
＊市民連合 ＊5万票以内の野党候補者＝青表示 ＊黄色現職／ 　＊2022予定候補者（マスコミ報道をまとめたもの）

都道府県 1人区野党統一 2019参院選次点　 次点票差 立民 国民 共産党 社民党 れいわ 無所属 自民党 公明党 維新 N国 他

1 自民 高橋はるみ（公推薦） 徳永エリ 松橋千春 長谷川岳 斎藤忠行

2 立民 勝部賢志（社推薦） 船橋利実

3 公明 岩本剛人

4 青森（定数１） 〇 自民 滝沢求（公推薦） 立民・小田切達（社推薦）　　 33,175 田名部匡代

5 岩手（定数１） 〇 無所属 横澤高徳（立・国・共・社推薦） 自民・平野達男（公推薦）　　 15,506 木戸口英司 広瀬めぐみ

6 秋田（定数１） 〇 無所属 寺田静 自民・泉松司（公推薦）　　　 21,067 石井浩郎 村岡敏英

7 山形（定数１） 〇 無所属 芳賀道也（立・国・共・社推薦） 自民・大沼瑞穂（公推薦）　　 16,524 舟山康江

8 宮城（定数１） 〇 立民 石垣のりこ（共・社推薦、国支持） 自民・愛知治郎（公推薦）　　　 9,498 石川光次郎 桜井充

9 福島（定数１） 〇 自民 森まさこ（公推薦） 無・水野さちこ（立・国・社推薦） 100,546 星北斗 増子輝彦

10 自民 上月良祐（公推薦） 198,463 大内くみ子 加藤明良

11 立民 小沼巧（社推薦）

12 栃木（定数１） 〇 自民 高橋克法（公推薦） 立民・加藤千穂（国・共・社支持） 87,418 上野通子

13 群馬（定数１） 〇 自民 清水真人（公推薦） 立民・斎藤敦子（社推薦、国・共支持） 113,718 高橋保 中曽根弘文

14 自民 石井準一（公推薦） 小西洋之 磯部裕和 斎藤和子 猪口邦子

15 立民 長浜博行（国・社支持） 76,328 臼井正一

16 自民 豊田俊郎（公推薦）

17 自民 古川俊治 高木真理 梅村早江子 関口昌一 西田実仁 河合悠祐 上田清司（国）

18 立民 熊谷裕人 114,898

19 公明 矢倉克夫

20 共産 伊藤岳

21 自民 丸川珠代 蓮舫 山添拓 朝日健太郎 竹谷とし子

22 公明 山口那津男

23 共産 吉良佳子 28,955

24 立民 塩村文夏

25 維新 音喜多駿

26 自民 武見敬三

27 自民 島村大 あさか由香 三原じゅん子 三浦信祐

28 立民 牧山ひろえ 浅尾慶一郎

29 公明 佐々木さやか 153,281

30 維新 松沢成文

31 新潟（定数１） 〇 無所属 打越さく良（立、国、共、社推薦） 自民・塚田一郎（公推薦）　 42,667 森裕子 小林一大

32 長野（定数１） 〇 国民 羽田雄一郎（立、共、社支持） 自民・小松裕（公推薦）　 145,652 杉尾秀哉

33 山梨（定数１） 〇 自民 森屋宏（公明推薦） 無所属・市来伴子（立・国・共推薦、社支持） 34,057 宮沢由佳 白壁賢一

34 富山（定数１） 〇 自民 堂故茂（公明推薦） 国民・西尾政英（「立・社推薦）　　　　　　 135,375 山登志浩 野上浩太郎

35 石川（定数１） 〇 自民 山田修路（公明推薦） 国民・田辺徹（共、社推薦、立民支持）　 147,761 宮本周司

36 福井（定数１） 〇 自民 滝波宏文（公推薦） 共産・山田和雄　　　　　　　　　　　　　　　 118,138 山田和雄 山崎正昭

37 岐阜（定数１） 〇 自民 大野泰正（公推薦） 立民・梅村慎一（社推薦、国、共支持）　 167,846 渡辺猛之

38 自民 牧野　京夫（公明推薦） 143,971 山崎真之輔 鈴木千佳 若林洋平 平山佐知子

39 　国民　 榛葉　賀津也

40 自民 酒井　庸行 伊藤孝恵 すやま初美 丹羽秀樹 里見隆治

静岡
（定数２）

立民・徳川家広　　　

　 　　　　　

東京
（定数６）

立民・山岸一生　

神奈川
（定数４）

共産・浅賀由香　

共産・大内久美子　　　　　　　　

共産・畠山和也　　　　　

埼玉
（定数４）

国民・宍戸千絵　　

北海道
（定数３）

69,452

2019参院選結果と2022参院選予定候補者　　　（2022.2.４）

2019参院選当選者

茨城
（定数２）

千葉
（定数３）

共産・浅野史子　　　　　



都道府県 1人区野党統一 2019参院選次点　 次点票差 立民 国民 共産党 社民党 れいわ 無所属 自民党 公明党 維新 N国 他2019参院選当選者

41 国民 大塚　耕平 184,165

42 立民 田島　麻衣子

43 公明 安江　伸夫（自推薦）

44 三重（定数１） 〇 自民 吉川　有美（公推薦） 無所属・芳野　正英（立、国推薦）　 44,985 芳野正英 山本佐知子

45 滋賀（定数１） 〇 無所属 嘉田　由紀子（立、国、共、社推薦） 自民・二之湯　武史（公推薦）　　 13,907 小鑓隆史

46 自民 西田昌司（公明推薦） 13,782 福山哲郎 武山彩子 吉井章

47 共産 倉林明子

48 維新 梅村みずほ 辰巳孝太郎 八幡愛 松川るい 石川博崇 浅田均

49 維新 東徹 177,855 高木佳保里

50 公明 杉久武

51 自民 太田房江

52 維新 清水貴之 小村潤 末松信介 伊藤孝江 片山大介

53 公明 高橋光男 31,315

54 自民 加田裕之

55 奈良（定数１） 〇 自民 堀井巌（公推薦） 無所属・西田一美（立、国、社推薦）　 81,957 佐藤啓

56 和歌山（定数１） 〇 　自民　 世耕弘成（公推薦） 無所属・藤井幹雄（立、国、社推薦）　 190,527 鶴保庸介

57 鳥取・島根（定数１） 〇 自民 舞立昇治（公推薦） 無所属・中林佳子（共推薦）　　　　 161,065 青木一彦

58 岡山（定数１） 〇 自民 石井　正弘 立民・原田謙介（共、社推薦、国支持） 166,978 小野田紀美 黒田晋

59 無所属 森本真治（立、国、社推薦） 25,688 中村孝江 宮沢洋一

60 自民 河井案里（公推薦）

61 山口（定数１） 〇 自民 林　芳正（公推薦） 国民・大内一也（立、共、社推薦）　 256,195

62 徳島・高知（定数１） 〇 自民 高野　光二郎（公推薦） 無所属・松本顕治　　　　　　　　　　 52,063 中西祐介

63 香川（定数１） 〇 自民 三宅　伸吾（公推薦） 無所属・尾田美和子（立、国、共、社推薦） 45,019 磯崎仁彦

64 愛媛（定数１） 〇 無所属 永江　孝子 自民・らくさぶろう（公推薦）　　　　 86,809 石井智恵 高見知佳（立） 山本順三

65 自民 松山政司 古賀之士 真島省三 大家敏志 秋野公造 熊丸英治

66 公明 下野六太（自推薦） 194,198

67 立民 野田国義（社推薦）

68 佐賀（定数１） 〇 自民 山下　雄平（公推薦） 国民・犬塚直史（社推薦、立、共支持） 70,366 福岡資麿

69 長崎（定数１） 〇 自民 古賀　友一郎（公推薦） 国民・白川鮎美（立、社推薦）　　　 34,087 白川鮎子 金子原二郎

70 熊本（定数１） 〇 自民 馬場　成志（公推薦） 無所属・阿部広美（共、社推薦）　　 116,559 松村祥史

71 大分（定数１） 〇 無所属 安達　澄（立、国、社推薦、共支持） 自民・礒崎陽輔（公明推薦）　　　　 16,655 足立信也

72 宮崎（定数１） 〇 自民 長峯　誠（公推薦） 立民・園生裕造（社推薦、国支持）　 130,710 松下新平

73 鹿児島（定数1） 〇 自民 尾辻　秀久（公推薦） 無所属・合原千尋（立、国推薦、共、社支持） 79,543 山口広延 野村哲郎

74 沖縄（定数１） 〇 無所属 高良　鉄美 自民・安里繁信（公推薦）　　　　　 63,903 伊波洋一

＊1人区32人（与党22、 32／32 ＊与党45、維新５　　＊野党他２４ *5万票以内野党７選挙区 ＊第一次・現職

2019参院選・選挙区（74） 9 3 3 0 0 38 7 5 9

2019参院選・比例代表（50） 8 3 4 1 2 19 7 5 N１

合計 17 6 7 1 2 57 14 10 9＋１

＊NHK・選挙HPより作成

愛知
（定数４）

維新・岬　麻紀　　　　　

福岡
（定数３）

共産・河野祥子　　　　　　　　　　

大阪
（定数４）

共産・辰巳孝太郎　　

兵庫
（定数３）

立民・安田真理（社民推薦）　　　

広島
（定数２）

自民・溝手顯正（公推薦）　　

京都
（定数２）

立民・増原ひろ子（社推薦、国支持）
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