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●投票結果

男 計

12,281 25,886

6,881 14,080

56.03% 54.39%

　◆内訳

　　国内当日投票者数 4,932 9,779

　　国内期日前投票者数 1,842 4,043

　　国内不在者投票者数 105 256

　　在外投票者数 2 2

 安芸高田市開票区

●開票結果

7月22日 0時19分 現在　　開票率 100.0%

　◆政党等の得票総数

届出番号 政党等の名称 得票数 備考

1 みんなの党 みんなのとう 605605605605 .94.94.94.94 票

2 民主党 みんしゅとう 1,8921,8921,8921,892 .595.595.595.595 票

3 新党大地 しんとうだいち 33333333 票

4 社会民主党 しゃかいみんしゅとう 292292292292 票

5 生活の党 せいかつのとう 275275275275 .23.23.23.23 票

6 みどりの風 みどりのかぜ 67676767 .894.894.894.894 票

投票率

平成25年7月21日執行平成25年7月21日執行平成25年7月21日執行平成25年7月21日執行

有権者数

投票者数

参議院比例代表選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙

 

女

13,605

151

7,199

0

52.91%

4,847

2,201

6 みどりの風 みどりのかぜ 67676767 .894.894.894.894 票

7 自由民主党 じゆうみんしゅとう 5,9085,9085,9085,908 .983.983.983.983 票

8 日本共産党 にほんきょうさんとう 715715715715 .419.419.419.419 票

9 公明党 こうめいとう 2,5312,5312,5312,531 .921.921.921.921 票

10 緑の党グリーンズジャパン みどりのとうぐりーんずじゃぱん
64646464 .926.926.926.926 票

11 日本維新の会 にっぽんいしんのかい 1,1171,1171,1171,117 .077.077.077.077 票

12 幸福実現党 こうふくじつげんとう 69696969 票

計 13,57313,57313,57313,573 .985.985.985.985 票

･･･

A 得票総数

B1 按分の際切り捨てた票数

B2 いずれの候補者にも属しないもの

CCCC 有効投票数有効投票数有効投票数有効投票数 A+B1+B2

DDDD 無効投票数無効投票数無効投票数無効投票数

EEEE 投票総数投票総数投票総数投票総数 C+D

F1 不突合（不受理）

F2 不突合（持帰り）

F3 不突合（その他）

G 投票者総数 E+F1～F3

D/E 無効投票率 D/E×100　3位四捨五入

0

3.59%

14,080

0.015

0

13,57413,57413,57413,574

506506506506

14,08014,08014,08014,080

0

0

13,573.985
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 安芸高田市開票区

　◆投票記載名称別得票数

届出番号.－

　　整理番号

政党等の名称または候補者名 得票数 備考

1.-99 みんなの党 みんなのとう 526526526526 票

1.-01 いしい竜馬 いしいりょうま 3333 .045.045.045.045 票

1.-02 井上よしゆき いのうえよしゆき 3333 .333.333.333.333 票

1.-03 梅沢しげお うめざわしげお 2222 票

1.-04 かわい純一 かわいじゅんいち 2222 票

1.-05 川田龍平 かわだりゅうへい 4444 票

1.-06 きくちふみひろ きくちふみひろ 2222 票

1.-07 こさいたろう こさいたろう 1111 票

1.-08 菅原なおとし すがわらなおとし 0000 票

1.-09 平智之 たいらともゆき 0000 票

1.-10 富岡ゆきお とみおかゆきお 1111 票

1.-11 ふなびきこうこ ふなびきこうこ 0000 票

1.-12 本田あきこ ほんだあきこ 1111 票

1.-13 山口かずゆき やまぐちかずゆき 20202020 票

1.-14 山本こうじ やまもとこうじ 34343434 .793.793.793.793 票

1.-15 渡辺みちたろう わたなべみちたろう 5555 .769.769.769.769 票1.-15 渡辺みちたろう わたなべみちたろう 5555 .769.769.769.769 票

2.-99 民主党 みんしゅとう 1,4221,4221,4221,422 票

2.-01 あいはらくみこ あいはらくみこ 151151151151 票

2.-02 いがらし文彦 いがらしふみひこ 2222 票

2.-03 石井一 いしいはじめ 39393939 .595.595.595.595 票

2.-04 石上としお いしがみとしお 3333 票

2.-05 いそざき哲史 いそざきてつじ 44444444 票

2.-06 大島くすお おおしまくすお 29292929 票

2.-07 奥村てんぞう おくむらてんぞう 1111 票

2.-08 かの道彦 かのみちひこ 0000 票

2.-09 神本みえ子 かみもとみえこ 53535353 票

2.-10 かわいたかのり かわいたかのり 16161616 票

2.-11 ささき隆博 ささきたかひろ 2222 票

2.-12 さだみつ克之 さだみつかつゆき 26262626 票

2.-13 たるい良和 たるいよしかず 1111 票

2.-14 ツルネンマルテイ つるねんまるてい 8888 票

2.-15 とどろき利治 とどろきとしはる 22222222 票

2.-16 浜野よしふみ はまのよしふみ 25252525 票
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 安芸高田市開票区

　◆投票記載名称別得票数

届出番号.－

　　整理番号

政党等の名称または候補者名 得票数 備考

2.-17 円より子 まどかよりこ 1111 票

2.-18 やなせ進 やなせすすむ 1111 票

2.-19 吉川さおり よしかわさおり 43434343 票

2.-20 吉田公一 よしだこういち 3333 票

3.-99 新党大地 しんとうだいち 23232323 票

3.-01 松木けんこう まつきけんこう 2222 票

3.-02 内山あきら うちやまあきら 0000 票

3.-03 はぎはら仁 はぎはらひとし 0000 票

3.-04 橋本べん はしもとべん 0000 票

3.-05 田宮かいち たみやかいち 1111 票

3.-06 前川ひかる まえかわひかる 2222 票

3.-07 ささ節子 ささせつこ 0000 票

3.-08 町川じゅんこ まちかわじゅんこ 0000 票

3.-09 鈴木宗男 すずきむねお 5555 票

4.-99 社会民主党 しゃかいみんしゅとう 272272272272 票

4.-01 又市征治 またいちせいじ 11111111 票4.-01 又市征治 またいちせいじ 11111111 票

4.-02 山シロ博治 やましろひろじ 5555 票

4.-03 鴨ももよ かもももよ 0000 票

4.-04 矢野あつ子 やのあつこ 4444 票

5.-99 生活の党 せいかつのとう 238238238238 票

5.-01 広野ただし ひろのただし 7777 票

5.-02 藤原よしのぶ ふじわらよしのぶ 0000 票

5.-03 はたともこ はたともこ 14141414 票

5.-04 山岡けんじ やまおかけんじ 5555 票

5.-05 東祥三 あずましょうぞう 5555 票

5.-06 みやけ雪子 みやけゆきこ 6666 .23.23.23.23 票

6.-99 みどりの風 みどりのかぜ 49494949 .528.528.528.528 票

6.-01 谷岡くにこ たにおかくにこ 6666 票

6.-02 山田正彦 やまだまさひこ 12121212 .366.366.366.366 票

6.-03 井戸川かつたか いどがわかつたか 0000 票

7.-99 自由民主党 じゆうみんしゅとう 4,3934,3934,3934,393 票

7.-01 赤池まさあき あかいけまさあき 28282828 .687.687.687.687 票

7.-02 あぜもとしょうご あぜもとしょうご 10101010 票
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 安芸高田市開票区

　◆投票記載名称別得票数

届出番号.－

　　整理番号

政党等の名称または候補者名 得票数 備考

7.-03 ありむら治子 ありむらはるこ 27272727 票

7.-04 石井みどり いしいみどり 102102102102 .754.754.754.754 票

7.-05 石田まさひろ いしだまさひろ 65656565 票

7.-06 伊藤ようすけ いとうようすけ 6666 票

7.-07 えとうせいいち えとうせいいち 38383838 票

7.-08 大江やすひろ おおえやすひろ 7777 票

7.-09 太田ふさえ おおたふさえ 11111111 票

7.-10 金子ぜんじろう かねこぜんじろう 8888 票

7.-11 北村つねお きたむらつねお 58585858 票

7.-12 木村よしお きむらよしお 8888 .105.105.105.105 票

7.-13 きむらりゅうじ きむらりゅうじ 9999 .263.263.263.263 票

7.-14 佐々木洋平 ささきようへい 41414141 票

7.-15 佐竹まさあき さたけまさあき 5555 .312.312.312.312 票

7.-16 佐藤のぶあき さとうのぶあき 42424242 .539.539.539.539 票

7.-17 佐藤まさひさ さとうまさひさ 24242424 .46.46.46.46 票

7.-18 山東昭子 さんとうあきこ 21212121 票7.-18 山東昭子 さんとうあきこ 21212121 票

7.-19 そのだ修光 そのだしゅうこう 1111 票

7.-20 塚原光男 つかはらみつお 1111 票

7.-21 つげ芳文 つげよしふみ 215215215215 票

7.-22 橋本聖子 はしもとせいこ 54545454 票

7.-23 羽生田たかし はにゅうだたかし 67676767 票

7.-24 丸山和也 まるやまかずや 23232323 票

7.-25 宮本しゅうじ みやもとしゅうじ 121121121121 票

7.-26 山田としお やまだとしお 493493493493 .633.633.633.633 票

7.-27 米坂ともあき よねさかともあき 8888 票

7.-28 わかさ勝 わかさまさる 10101010 票

7.-29 わたなべ美樹 わたなべみき 9999 .23.23.23.23 票

8.-99 日本共産党 にほんきょうさんとう 643643643643 票

8.-01 山下よしき やましたよしき 12121212 票

8.-02 小池晃 こいけあきら 8888 票

8.-03 紙智子 かみともこ 1111 票

8.-04 井上さとし いのうえさとし 6666 .666.666.666.666 票

8.-05 仁比そうへい にひそうへい 17171717 票
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 安芸高田市開票区

　◆投票記載名称別得票数

届出番号.－

　　整理番号

政党等の名称または候補者名 得票数 備考

8.-06 あさか由香 あさかゆか 1111 票

8.-07 池内さおり いけうちさおり 2222 票

8.-08 井沢孝典 いざわたかのり 0000 票

8.-09 江上ひろゆき えがみひろゆき 0000 票

8.-10 大西オサム おおにしおさむ 4444 票

8.-11 木村けんじ きむらけんじ 3333 .473.473.473.473 票

8.-12 こだか洋 こだかひろし 1111 票

8.-13 たけだ良介 たけだりょうすけ 1111 票

8.-14 辻源巳 つじもとみ 1111 票

8.-15 ニシヒラ守伸 にしひらもりのぶ 1111 票

8.-16 村上信夫 むらかみのぶお 1111 票

8.-17 山本陽子 やまもとようこ 12121212 .28.28.28.28 票

9.-99 公明党 こうめいとう 1,0181,0181,0181,018 票

9.-01 若松かねしげ わかまつかねしげ 8888 票

9.-02 平木だいさく ひらきだいさく 2222 票

9.-03 魚住ゆういちろう うおずみゆういちろう 3333 票9.-03 魚住ゆういちろう うおずみゆういちろう 3333 票

9.-04 山本かなえ やまもとかなえ 15151515 .432.432.432.432 票

9.-05 山本ひろし やまもとひろし 1,4801,4801,4801,480 .489.489.489.489 票

9.-06 かわの義博 かわのよしひろ 3333 票

9.-07 新妻ひでき にいづまひでき 0000 票

9.-08 雨宮秀樹 あめみやひでき 0000 票

9.-09 川島信雄 かわしまのぶお 1111 票

9.-10 窪田哲也 くぼたてつや 0000 票

9.-11 清水定幸 しみずさだゆき 0000 票

9.-12 鈴木充 すずきみつる 1111 票

9.-13 深澤淳 ふかざわあつし 0000 票

9.-14 松葉玲 まつばあきら 0000 票

9.-15 宮地広助 みやちこうすけ 0000 票

9.-16 四重田雅俊 よえだまさとし 0000 票

9.-17 鷲岡秀明 わしおかひであき 0000 票

10.-99 緑の党グリーンズジャパン みどりのとうぐりーんずじゃぱん

37373737 票

10.-01 すぐろ奈緒 すぐろなお 3333 票

10.-02 長谷川ういこ はせがわういこ 0000 票
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 安芸高田市開票区

　◆投票記載名称別得票数

届出番号.－

　　整理番号

政党等の名称または候補者名 得票数 備考

10.-03 田口まゆ たぐちまゆ 0000 票

10.-04 大野たくお おおのたくお 2222 票

10.-05 しまざきなおみ しまざきなおみ 1111 票

10.-06 木村ゆういち きむらゆういち 1111 .157.157.157.157 票

10.-07 尾形けいこ おがたけいこ 0000 票

10.-08 木田せつこ きだせつこ 0000 票

10.-09 三宅洋平 みやけようへい 20202020 .769.769.769.769 票

11.-99 日本維新の会 にっぽんいしんのかい 1,0331,0331,0331,033 票

11.-01 中山恭子 なかやまきょうこ 21212121 票

11.-02 むろい邦彦 むろいくにひこ 2222 票

11.-03 浅田ますみ あさだますみ 1111 票

11.-04 アントニオ猪木 あんとにおいのき 39393939 票

11.-05 伊賀やすお いがやすお 0000 票

11.-06 石井よしあき いしいよしあき 5555 .076.076.076.076 票

11.-07 石川てるひさ いしかわてるひさ 0000 票

11.-08 石原結實 いしはらゆうみ 2222 票11.-08 石原結實 いしはらゆうみ 2222 票

11.-09 岩本壮一郎 いわもとそういちろう 0000 票

11.-10 うえの公成 うえのこうせい 1111 票

11.-11 遠藤のぶひこ えんどうのぶひこ 0000 票

11.-12 おくむら慎太郎 おくむらしんたろう 0000 票

11.-13 片岡伸子 かたおかのぶこ 0000 票

11.-14 川口ひろし かわぐちひろし 2222 .001.001.001.001 票

11.-15 ギマ光男 ぎまみつお 1111 票

11.-16 くりはら博久 くりはらひろひさ 0000 票

11.-17 桜井よう子 さくらいようこ 2222 票

11.-18 せと健一郎 せとけんいちろう 1111 票

11.-19 高田きよこ たかたきよこ 1111 票

11.-20 竹内栄一 たけうちえいいち 0000 票

11.-21 土田ひろかず つちだひろかず 0000 票

11.-22 富山よしのぶ とみやまよしのぶ 0000 票

11.-23 中野正志 なかのまさし 2222 票

11.-24 にへいふみたか にへいふみたか 0000 票

11.-25 藤巻健史 ふじまきたけし 1111 票
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 安芸高田市開票区

　◆投票記載名称別得票数

届出番号.－

　　整理番号

政党等の名称または候補者名 得票数 備考

11.-26 松村よしやす まつむらよしやす 0000 票

11.-27 松本こういち まつもとこういち 2222 票

11.-28 宮崎ケンジ みやざきけんじ 0000 票

11.-29 矢口けんいち やぐちけんいち 1111 票

11.-30 山崎たい やまざきたい 0000 票

12.-99 幸福実現党 こうふくじつげんとう 65656565 票

12.-01 やない筆勝 やないひっしょう 2222 票

12.-02 トクマ とくま 2222 票

12.-03 いざわ一明 いざわかずあき 0000 票

計 13,57313,57313,57313,573 .985.985.985.985 票


