
４．埼玉県議会議員選挙のデータ  

 

執行日 投票総数 有効投票 当落 党  派 候補者氏名 得票数 全体得票数 備 考 

Ｈ31.04.07   ○  きら 英敏   無投票 

H27.4.12  14,433 14,164 ○ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄせんたく きら 英敏 5,373.000 15,077.000  

 自由民主党 えだくぼ 喜八郎 3,564.000 12,062.000  

 無所属 くぼた 裕之 5,227.000 6,429.000  

H23.04.10  13,444 13,139 ○ 自由民主党 井上 なおし 7,080.000 14,572.000  

 無所属 とよしま 亮介 2,910.000 6,324.000  

 無所属 坪田 光治 3,149.000 5,901.000  

H19.04.08   ○ 自由民主党 井上 直子   無投票 

H15.04.13   ○ 自由民主党 井上 直子   無投票 

H11.04.11  15,701 15,409 ○ 自由民主党 井上 直子 11,543.000 18,178.000   

  日本共産党 竹井 きみとし 2,545.000 11,201.000   

○ 自由民主党 蓮見 昭一 1,321.000 20,624.000   

H7.04.09 
    

○ 自由民主党 井上 直子     

○ 自由民主党 蓮見 昭一     

H3.04.07  15,824 15,610 ○ 自由民主党 井上 直子 9,299.000 14,590.000   

  日本社会党 岡田 勲 5,066.000 11,718.000   

○ 自由民主党 蓮見 昭一 1,245.000 22,282.000   

S62.04.12   14,598 14,306 ○ 公明党 西村 広行 5,871.000 17,361.000   

○ 自由民主党 野口 貞夫 4,941.000 16,481.000   

  無所属 齋藤 正雄 2,553.000 3,978.000   

  無所属 蓮見 昭一 941.000 16,104.000   

S58.04.10    14,123 14,005 ○ 自由民主党 丸山 俊男 3,905.000 21,918.000   

○ 公明党 西村 広行 3,789.000 18,229.000   

○ 日本社会党 染谷 薫 2,987.000 19,944.000   

○ 自由民主党 野口 貞夫 2,199.000 17,086.000   

  日本共産党 嘉数 しずか 1,125.000 9,122.000   

S54.04.08    13,465 13,344 ○ 公明党 西村 広行 3,890.000 16,109.000   

○ 自由民主党 丸山 俊男 3,277.000 19,329.000   

○ 日本社会党 染谷 薫 3,122.000 19,386.000   

○ 自由民主党 野口 貞夫 2,844.000 15,081.000   

  自由民主党 小山 照義 211.000 11,597.000   

S50.04.13    11,459 11,371   公明党 西村 広行 2,935.000 14,758.000   

○ 自由民主党 丸山 俊男 2,928.000 17,752.000   

○ 日本社会党 染谷 薫 2,624.000 18,017.000   

○ 自由民主党 野口 貞夫 2,337.000 15,665.000   

  日本共産党 石塚 昇 547.000 6,191.000   

S46.04.11        9,813 9,708 ○ 無所属 野口 貞夫 2,763.000 12,271.000   

○ 自由民主党 丸山 俊男 2,175.000 13,941.000   



○ 日本社会党 染谷 薫 1,910.000 12,579.000   

  公明党 藤倉 久 1,432.000 11,390.000   

  自由民主党 土田 実 905.000 8,086.000   

  日本共産党 小林 信八 375.000 2,965.000   

○ 自由民主党 恩田 理三郎 73.000 11,394.000   

  自由民主党 戸張 芳郎 44.000 7,238.000   

  自由民主党 美田 長彦 31.000 9,630.000   

S42.04.15        8,052 7,953 ○ 自由民主党 永塚 勇助 4,935.000 9,706.000   

○ 日本社会党 染谷 薫 1,283.000 10,887.000   

○ 自由民主党 丸山 俊男 777.000 8,858.000   

  無所属 石井 正太郎 490.000 2,077.000   

  自由民主党 川崎 一郎 159.000 3,278.000   

  自由民主党 美田 長彦 101.000 7,188.000   

  日本共産党 黒崎 茂 98.000 2,356.000   

○ 自由民主党 恩田 理三郎 89.000 11,396.000   

  自由民主党 大山 惣次郎 21.000 7,825.000   

S38.04.17   

        

○ 日本社会党 染谷 薫     

○ 自由民主党 土屋 義彦     

○ 自由民主党 美田 長三郎     

○ 自由民主党 三ツ林 弥太郎     

S34.04.23      7,945 7,837 ○ 無所属 土屋 義彦 4,184.000 10,358.000   

○ 自由民主党 三ツ林 弥太郎 1,191.000 12,916.000   

  無所属 岩本 たけし 1,117.000 7,094.000   

○ 日本社会党 染谷 薫 912.000 7,727.000   

  自由民主党 今井 忠太郎 322.000 5,875.000   

○ 自由民主党 美田 長三郎 106.000 8,687.000   

  無所属 岡庭 正次 5.000 7,451.000   

S30.04.23      5,757 5,689   日本民主党 今井 金太郎 3,763.280 6,488.286   

○ 自由党 三ツ林 弥太郎 1,000.000 12,076.000   

  日本社会党(左) 安井 武夫 438.000 5,193.000   

  日本民主党 石井 保 257.000 6,081.000   

○ 無所属 今井 忠太郎 189.719 9,858.704   

○ 自由党 美田 長三郎 41.000 7,629.000   

  無所属 中村 義男   辞退 

S26.04.30          6,501 6,408   無所属 安井 武夫 34.000    

  自由党 上原 孝助 1,527.000    

  無所属 島田 正八郎 248.000    

  無所属 片野 定治 1,134.000    

  無所属 美田 長三郎 0.000    

  自由党 石井 保 469.000    

  日本社会党 中村 忠愛 435.000    

  自由党 三ツ林 弥太郎 926.000    



  自由党 山本 晴士   辞退 

  自由党 武井 重朗 1,584.000    

  日本共産党 白石 敏夫 51.000    

 


