡佳代子 荒木大樹
9 宇都隆史 坂本道応 柴田巧 武田良介 坂井良和 山田太郎 大西さちえ
10 大江康弘 佐藤史成 田城郁 石山浩行 島聡 立川光昭
11 小川克巳 高田清久 田中直紀 和泉信丈 鈴木宏治 平野道子
12 片山さつき 高橋秀明 轟木利治 伊藤達也 鈴木望
13 進藤金日子 竹内真二 那谷屋正義 岩渕彩子 高橋英明
14 自見英子 竹内秀伸 難波奨二 植本完治 中谷裕之
15 園田修光 千葉宣男 西村正美 遠藤秀和 樋口俊一
16 高階恵美子 星英一郎 白真勲 岡田正和 三宅博
17 徳茂雅之 宮崎勝 浜口誠 釜井敏行 矢野義昭
18 藤井基之 藤川慎一 上村泰稔 渡辺喜美
19 藤木真也 藤末健三 亀田良典
20 堀内恒夫 前田武志 唐沢千晶
21 増山寿一 森屋隆 熊谷智
22 水落敏栄 矢田稚子 小池一徳
23 宮島喜文 小路貴之
24 山谷えり子 坂口多美子
25 山田宏 佐藤耕平
26 高木光弘
27 高橋渡
28 西沢博
29 原口敏彦
30 藤本友里

伊波洋一(野党共闘)
坂田英明
下町和三(野党共闘)
読谷山洋司(野党共闘)

阿部広美(野党共闘)

・・・民進党の当選者 ・・・共産党の当選者 ・・・社会民主党の当選者

・・・野党(民進党・共産党・社民党・生活の党)共闘区
・・・野党共闘区の当選者

船戸タキ子
永江孝子(野党共闘)
田中俊秀

・・・自由民主党の当選者 ・・・公明党の当選者 ・・・おおさか維新の会の当選者

大西聡(野党共闘)
無所属(市民団体)

諸派(政治団体)

福山正敏(幸福実現党)
諸派(政治団体)

本藤哲哉(支持政党なし)
江夏正敏(幸福実現党)
中島徹(幸福実現党)
吉冨和枝(幸福実現党)
森田浩二(幸福実現党)
中西利恵(幸福実現党)

金城竜郎(幸福実現党)

松沢力(幸福実現党)
河野一郎(幸福実現党)
上田敦子(幸福実現党)
木下順子(幸福実現党)

・・・自由民主党の当選者 ・・・公明党の当選者
・・・民進党の当選者 ・・・共産党の当選者
・・・社会民主党の当選者 ・・・おおさか維新の会の当選者

鹿児島(1)

熊本(1)

第24回参議院議員選挙　選挙区当選　定数73 ※都道府県に記載してある(数字)は各県の定数です。

第24回参議院議員選挙　比例代表選出 定数48
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所属政党 自民党 公明党 民進党 共産党 おおさか維新 社民党 生活の党 日本のこころ 新党改革
31 古田美知代 国民怒りの声 幸福実現党 支持政党なし
32 真栄里保
33 益田牧子
34 松田一志
35 松本隆
36 松山恭子
37 三ケ尻亮子
38 宮内現
39 山下魁
40 山田和雄
41 吉田恭子

42/人数 吉俣洋

自民党 公明党 民進党 共産党 おおさか維新 社民党 生活の党 日本のこころ 新党改革
日本を元気にす

る会
諸派 無所属 計

今回当選 56 14 32 6 7 1 1 0 0 - 0 4 121
選挙区 37 7 21 1 3 0 - 0 0 - 0 4 73
比例代表 19 7 11 5 4 1 1 0 0 - 0 0 48
改選前議席数 50 9 46 3 2 2 2 0 2 1 0 4 121
非改選議席数 65 11 17 8 5 1 1 3 0 2 1 7 121
公示前議席数 115 20 63 11 7 3 3 3 2 3 1 11 242
最新議席数 121 25 49 14 12 2 2 3 0 2 1 11 242

自民党 公明党 民進党 共産党 おおさか維新 社民党 生活の党 日本のこころ 新党改革 国民怒りの声 幸福実現党 支持政党なし
政党投票総数 20,114,816 7,572,976 11,750,995 6,016,247 5,153,592 1,536,239 1,067,309 734,025 580,653 466,735 366832 647,071
政党名得票数 15,239,624 3,881,290 8,750,006 5,599,060 4,422,356 1,103,157 901,876 550,655 202,634 336,708 305,002 593,643
得票数割合 35.91% 13.52% 20.98% 10.74% 9.20% 2.74% 1.91% 1.31% 1.04% 0.83% 0.65% 1.16%
獲得議席数 19 7 11 5 4 1 1 0 0 0 0 0

最新議席数 改選議席数 非改選議席数
121 56 65 参議院定数 242 議席
25 14 11 146 議席 圧倒的多数 162 議席
12 7 5 158 議席 絶対安定多数 140 議席
3 0 3 161 議席 安定多数 129 議席
2 0 2 163 議席 過半数 122 議席

諸派(政治団体)

党派別当選者数

比例代表得票数及び当選者数

日本を元気にする会
日本のこころ
おおさか維新

公明党
自民党

与党合計
与党＋お維新
与党＋お維新＋こころ
与党＋お維新＋こころ＋元気

憲法改正賛成派の参議院議席数

第24回参議院議員選挙　比例代表選出 定数48

・・・自由民主党の当選者 ・・・公明党の当選者 ・・・おおさか維新の会の当選者
・・・民進党の当選者 ・・・共産党の当選者 ・・・社会民主党の当選者
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