
２　選挙結果の推移

有　効

投票数

第１回 　○竹下豊次 　○椎井康雄 茅野由吉

342,026 （無） （社） （無） 311,478

昭和22年 179,548 90,855 41,075

第２回 　○三輪貞治 甲斐善平 水久保甚作 鎌田軍次 税田幸雄 吉永輝文

413,253 （社） （自） （自） （無） （共） （無） 389,756

昭和25年 137,574 133,348 62,272 32,760 12,694 11,108

第３回 　○竹下豊次 二見甚郷 日高　魁

392,961 （緑） （改） （無） 373,882

昭和28年 163,633 155,081 55,168

第４回 　○平島敏夫 三輪貞治 牧　　誠 河野孔明 浦　　宏 日高　魁

434,724 （自） （社） （無） （諸） （無） （無） 421,792

昭和31年 142,336 131,201 100,749 29,538 11,359 6,609

第５回 　○二見甚郷 古園　保 河野通孝

432,574 （自） （社） （共） 421,938

昭和34年 263,998 146,372 11,568

補　欠 　○温水三郎 松浦利尚 河野孔明 畑中せつみ

368,356 （自） （社） （無） （共） 365,671

昭和36年 204,146 110,549 39,892 11,083

第６回 　○平島敏夫 森山金作 小島三郎 畑中せつみ

444,713 （自） （社） （民社） （共） 427,034

昭和37年 228,892 105,596 77,055 15,491

第７回 　○温水三郎 松浦利尚 畑中せつみ

462,715 （自） （社） （共） 436,605

昭和40年 257,101 152,397 27,107

第８回 　○平島敏夫 松浦利尚 児玉武夫 河野孔明 中川左近

493,665 （自） （社） （共） （無） （無） 469,380

昭和43年 259,011 159,929 23,654 18,685 8,101

第９回 　○温水三郎 清水秀夫 児玉武夫

452,160 （自） （社） （共） 433,610

昭和46年 245,681 140,280 47,649

第１０回 　○上条勝久 清水秀夫 堀　典一 浜田浩二

579,495 （自） （社） （公） （共） 563,923

昭和49年 287,447 168,167 65,715 42,594

補　欠 　○坂元親男 松形祐堯 清水秀夫 佐藤　誠 河野孔明

500,076 （農民連盟） （自） （社） （共） (国民政治連合) 496,398

昭和51年 201,289 147,039 127,195 12,422 8,453

第１１回 　○坂元親男 清水秀夫 佐藤　誠

561,324 （自） （社） （共） 543,332

昭和52年 318,401 191,942 32,989

第１２回 　○上条勝久 清水秀夫 児玉武夫 むとう元吉

654,057 （自） （社） （共） （無） 619,022

昭和55年 370,020 194,816 46,254 7,932

第１３回 　○坂元親男 藤原文明 佐藤　誠

491,025 （自） （社） （共） 470,969

昭和58年 274,863 163,450 32,656

第１４回 　○上杉光弘 上条勝久 藤原文明 佐藤　誠

699,633 （無） （自） （社） （共） 671,226

昭和61年 290,537 198,207 156,987 25,495

投票総数 候　補　者　得　票　数回　数

（○印は、当選人を示す。）



（○印は、当選人を示す。）

有　効

投票数

第１５回 　○野別隆俊 大崎　茂 中武重美 前屋敷恵美 中村一郎

620,801 （社） （無） （無） （共） （無） 607,466

平成元年 244,432 195,072 137,997 25,499 4,466

第１６回 　○上杉光弘 前田祐司 長友ちか

476,252 （自） （社） （共） 457,817

平成４年 283,451 146,665 27,701

第１７回 　○長峰　基 野別隆俊 松本泰高 野田章夫

423,445 （自） （社） （新） （共） 416,615

平成７年 189,562 111,548 100,082 15,423

第１８回 　○上杉光弘 長友ちか 治田孝三郎

536,960 （自） （共） （自由連合） 507,272

平成10年 335,611 118,751 52,910

第１９回 ○小斉平敏文 東　治男 長峯　基 馬場洋光 木幡　豊

582,464 （自） （無） （無） （共） （自由連合） 564,414

平成13年 199,171 172,023 155,269 23,109 14,842

第２０回 　○松下新平 上杉光弘 馬場洋光

582,877 （無） （自） （共） 571,494

平成16年 277,352 260,621 33,521

第２１回 　○外山　斎 小齊平敏文 東　治男 長峯　基 馬場洋光 井野元裕

535,684 （無） （自） （無） （無） （共） （共生新党） 523,307

平成19年 196,685 146,269 74,700 73,228 25,602 6,823

第２２回 　○松下新平 渡辺　創 馬場洋光

530,146 （自） （民） （共） 518,197

平成22年 303,711 178,854 35,632

第２３回 　○長峯　誠 道休誠一郎 来住一人 河野一郎

464,274 （自） （民） （共） （幸福） 453,859

平成25年 314,599 84,443 39,673 15,144

第２４回 　○松下新平 読谷山洋司 河野一郎

465,951 （自） （無） （幸福） 455,231

平成28年 282,407 152,470 20,354

第２５回 　○長峯　誠 園生裕造 河野一郎

384,649 （自） （立） （幸福） 375,276

令和元年 241,492 110,782 23,002

第２６回 　○松下新平 黒田奈々 黒木章光 今村幸史 白江好友 森大地

427,013 （自） （立） （国） （参政党） （共） （N） 417,823

令和４年 200,565 150,911 30,162 15,670 12,260 8,255

回　数 投票総数 候　補　者　得　票　数


