
     時     分
開票   05 時  26 分

01 小池　晃 4,862 .000 01 三木　とおる - 01 黒川　あつひこ 430 .000 01 吉田　ただとも 4,448 .000
02 山下　よしき 765 .673 02 三浦　靖 - 02 天木　直人 138 .000 02 仲村　みお 1,150 .011
03 紙　智子 276 .183 03 赤池　まさあき 5,013 .509 03 小川　まなぶ 122 .768 03 大椿　ゆうこ 234 .000
04 井上　さとし 814 .694 04 ありむら　治子 5,165 .000 04 若林　アキ 285 .234 04 矢野　あつ子 593 .000
05 仁比　そうへい 8,396 .000 05 石田　まさひろ 5,787 .000
06 梅村　さえこ 137 .365 06 糸川　まさあき 855 .481
07 しいば　かずゆき 237 .000 07 井上　よしゆき 3,754 .680
08 青山　了介 94 .187 08 えとう　せいいち 13,044 .000
09 有坂　ちひろ 109 .000 09 小川　しんじ 5,983 .192
10 伊藤　達也 52 .892 10 おだち　源幸 6,164 .000
11 伊藤　りち子 111 .656 11 かくた　充由 1,942 .934
12 大野　聖美 91 .000 12 北村　経夫 8,259 .000
13 鎌野　祥二 26 .000 13 木村　よしお 5,020 .780
14 小久保　剛志 81 .000 14 くま田　あつし 920 .000
15 佐藤　ちひろ 147 .772 15 佐藤　のぶあき 5,252 .169
16 島袋　恵祐 46 .000 16 佐藤　まさひさ 8,315 .467
17 下奥　奈歩 44 .000 17 山東　昭子 6,203 .033
18 住寄　聡美 23 .000 18 田中　まさし 5,351 .310
19 田辺　健一 85 .000 19 つげ　芳文 14,780 .234
20 沼上　徳光 16 .000 20 中田　宏 4,199 .000
21 原　純子 186 .000 21 橋本　聖子 5,945 .000
22 藤本　友里 86 .000 22 羽生田　たかし 16,115 .558
23 ふなやま　由美 160 .000 23 ひが　なつみ 5,375 .000
24 まつざき　真琴 76 .000 24 本田　あきこ 10,902 .962
25 山本　千代子 406 .910 25 丸山　和也 2,129 .000
26 山本　のりこ 1,472 .104 26 水口　なおと 719 .000

27 宮崎　まさお 2,653 .000
28 宮本　しゅうじ 4,056 .000
29 森本　勝也 1,015 .000
30 山田　太郎 15,765 .883
31 山田　としお 9,128 .672
32 山本　左近 2,248 .484
33 和田　まさむね 10,845 .000

合  計 18,803 .436 合  計 192,909 .348 合  計 976 .002 合  計 6,425 .011
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福　岡　県

第19号の3様式 開　票　速　報
参議院比例代表選出議員選挙

〔01  日本共産党〕 〔03  オリーブの木〕

令和 1 年 7 月 21 日 執行

得票数候 補 者 名 候 補 者 名得票数

〔02  自由民主党〕

中間報告
結了報告

得票数 得票数

即日　開票

候 補 者 名候 補 者 名

〔04  社会民主党〕



     時     分
開票   05 時  26 分

01 若松　かねしげ 1,940 .000 01 石上　としお 6,453 .149 01 むろい　邦彦 1,834 .000 01 釈　りょうこ 950 .000
02 平木　だいさく 524 .000 02 いそざき　哲史 13,985 .000 02 藤巻　健史 1,077 .000 02 松島　ひろのり 258 .000
03 新妻　ひでき 235 .000 03 大島　九州男 8,068 .000 03 山口　かずゆき 817 .000 03 及川　幸久 328 .000
04 山本　かなえ 1,610 .035 04 小山田　つね子 465 .000 04 鈴木　宗男 3,110 .930
05 山本　ひろし 2,784 .518 05 酒井　リョースケ 177 .812 05 梅村　さとし 212 .788
06 かわの　義博 16,287 .000 06 鈴木　覚 172 .058 06 しばた　巧 441 .000
07 塩田　ひろあき 166 .000 07 田中　ひさや 3,591 .649 07 空本　せいき 71 .000
08 高橋　次郎 87 .000 08 田村　まみ 9,217 .000 08 あらき　大樹 335 .000
09 塩崎　剛 61 .000 09 中沢　健 127 .000 09 いわぶち　美智子 141 .000
10 村中　克也 71 .000 10 浜野　よしふみ 9,888 .735 10 奥田　まり 277 .000
11 角田　健一郎 76 .057 11 ひめい　ゆみこ 1,005 .000 11 くしだ　久子 537 .000
12 西田　義光 109 .000 12 藤川　たけと 127 .000 12 くわはら　くみこ 947 .000
13 国分　隆作 61 .000 13 円　より子 968 .000 13 森口　あゆみ 430 .000
14 竹島　正人 115 .000 14 山下　ようこ 1,738 .293 14 やながせ　裕文 360 .000
15 坂本　道応 98 .000
16 藤井　伸城 81 .000
17 奈良　直記 199 .000

合  計 24,504 .610 合  計 55,983 .696 合  計 10,590 .718 合  計 1,536 .000
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福　岡　県

第19号の3様式

候 補 者 名 得票数候 補 者 名

即日　開票

〔05  公明党〕 〔06  国民民主党〕

令和 1 年 7 月 21 日 執行
参議院比例代表選出議員選挙

開　票　速　報

〔08  幸福実現党〕

得票数

〔07  日本維新の会〕

候 補 者 名候 補 者 名 得票数得票数

中間報告
結了報告



     時     分
開票   05 時  26 分

01 石川　大我 1,728 .000 01 伊藤　恵子 - 01 立花　孝志 3,917 .120 01 佐野　秀光 1,242 .000
02 市井　紗耶香 1,395 .869 02 林　ひろよし 352 .000 02 浜田　聡 243 .166
03 今泉　まお 299 .000 03 菊池　里志 23 .020 03 岡本　介伸 124 .000
04 奥村　まさよし 702 .000 04 吉村　ふみお 56 .000 04 熊丸　英治 112 .000
05 小沢　まさひと 4,496 .000
06 おしどり　マコ 666 .000
07 おまた　一平 284 .000
08 川田　龍平 2,395 .000
09 岸　まきこ 14,032 .000
10 斉藤　りえ 451 .000
11 佐藤　かおり 776 .520
12 しおみ　俊次 103 .000
13 白沢　みき 162 .858
14 須藤　元気 1,940 .000
15 中村　ゆきこ 145 .987
16 深貝　とおる 53 .049
17 ふじた　幸久 361 .000
18 まの　さとし 243 .239
19 みずおか　俊一 5,704 .000
20 もりや　たかし 3,832 .311
21 吉川　さおり 5,805 .000
22 若林　ともこ 1,214 .574

合  計 46,790 .407 合  計 431 .020 合  計 4,396 .286 合  計 1,242 .000

開　票　速　報
即日　開票

〔10  労働の解放をめざす労働者党〕

第19号の3様式
令和 1 年 7 月 21 日 執行

候 補 者 名 得票数 得票数

参議院比例代表選出議員選挙

候 補 者 名 得票数

〔09  立憲民主党〕

福　岡　県
中間報告
結了報告

候 補 者 名
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候 補 者 名

〔11  NHKから国民を守る党〕 〔12  安楽死制度を考える会〕

得票数



     時     分
開票   05 時  26 分

01 ふなご　やすひこ -
02 木村　英子 -
03 山本　太郎 31,125 .506
04 はすいけ　透 518 .459
05 やすとみ　歩 231 .000
06 三井　よしふみ 96 .022
07 辻村　ちひろ 88 .000
08 大西　つねき 756 .000
09 渡辺　てる子 119 .130

合  計 32,934 .117 合  計 0 .000 合  計 0 .000 合  計 0 .000

結了報告
福　岡　県

開　票　速　報
中間報告

得票数候 補 者 名 得票数 候 補 者 名 得票数 候 補 者 名 得票数 候 補 者 名

〔13  れいわ新選組〕

参議院比例代表選出議員選挙

第19号の3様式
令和 1 年 7 月 21 日 執行
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即日　開票


