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得票順位 当落 政党 氏名 得票数 略歴 新旧

1 当選 公明党 山本　香苗 996,959 〈元〉経産政務官 現

2 当選 公明党 平木　大作 770,682 〈元〉コンサル社員 新

3 当選 公明党 河野　義博 703,637 〈元〉丸紅社員 新

4 当選 公明党 山本　博司 592,814 〈元〉ＩＢＭ社員 現

5 当選 公明党 若松　謙維 577,951 〈元〉総務副大臣 新

6 当選 公明党 魚住　裕一郎 540,817 〈元〉総務副大臣 現

7 当選 自民党 柘植　芳文 429,002 全特顧問 新

8 当選 日本維新の会 アントニオ　猪木 356,605 〈元〉プロレスラー 元

9 当選 自民党 山田　俊男 338,485 〈元〉ＪＡ全中役員 現

10 当選 自民党 佐藤　正久 326,541 防衛政務官 現

11 当選 日本維新の会 中山　恭子 306,341 〈元〉拉致問題相 現

12 当選 自民党 石井　みどり 294,148 日歯連顧問 現

13 当選 自民党 橋本　聖子 279,952 〈元〉スケート選手 現

14 当選 民主党 礒崎　哲史 271,553 自動車総連役員 新

15 当選 自民党 羽生田　俊 249,818 日医副会長 新

16 当選 民主党 浜野　喜史 235,917 電力総連役員 新

17 当選 民主党 相原　久美子 235,636 〈元〉自治労役員 現

18 当選 自民党 佐藤　信秋 215,506 〈元〉国交事務次官 現

19 当選 自民党 赤池　誠章 208,319 〈元〉衆院議員 新

20 当選 自民党 山東　昭子 205,779 〈元〉参院副議長 現

21 当選 自民党 衛藤　晟一 204,404 首相補佐官 現

22 当選 自民党 石田　昌宏 201,109 〈元〉看護連盟役員 新

23 当選 自民党 有村　治子 191,343 〈元〉参院環境委長 現

24 当選 民主党 大島　九州男 191,167 〈元〉直方市議 現

25 当選 自民党 宮本　周司 178,480 〈元〉全青連会長 新

26  緑の党 三宅　洋平 176,970 音楽家 新

27 当選 民主党 神本　美恵子 176,248 〈元〉文科政務官 現

28 当選 民主党 吉川　沙織 167,437 〈元〉情報労連役員 現

29 当選 社民党 又市　征治 156,155 党幹事長 現

30 当選 自民党 丸山　和也 153,303 弁護士 現

31 当選 民主党 石上　俊雄 152,121 東芝労組役員 新

32 当選 自民党 北村　経夫 142,613 〈元〉産経新聞記者 新

33  民主党 川合　孝典 138,830 ゼンセン顧問 現

34 当選 共産党 小池　晃 134,325 党副委員長 前

35 当選 共産党 山下　芳生 129,149 党書記局長代行 現

36  民主党 石井　一 123,355 参院予算委員長 現

37  民主党 定光　克之 120,782 ＪＰ労組役員 新

38 当選 みんなの党 川田　龍平 117,389 〈元〉薬害訴訟原告 現

39  社民党 山城　博治 112,641 自治労沖縄役員 新

40 当選 自民党 渡辺　美樹 104,176 〈元〉ワタミ会長 新

41  民主党 轟木　利治 103,996 基幹労連顧問 現

42 当選 自民党 木村　義雄 98,979 〈元〉厚労副大臣 新

43  民主党 ツルネン　マルテイ 82,858 〈元〉湯河原町議 現

44  民主党 鹿野　道彦 82,404 〈元〉農水相 新

45 当選 自民党 太田　房江 77,173 〈元〉大阪府知事 新

46  自民党 若狭　勝 76,829 弁護士 新

47 当選 みんなの党 山口　和之 75,000 〈元〉衆院議員 新

48 当選 共産党 紙　智子 68,729 党農林漁民局長 現

49  自民党 園田　修光 65,840 〈元〉衆院議員 新

50  新党大地 鈴木　宗男 62,902 木材加工会社長 新

51  自民党 大江　康弘 59,376 〈元〉和歌山県議 前

52  生活の党 山岡　賢次 56,372 〈元〉国家公安委長 元

53  自民党 佐々木　洋平 56,082 大日本猟友会長 新

54  民主党 簗瀬　進 53,940 弁護士 前

55  みどりの風 谷岡　郁子 51,367 党代表 現

56 当選 共産党 井上　哲士 50,874 〈元〉赤旗記者 現

57 当選 みんなの党 渡辺　美知太郎 50,253 衆院議員秘書 新

58  民主党 円　より子 49,008 〈元〉党副代表 前

59 当選 みんなの党 井上　義行 47,756 〈元〉首相秘書官 新

60  自民党 木村　隆次 47,627 介護事業経営 新

61  みどりの風 山田　正彦 44,231 〈元〉農水相 新

62 当選 日本維新の会 儀間　光男 40,484 〈元〉浦添市長 新

63 当選 共産党 仁比　聡平 39,768 弁護士 前

64  みんなの党 河合　純一 39,425 〈元〉パラ五輪選手 新

65  生活の党 三宅　雪子 38,766 〈元〉衆院議員 新

66  新党大地 松木　謙公 38,721 〈元〉農水政務官 新

67  みんなの党 山本　幸治 37,717 プロボウラー 新

68  自民党 伊藤　洋介 37,423 タレント 新

69  共産党 山本　陽子 36,580 〈元〉大阪府議 新

70  生活の党 広野　允士 35,554 党副代表 現

71  みんなの党 石井　竜馬 35,364 大学院客員教授 新

72  自民党 金子　善次郎 34,866 〈元〉厚労政務官 新

73  生活の党 藤原　良信 34,568 〈元〉岩手県議長 現

74 当選 日本維新の会 藤巻　健史 33,237 経済評論家 新

75  生活の党 東　祥三 33,146 〈元〉内閣府副大臣 新

76 当選 日本維新の会 中野　正志 32,926 〈元〉経産副大臣 新

77  みんなの党 本田　顕子 32,330 薬剤師 新

78 当選 日本維新の会 室井　邦彦 32,107 〈元〉国交政務官 前

79  民主党 五十嵐　文彦 29,077 〈元〉財務副大臣 新

80  自民党 塚原　光男 28,902 〈元〉体操選手 新

81  日本維新の会 土田　博和 28,616 医療法人理事長 前

82  自民党 畦元　将吾 28,519 診療放射線技師 新

83  日本維新の会 奥村　慎太郎 27,954 〈元〉雲仙市長 新
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84  民主党 吉田　公一 27,890 〈元〉農水副大臣 新

85  日本維新の会 桜井　よう子 27,757 〈元〉茨城県議 新

86  自民党 佐竹　雅昭 27,582 〈元〉格闘家 新

87  民主党 奥村　展三 27,326 〈元〉文科副大臣 元

88  社民党 矢野　敦子 26,278 党企画部長 新

89 当選 公明党 新妻　秀規 26,044 〈元〉川崎重工社員 新

90  日本維新の会 石井　義哲 25,986 〈元〉航空自衛官 新

91  民主党 佐々木　隆博 24,329 〈元〉農水副大臣 新

92  みんなの党 梅沢　重雄 23,035 学校法人理事長 新

93  日本維新の会 浅田　眞澄美 22,406 〈元〉長崎県議 新

94  社民党 鴨　桃代 21,934 労働組合委員長 新

95  日本維新の会 上野　公成 21,457 〈元〉官房副長官 元

96  生活の党 はた　ともこ 21,441 薬剤師 現

97  みんなの党 菅原　直敏 21,135 〈元〉神奈川県議 新

98  日本維新の会 石原　結實 19,097 内科医院長 新

99  日本維新の会 松村　譲裕 18,888 健康ランド経営 新

100  日本維新の会 山崎　泰 18,130 〈元〉都議 新

101  自民党 米坂　知昭 18,078 桐蔭横浜大教授 新

102  幸福実現党 矢内　筆勝 17,010 党首 新

103  幸福実現党 トクマ 16,797 音楽家 新

104  日本維新の会 片岡　伸子 16,329 〈元〉日本生命社員 新

105  日本維新の会 川口　浩 16,079 〈元〉衆院議員 新

106  日本維新の会 宮崎　健治 15,464 〈元〉コンサル社長 新

107  みどりの風 井戸川　克隆 15,444 〈元〉双葉町長 新

108  日本維新の会 栗原　博久 14,274 〈元〉農水副大臣 新

109  民主党 樽井　良和 13,178 〈元〉衆院議員 現

110  日本維新の会 瀬戸　健一郎 12,768 〈元〉草加市議 新

111  みんなの党 菊地　文博 12,676 〈元〉宮城県議 新

112  みんなの党 平　智之 11,927 〈元〉衆院議員 新

113  日本維新の会 矢口　健一 11,327 〈元〉日本ＪＣ顧問 新

114  みんなの党 富岡　由紀夫 11,305 〈元〉民主副幹事長 前

115  みんなの党 小斉　太郎 10,527 〈元〉港区議 新

116  日本維新の会 富山　泰庸 10,186 〈元〉タレント 新

117  日本維新の会 石川　輝久 10,147 〈元〉神奈川県議 新

118  日本維新の会 伊賀　保夫 9,269 〈元〉目黒区議 新

119  緑の党 須黒　奈緒 9,109 〈元〉杉並区議 新

120  共産党 浅賀　由香 8,429 〈元〉運輸会社役員 新

121  みんなの党 船曳　鴻紅 7,896 デザイン業経営 新

122  公明党 川島　信雄 7,737 党職員 新

123  日本維新の会 二瓶　文隆 7,637 〈元〉中央区議 新

124  緑の党 長谷川　羽衣子 7,431 党共同代表 新

125  日本維新の会 岩本　壮一郎 7,167 投資顧問会社長 新

126  日本維新の会 遠藤　宣彦 7,061 〈元〉衆院議員 新

127  新党大地 内山　晃 6,828 〈元〉総務政務官 新

128  共産党 木村　賢治 6,595 〈元〉道立高校教頭 新

129  共産党 池内　沙織 6,387 党都委員 新

130  日本維新の会 松本　孝一 6,122 〈元〉総務省室長 新

131  緑の党 木田　節子 5,219 原発事故避難者 新

132  日本維新の会 竹内　栄一 4,991 〈元〉神奈川県議 新

133  公明党 鈴木　充 4,695 党職員 新

134  緑の党 大野　拓夫 4,577 〈元〉ＮＰＯ職員 新

135  緑の党 木村　雄一 4,549 原発事故避難者 新

136  共産党 村上　信夫 4,545 〈元〉運輸省職員 新

137  幸福実現党 井沢　一明 4,540 教育団体代表 新

138  共産党 辻　源巳 4,231 党地区常任委員 新

139  共産党 大西　理 4,087 党広島県役員 新

140  新党大地 橋本　勉 3,643 〈元〉衆院議員 新

141  共産党 小高　洋 3,359 党宮城労働部員 新

142  新党大地 町川　順子 3,313 美容健康研究家 新

143  緑の党 田口　まゆ 3,308 ＮＰＯ代表 新

144  新党大地 萩原　仁 2,934 〈元〉衆院議員 新

145  日本維新の会 高田　貴代子 2,921 酒造会社長 新

146  共産党 西平　守伸 2,875 党沖縄県委員 新

147  新党大地 笹　節子 2,647 〈元〉出版社副社長 新

148  公明党 清水　定幸 2,626 党担当副部長 新

149  共産党 武田　良介 2,395 党長野県役員 新

150  公明党 松葉　玲 2,332 公明新聞記者 新

151  公明党 宮地　広助 2,327 公明新聞記者 新

152  緑の党 島崎　直美 2,223 〈元〉アイヌ党役員 新

153  共産党 江上　博之 2,144 〈元〉名古屋市議 新

154  緑の党 尾形　慶子 2,014 〈元〉通訳 新

155  新党大地 前川　光 1,834 〈元〉外務省職員 新

156  公明党 雨宮　秀樹 1,831 党青年局次長 新

157  共産党 井沢　孝典 1,814 〈元〉養護学校教諭 新

158  公明党 鷲岡　秀明 1,682 公明新聞記者 新

159  新党大地 田宮　嘉一 1,475 コンサル会社長 新

160  公明党 深沢　淳 1,119 公明新聞記者 新

161  公明党 窪田　哲也 1,051 公明新聞記者 新

162  公明党 四重田　雅俊 631 党滋賀県事務長 新
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