
津島　安定した戦い

鈴木　優位に立つ

安住　有利に進める

　前回５議席の自民は４議席を固め、上
積みを目指す。希望は４議席を確保する
見通し。公明は前回の２議席を死守する
可能性が高い。立憲民主は２議席、共産
は１議席を得そうだ。
【自民】①江渡聡徳 前②津島淳 ※前
②大島理森 ※前②木村次郎 ※新②高
橋比奈子 ※前②鈴木俊一 ※前②藤原
崇 ※前②土井亨 ※前②秋葉賢也 ※
前②西村明宏 ※前②伊藤信太郎 ※前
②勝沼栄明 ※前②小野寺五典 ※前②
冨樫博之 ※前②金田勝年 ※前②御法
川信英 ※前②遠藤利明 ※前②鈴木憲
和 ※前②加藤鮎子 ※前②亀岡偉民
※前②根本匠 ※前②上杉謙太郎 ※
新②菅家一郎 ※前②吉野正芳 ※前
橋本英教 前 村上文人 新 常盤茂樹
新

【希望】①寺田学 前②升田世喜男 ※
前②工藤武司 ※新②山内崇 ※新②階
猛 ※前②畑浩治 ※元②伊藤優太 ※
新②一條芳弘 ※新②坂東毅彦 ※新②
松浦大悟 ※新②緑川貴士 ※新②村岡
敏英 ※前②荒井寛 ※新②近藤洋介
※前②阿部寿一 ※元②岡部光規 ※
新②小熊慎司 ※前②吉田泉 ※前⑲宇
佐美登 元⑳高松和夫 元
【公明】①井上義久 前②真山祐一 前
③渡辺大 新
【共産】①高橋千鶴子 前②舩山由美 新
③吉田恭子 ※新④松井秀明 新
【立民】①岡本章子 ※新②山崎誠 元
③阿久津幸彦 元④梶護 新
【維新】①畠山昌樹 ※新①西村恵美 ※
新
【社民】①渡辺敏雄 ※新①遠藤陽子 ※
新③三上武志 新
【こころ】①高橋克也 新

　１区（―）
〈青森市、むつ市など〉
津島　　淳　 〇自 前
赤平　勇人　 　共　新　
升田世喜男　 〇希 前　

　玄葉が引き離す。無所属で出馬したが
希望と立憲民主の支持層を押さえたう
え、自民支持層の４割弱に浸透する。上
杉は無党派層の支持拡大に懸命。

　２区（―）
〈八戸市、十和田市、三沢市など〉
工藤　武司　 〇希 新　

奥本菜保巳　 　共　新　
大島　理森　 〇自　前

　木村が手堅い選挙で抜け出した。７月
に急逝した兄・太郎の地盤を引き継ぎ、
自民支持層の９割弱に浸透。山内は無党
派層を掘り起こし追い上げる。高柳、三
国は苦戦。

　３区（―）
〈弘前市、五所川原市、つがる市など〉

【幸福】①矢内筆勝 新②石川幹子 新
③佐藤純郎 新

　１区（自）
〈仙台市青葉区、太白区の本庁管内〉

　１区（―）
〈盛岡市、紫波郡〉
高橋比奈子　 〇自 前
吉田　恭子　 〇共　新　
階　　　猛　 〇希 前　
　階と高橋が競り合う。階が希望支持層
の８割をまとめ、自民支持層の一部も取
り込む。高橋は組織を固め自民支持層の

７割に浸透。無党派層の支持拡大に期待
する。
　２区（―）
〈宮古市、大船渡市、釡石市など〉
畑　　浩治　 〇希 元　
鈴木　俊一　 〇自 前
　強固な地盤を武器に鈴木が優位な戦
い。鈴木は五輪相の実績を強調。自民支
持層の８割弱を固めた。畑は希望支持層
の７割をまとめた。立憲民主の支持層も

取り込み追い上げる。
　３区（―）
〈一関市、花巻市、北上市など〉
小沢　一郎　 　無　前　
藤原　　崇　 〇自 前
　小沢が安定。初めての無所属での選挙
戦だが、希望、立憲民主の支持層を固め
浮動票の上積みを図る。藤原は自民支持
層の７割をまとめ挽回を期す。

土井　　亨　 〇自 前
岡本　章子　 〇立 新　
畠山　昌樹　 〇維　新　
伊藤　優太　 〇希　新　
油井　哲史　 　諸　新　
今留　尚人　 　無　新　
　土井が一歩リード。自民支持層の８割
弱を固めたほか、公明支持層にも浸透。
岡本は出馬表明が遅れたが政権批判票の
受け皿を目指す。
　２区（自）
〈仙台市宮城野、若林、泉区〉
秋葉　賢也　 〇自　前
鎌田さゆり　 　無 元　
　民進党分裂を受けて無所属で出馬した
鎌田がリード。立憲民主支持層の９割弱
を固め、無党派層にも浸透。６選を目指
す秋葉は自民支持層の７割を固めたが、
高齢層への浸透が課題。
　３区（自）
〈名取市、岩沼市、白石市など〉

三国　佑貴　 　諸　新　
木村　次郎　 〇自　新
山内　　崇　 〇希 新　
高柳　博明　 　共　新　

一條　芳弘　 〇希 新　
吉田　　剛　 　共　新　
西村　明宏　 〇自 前
　西村が自民支持層の９割を固め、安定
した戦い。一條は希望支持層を固めきれ
ず、無党派層への浸透も苦戦する。
　４区（自）
〈塩釡市、多賀城市、富谷市など〉
伊藤信太郎　 〇自 前
坂東　毅彦　 〇希 新　
高村　直也　 　共　新　
　伊藤が高い知名度で自民支持層を抑え
て先行。坂東は希望支持層の４割しか固
められず、無党派層への浸透にも遅れ。
　５区（民）
〈石巻市、東松島市、牡鹿郡など〉
勝沼　栄明　 〇自 前
安住　　淳　 　無 前　
　安住が希望と立憲民主の支持層のそれ
ぞれ９割を固め、優位な戦い。勝沼は自
民支持層からの支持も６割どまりで浸透
に躍起。
　６区（自）
〈登米市、気仙沼市、栗原市など〉
小野寺五典　 〇自 前
横田　有史　 　共　新　
　防衛相の小野寺がリード。北朝鮮対応
で地元入りできないが、幅広い年齢層か
ら支持。横田は内閣不支持層の２割弱し
か固められず苦しい戦い。

御法川と村岡競る

加藤鮎がやや先行

金子　わずかにリード
比例　定数

自民「４」固める

立憲民主「３」うかがう

　１区（民）
〈札幌市中央、南、西区の一部など〉
船橋　利実　 〇自　元
道下　大樹　 〇立 新　
　元衆院議長の横路の引退後の議席を巡
り、道下と船橋が競り合う。道下は立
憲民主の支持層の９割弱を固め、希望
や共産の支持層にも浸透を狙う。船橋
は自民支持層の８割弱を固め追い上げ
る。
　２区（自）
〈札幌市東、北区の一部〉
松木　謙公　 〇希 前　
小和田康文　 〇維　新　
金倉　昌俊　 〇共　新　
吉川　貴盛　 〇自 前

　自民が２議席を固め、前回と同じ３議
席の獲得をうかがう。立憲民主は２議席
を固め、さらに上積みを目指す。希望は
１議席の可能性が高い。公明、共産も前
回と同じく１議席を確保しそうだ。
【自民】①渡辺孝一 前②鈴木貴子 前
③船橋利実 ※元③吉川貴盛 ※前③高
木宏寿 ※前③中村裕之 ※前③和田義
明 ※前③今津寛 ※前③伊東良孝 ※
前③前田一男 ※前③堀井学 ※前③中
川郁子 ※前③武部新 ※前⑭清水誠一

元⑮金沢知歌子 新
【希望】①松木謙公 ※前①高橋美穂 ※
元①山岡達丸 ※元①水上美華 ※新⑤
青木和子 新⑥三好新治 新
【公明】①佐藤英道 前②武田久之 新
【共産】①畠山和也 前②川部竜二 新
③金倉昌俊 ※新④本間勝美 新⑤佐々
木明美 新
【立民】①道下大樹 ※新①荒井聡 ※
前①本多平直 ※元①池田真紀 ※新①
神谷裕 ※新①石川香織 ※新⑦山崎摩
耶 元
【維新】①小和田康文 ※新②佐藤暁 新
【社民】①豊巻絹子 新
【幸福】①野市裕司 新②中島秀雄 新
【大地】①鈴木宗男 元②阿部千里 新

　吉川が自民支持層の８割を固め、安定
した戦い。松木は希望支持層の６割に浸
透し、無党派層への支持拡大を図る。金
倉は共産支持層の８割を固めた。小和田

は苦しい戦い。
　３区（自）
〈札幌市白石、豊平、清田区〉
荒井　　聡　 〇立 前　
高木　宏寿　 〇自 前
　荒井が優位な戦い。立憲民主支持層の
８割強を固め、希望や共産支持層への浸
透も狙う。高木は自民支持層の７割を固
めた。無党派層の支持拡大で追い上げを
急ぐ。
　４区（自）
〈札幌市手稲区、小樽市など〉
本多　平直　 〇立 元　
中村　裕之　 〇自 前
高橋　美穂　 〇希　元　
　中村が保守層に浸透し手堅い選挙。自
民支持層の８割をまとめ、公明支持層も
取り込む。本多は立憲民主の支持層の８
割に浸透。政権批判票の取り込みを狙う。
希望の高橋は支持拡大に課題。

　５区（自）
〈札幌市厚別区、江別市、千歳市など〉
池田　真紀　 〇立 新　
森山　佳則　 　諸　新　
和田　義明　 〇自 前
　和田が幅広い支持を得て先行する。自
民支持層の８割を固め、さらなる支持拡
大を図る。池田は立憲民主支持層の８割
に浸透。無党派層の取り込みにも力を入
れる。森山は独自の戦い。
　６区（民）
〈旭川市、名寄市、富良野市など〉
今津　　寛　 〇自 前
佐々木隆博　 　立 前　
　佐々木が立憲民主支持層の９割超を固
めて着々と票固め。農業票も取り込む。
今津は自民支持層の９割弱に浸透。無党
派層を掘り起こし追い上げる。
　７区（自）
〈釧路市、根室市など〉
伊東　良孝　 〇自 前
石川　明美　 　共　新　
　伊東の地盤が安定。自民支持層の９割
超を固め、公明や希望支持層も取り込ん
だ。幅広い年代に支持を広げ、さらなる
上積みを図る。石川は政権批判を展開し、
無党派層の取り込みに期待する。
　８区（民）
〈函館市、北斗市など〉
逢坂　誠二　 　無 前　
前田　一男　 〇自 前
　逢坂が立憲民主支持層の９割強を固め
先行。希望に合流せず無所属での出馬を
いち早く表明したことで無党派層の支持
も集めた。前田は自民支持層の８割弱を
固めた。国とのパイプ役を強調し出遅れ
を挽回する。
　９区（自）
〈室蘭市、苫小牧市、登別市など〉
山岡　達丸　 〇希 元　
堀井　　学　 〇自 前
松橋　千春　 　共　新　
　３度目の対決となる山岡と堀井が激し
く競り合う。山岡は希望支持層の８割を
固めた。堀井は自民支持層の８割弱に浸
透。知名度を生かし浮動票の上積みを目
指す。松橋は政権批判票に照準を絞る。
　 区（公）
〈岩見沢市、滝川市、深川市など〉
稲津　　久　 　公　前
神谷　　裕　 〇立 新　
　稲津と神谷の接戦。公明支持層に加え、
自民支持層の７割を固め保守層も取り込
む。神谷は立憲民主支持層の９割強を固
め、浮動票の掘り起こしを急ぐ。
　 区（自）
〈帯広市、十勝総合振興局管内〉
石川　香織　 〇立 新　
中川　郁子　 〇自 前
　石川が立憲民主支持層の９割を固め先
行。幅広い年代に支持を広げる。中川は
自民支持層の７割弱に浸透。保守票の上
積みに向け組織を固める。
　 区（自）
〈北見市、網走市、稚内市など〉
武部　　新　 〇自 前
水上　美華　 〇希 新　
菅原　　誠　 　共　新　
　強固な地盤を持つ武部は安定した戦
い。自民支持層の８割をまとめ、中高年
層の支持を広げる。希望支持層の６割を
固めた水上はさらなる浸透を図る。菅原
は厳しい。

比例　定数８

道下と船橋　小差

党大地、支持なしは政治団体「支持政
党なし」
▼選挙区の候補者の並べ方は届け出順。
比例代表は政党を公示前の勢力順、候
補者は名簿登載順に並べた
❶選挙区の（　）は前回衆院選または直
近の補選で議席を獲得した党派。この
項の党派は民 民主党または民進党、
維 維新の党、生 生活の党、次 次
世代の党。定数が減った青森、岩手、
三重、奈良、熊本、鹿児島の６県は減
区のため―にした。
❷名簿登載順位
❸氏名
❹投票日（ 日）翌日時点の年齢
❺選挙区の○や比例代表の※は重複立候
補を示す
❻党派
❼自民党の前職は原則として派閥名を表
記。 細田派、 麻生派、 額
賀派、 岸田派、 二階派、
石破派、 石原派。 は９月 日の
衆院解散時に民進党に所属していた前
職、公認内定していた新人と元職
❽前職、元職、新人の別
❾四角囲み文字は推薦政党

■　紙面の見方

■　調査の方法

││
❷

【自民】①日経花子 ※ 前
│ ── ││
　❸ ❹❺❼❽

❻❼❽❾

　

　
　１区（☆）　

前
─── │ │││││
　❸ ❹ ❺

───❶
〈主な市、区、郡など〉
日経　太郎　 　○自

▼名簿、記事中は敬称略
▼党派の略称は自 自民党、希 希望の
党、公 公明党、共 共産党、立 立
憲民主党、維 日本維新の会、社 社
民党、こ 日本のこころ、由 自由党、
諸 諸派、無 無所属。比例代表の略
称のうち幸福は幸福実現党、大地は新

　調査は読売新聞社と協力して実施し
た。基礎データのみ両社で共有し、集計、
分析、記事化はそれぞれが独自にした。
　有権者への電話は日経リサーチが ～
日、乱数番号（ＲＤＤ）方式で無作為

に選んだ全国の有権者 万 人を対象
にかけた。１つの小選挙区で ～ 人 終 。したと席数議予測な的

加判
最

を勢 え情
て

断るよ

から有効回答を得るのを目標とし、全国
で７万 人から有効回答を得た。回答
率は ％。
　政党別の獲得議席数は、過去の調査と
投票結果との関係から予測モデルをつく
り、シミュレーションで獲得する可能性
のある議席の幅を推定した。この結果に
全国の本社取材網に

期日前投票所の投票箱（ 日、東京都千代田区）

　１区（自）
〈秋田市〉
冨樫　博之　 〇自 前
松浦　大悟　 〇希　新　
斉藤　大悟　 　共　新　
　冨樫と松浦が接戦を演じている。冨樫
は自民支持層の７割を固め、中高年層を
中心に幅広い支持を得る。松浦は希望支

持層の７割に浸透し、無党派層の取り込
みを急ぐ。斉藤は独自の戦い。
　２区（自）
〈男鹿市、能代市、大館市など〉
金田　勝年　 〇自 前
藤本　友里　 　共　新　
緑川　貴士　 〇希 新　
　金田が保守票を固めやや先行してい
る。金田は自民支持層の８割弱を固めた。
緑川は希望、立憲民主の支持層に浸透し、
無党派層への訴えも強める。藤本は埋没
回避を図る。
　３区（自）
〈横手市、湯沢市、由利本荘市など〉
村岡　敏英　 〇希 前　
御法川信英　 〇自 前
冨岡　　昭　 　共　新　
　御法川と村岡が競り合う。御法川は自
民支持層の７割強を固め、幅広い年齢層
からまんべんなく支持を集める。村岡は
希望の支持層の９割弱をまとめ、自民の
支持層の一部にも切り込む。冨岡は知名
度向上が課題。

　１区（自）
〈福島市、相馬市、南相馬市など〉

　１区（自）
〈山形市、天童市、上山市など〉
遠藤　利明　 〇自　前
荒井　　寛　 〇希 新　
石川　　渉　 　共　新　
　遠藤が自民支持層の９割弱を固めて無
党派層にも浸透。荒井は希望支持層の６
割を固め、追い上げる。
　２区（自）
〈米沢市、東根市、村山市など〉
鈴木　憲和　 〇自 前
近藤　洋介　 〇希 前　
岩本　康嗣　 　共　新　
　鈴木が一歩リード。近藤は希望、立憲
民主支持層の８割を固めて追う。岩本は
政権批判票の掘り起こしを狙う。
　３区（自）
〈酒田市、鶴岡市、新庄市など〉

比例に回った自民候補の支援も受け、自
民支持層の８割を固めた。希望支持層の
８割をまとめた升田は無党派層への支持
拡大が課題だ。赤平は埋没回避に全力を
挙げる。

城取　良太　 　諸　新　
加藤　鮎子　 〇自　前
加藤　太一　 　共　新　
阿部　寿一　 〇希　元　

　故加藤紘一元自民党幹事長の三女、加
藤が自民支持層の８割弱を固めてやや先
行。希望の阿部が追う展開だ。共産新人
の加藤は党勢拡大を図る。

　 島津 が安定した選挙戦。区割り変更で

金子　恵美　 　無 前　
亀岡　偉民　 〇自 前
　金子が立憲民主の支持層を固めて、わ
ずかにリード。亀岡は自民支持層を抑え
て公明支持層にも浸透。安倍首相も応援
に入り無党派層の切り崩しを図る。
　２区（自）
〈郡山市、二本松市、本宮市など〉
根本　　匠　 〇自 前
平　　善彦　 　共　新　
岡部　光規　 〇希 新　
西村　恵美　 〇維　新　
　根本は公明支持層や無党派層にも浸透
して優勢。岡部は希望支持層を固めたも
のの、女性層の取り込みに苦戦。平は埋
没回避に全力。

　３区（民）
〈白河市、須賀川市、田村市など〉

　ベテランの大島が盤石。自民支持層の
９割を手堅くまとめ、幅広い年代から支
持を集める。工藤は浮動票に照準を絞り
巻き返しを狙う。奥本は反自民票を狙う
が、広がりを欠く。

橋本　健二　 　共　新　
上杉謙太郎　 〇自 新
玄葉光一郎　 　無 前　

　４区（維）
〈会津若松市、喜多方市など〉
渡辺　敏雄　 〇社　新　
小熊　慎司　 〇希 前　
古川　芳憲　 　共　新　
菅家　一郎　 〇自 前

　小熊が希望支持層の８割を固めてわず
かにリード。無党派層にも浸透を図る。
菅家は自民支持層を抑え、公明支持層
にも浸透。古川、渡辺は支持拡大をはか
る。
　５区（自）
〈いわき市、双葉郡〉
吉野　正芳　 〇自 前
吉田　　泉　 〇希 前　
熊谷　　智　 　共　新　
遠藤　陽子　 〇社　新　
　吉野は復興相としての実績を訴え着々
と票固め。追う吉田は無党派層の支持を
受けるも立憲民主支持層を熊谷と分け合
い、追い上げに懸命。
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福田が先行

尾身が安定 　小渕が組織力で手堅い選挙。自民支持
層の９割を固め、無党派層の３割に浸透。
猪口、伊藤、高橋は支持拡大に躍起。

　１区（自）
〈さいたま市浦和、岩槻区など〉

　１区（自）
〈前橋市、沼田市、利根郡など〉

　１区（自）
〈宇都宮市の旧市部、河内郡など〉
渡辺　典喜　 　無 新　
柏倉　祐司　 〇希　元　
船田　　元　 〇自 前
青木　　弘　 　共　新　

　１区（自）
〈水戸市の旧市部、筑西市など〉
川辺　賢一　 　諸　新　
福島　伸享　 〇希 前　
田所　嘉徳　 〇自 前
大内久美子　 〇共　新　
　田所が自民支持層の７割を固めてリー
ド。福島は希望支持層の８割弱、立憲民
主支持層の７割弱を固めて追い上げる。
　２区（自）
〈鹿嶋市、潮来市、神栖市など〉
星野　文雄　 　共　新　
額賀福志郎　 　自 前
石津　政雄　 〇希 元　
　財務相などを務め 期目を目指す額賀
が自民支持層の８割強を固めて先行。石
津は希望支持層の８割を固めたが、立憲
民主支持層は５割強にとどまる。
　３区（自）
〈龍ケ崎市、取手市、牛久市など〉
林　　　京　 　共　新　
葉梨　康弘　 〇自 前
樋口　　舞　 〇希　新
　葉梨が自民支持層の９割を固め先行。
希望新人の樋口は希望支持層の７割弱を
固めたが、立憲民主支持層や無党派層へ
の浸透が課題に。
　４区（自）
〈ひたちなか市、常陸太田市など〉

【自民】①田所嘉徳 ※前①葉梨康弘 ※
前①梶山弘志 ※前①石川昭政 ※前①
国光文乃 ※新①永岡桂子 ※前①船田
元 ※前①簗和生 ※前①佐藤勉 ※前
①茂木敏充 ※前①尾身朝子 ※前①井
野俊郎 ※前①笹川博義 ※前①福田達
夫 ※前①小渕優子 ※前①村井英樹
※前①新藤義孝 ※前①黄川田仁志
※前①穂坂泰 ※新①牧原秀樹 ※前

①中根一幸 ※前①神山佐市 ※前①柴
山昌彦 ※前①大塚拓 ※前①山口泰明
※前①野中厚 ※前①土屋品子 ※前

①三ツ林裕巳 ※前①田中良生 ※前
中曽根康隆 新 佐藤明男 新 百武公
親 新 神田裕 新 山脇孝雄 新 笹
尾憲司 新
【希望】①福島伸享 ※前①石津政雄 ※
元①樋口舞 ※新①大熊利昭 ※元①浅
野哲 ※新①青山大人 ※新①柏倉祐司
※元①渡辺美由紀 ※新①藤岡隆雄
※新①大豆生田実 ※新①宮崎岳志
※前①石関貴史 ※前①不破弘樹 ※

新①猪口幸子 ※新①武正公一 ※前①
菅克己 ※新①三輪麻美 ※新①吉田芳
朝 ※新①高木秀文 ※新①大島敦 ※
前①小宮山泰子 ※前①小野塚勝俊 ※
元①杉村慎治 ※新①坂本祐之輔 ※前
①三角創太 ※新①森田俊和 ※新①北
角嘉幸 ※新①鈴木義弘 ※前①高山智
司 ※元 永井弥生 新 山下崇 新
並木正芳 元
【公明】①石井啓一 前②岡本三成 前
③輿水恵一 前④村上知己 新
【共産】①塩川鉄也 前②梅村早江子 ※
前③大内久美子 ※新④店橋世津子 ※
新⑤小池一徳 新
【立民】①長谷川嘉一 ※新①山川百合
子 ※新①枝野幸男 ※前④堀越啓仁
新⑤大河原雅子 新⑥高木錬太郎 新

堀江　鶴治　 　共　新　

大熊　利昭　 〇希　元　
梶山　弘志　 〇自　前
　梶山が自民支持層の９割を固め、立憲
民主支持層の４割にも浸透して安定した
戦い。大熊は女性票の獲得が課題。
　５区（民）
〈日立市、北茨城市、高萩市など〉
石川　昭政　 〇自　前　
川崎　篤子　 　共　新　
浅野　　哲　 〇希 新　
　石川は幅広い年齢層に浸透し優位な戦
い。日立製作所労組の支援を受ける浅野
は追い上げに懸命。川崎は反原発を訴え
る。
　６区（自）
〈土浦市、つくば市など〉
国光　文乃　 〇自　新
青山　大人　 〇希 新　
古沢　喜幸　 　共　新　
　元厚相の丹羽雄哉の後継である国光が
リード。希望支持層の８割を固めた青山
は立憲民主支持層への浸透が課題。古沢
は政権批判票の取り込みを目指す。
　７区（無）
〈古河市、結城市、常総市など〉
石嶋　　巌　 　共　新　
永岡　桂子　 〇自 前　
中村喜四郎　 　無　前
　保守分裂の戦い。無所属で 選を目指
す中村が自民支持層の４割弱に浸透し、
リード。前回比例復活の永岡は実績を訴
え追い上げる。

　強固な地盤を持つ船田が独走。自民支
持層の９割を固め、無党派層の２～３割
に浸透。柏倉は追い上げに懸命。
　２区（民）
〈鹿沼市、日光市、さくら市など〉
西川　公也　 　自 前
福田　昭夫　 　無 前
　福田が先行。希望支持層の５～６割、
無党派層の３割超を取り込んだ。自民支
持層でも２割に浸透。西川は自民支持層
で固めたのが６～７割にとどまり、基盤
固めが課題に。
　３区（自）
〈那須塩原市、矢板市など〉
槙　　昌三　 　共　新　
石渡　　剛　 　諸　新　
渡辺美由紀　 〇希　新　
簗　　和生　 〇自 前
　簗が固い保守地盤に支えられ、手堅い
戦い。自民支持層の８割近くをまとめ、
無党派層の３割に浸透。渡辺は希望支持
層の８割を固め、追い上げに懸命。
　４区（自）
〈小山市、真岡市、芳賀郡など〉

佐藤　　勉　 〇自 前
山崎　寿彦　 　共　新　
藤岡　隆雄　 〇希 新　
　佐藤が組織力を生かし優位な戦い。自
民支持層の９割を固め、無党派層の２割
近くにも浸透。藤岡は巻き返しを図る。
山崎は独自の戦い。
　５区（自）
〈足利市、栃木市の旧市部、佐野市〉
茂木　敏充　 〇自 前
大豆生田実　 〇希　新　
川上　　均　 　共　新　
　茂木が安定。自民支持層の８～９割を
まとめ、希望支持層の２割超も固める。
大豆生田は支持拡大に懸命。川上が絡む。

宮崎　岳志　 〇希 前　
尾身　朝子　 〇自 前
店橋世津子　 〇共　新　
　保守分裂選挙を回避した尾身が自民支
持層の７割超を固め、安定している。宮
崎は無党派層への広がりを欠く。店橋は
支持拡大が課題。
　２区（自）
〈桐生市の旧市部、伊勢崎市など〉
井野　俊郎　 〇自 前
長谷田直之　 　共　新　
石関　貴史　 〇希 前　
　井野が自民支持層の７割、公明支持層

の５割を固め、手堅い選挙。石関は希望
支持層の９割近くをまとめ、懸命に追い
かける。長谷田は独自性をアピール。
　３区（自）
〈太田市の旧市部、館林市など〉
長谷川嘉一　 〇立 新　
笹川　博義　 〇自 前
　笹川がリード。自民支持層の８割超、
公明支持層の４割をまとめた。長谷川は
反自民票を中心に支持拡大に懸命。
　４区（自）
〈高崎市の旧市部、藤岡市、多野郡〉
萩原　貞夫　 　共　新　
不破　弘樹　 〇希 新　
福田　達夫　 〇自 前
　元首相の父・康夫の強固な地盤を引き
継ぐ福田が安定。自民支持層の８割、公
明支持層の７～８割を固めた。無党派層
の２割超にも浸透。不破は支持拡大に必
死、萩原は党勢拡大を図る。
　５区（自）
〈渋川市の旧市部、富岡市など〉
小渕　優子　 〇自 前
伊藤　達也　 　共　新　
高橋　宣之　 〇社　新　
猪口　幸子　 〇希　新　

武正　公一　 〇希 前　
小檜山清人　 〇維　新　
鳥羽　　恵　 　共　新　
村井　英樹　 〇自 前
　村井がやや先行。自民支持層の７割を
固めた。武正は無党派層の２～３割に浸
透し、追い上げに懸命。鳥羽、小檜山も

絡む。
　２区（自）
〈川口市の一部〉
菅　　克己　 〇希 新　
平川　道也　 　共　新　
新藤　義孝　 〇自 前
　新藤が手堅い選挙。自民支持層の８割
をまとめた。菅は希望支持層の８割を固
めたが、無党派層への浸透が課題。平川
は埋没回避に全力。
　３区（自）
〈草加市、越谷市の一部〉
飯田　　剛　 　諸　新　
石川　英行　 　無　新　
三輪　麻美　 〇希　新　
黄川田仁志　 〇自　前
山川百合子　 〇立 新　
谷古宇勘司　 〇維　新　
　黄川田が安定した戦い。自民支持層の
７割をまとめた。山川は政権批判票の取
り込みをめざす。三輪は知名度向上が課
題。
　４区（自）
〈朝霞市、新座市、和光市、志木市〉

保守分裂　中村リード

小宮山と神山　横一線

比例　定数

朝賀　英義　 　共　新　
青柳　仁士　 〇維　新　
吉田　芳朝　 〇希 新　
豊田真由子　 　無　前　
穂坂　　泰　 〇自　新
　出馬決定が遅れた穂坂が自民支持層の
７割をまとめ手堅い戦い。吉田は政権批
判票の取り込みが課題。朝賀、青柳も党
勢拡大を図る。豊田は不祥事が打撃。
　５区（民）
〈さいたま市中央、大宮区など〉
牧原　秀樹　 〇自　前
枝野　幸男　 〇立 前　
高木　秀文　 〇希　新
　枝野が先行。立憲民主支持層の取りこ
ぼしはなく、無党派層の４割、自民支持
層の２割に食い込む。牧原は自民支持層
で固めたのは６割にとどまる。高木は初

挑戦。
　６区（民）
〈上尾市、桶川市、北本市など〉
大島　　敦　 〇希 前　
中根　一幸　 〇自 前
戸口　佐一　 　共　新　
　中根は支持層が広くややリード。自民
支持層の８割を固めた。大島は希望支持
層は８割だが、立憲民主支持層は４割に
とどまり政権批判票が割れる。戸口が絡
む。
　７区（自）
〈川越市、富士見市など〉
長沼　チネ　 　共　新　
小宮山泰子　 〇希 前　
神山　佐市　 〇自 前
　３度目の対決となる小宮山と神山が横
一線。小宮山は希望支持層の８割近くを
まとめ、無党派層の３割に浸透。神山は
自民支持層の７割を固めた。長沼は党勢
拡大を図る。
　８区（自）
〈所沢市、三芳町など〉
辻　　源巳　 　共　新　
小野塚勝俊　 〇希 元　
柴山　昌彦　 〇自 前
　６選をめざす柴山が安定した戦い。自
民支持層の８割、公明支持層の９割程度
を固めた。小野塚は政権批判票の取り込
みに躍起。辻は支持拡大が課題。
　９区（自）
〈飯能市、狭山市、入間市など〉
神田　三春　 　共　新　
大塚　　拓　 〇自 前
杉村　慎治　 〇希 新　
　大塚が基盤固め。自民支持層の８割を
固め、立憲民主支持層の２割に食い込む。
杉村は追い上げに懸命。神田は護憲など
を訴える。
　 区（自）
〈東松山市、坂戸市、鶴ケ島市など〉
柿沼　遥輝　 　共　新　
坂本祐之輔　 〇希 前　
山口　泰明　 〇自 前
　山口がややリード。自民支持層の７割
程度、公明支持層でも７割をまとめた。
坂本は解散は党利党略と訴え懸命に追い
上げる。柿沼は追い上げに懸命。
　 区（無）
〈秩父市、本庄市、深谷市など〉
柴岡　祐真　 　共　新　
今野　智博　 　無　前
三角　創太　 〇希 新　
小泉　龍司　 　無　前　
　保守分裂選挙で、小泉がリード。自民
支持層の６割を固め、無党派層でも３割
に浸透。今野は自民支持層で３割にとど
まり、基盤固めが課題。三角は知名度向
上を急ぐ。柴岡は独自性を強調。
　 区（自）
〈熊谷市の旧市部、行田市など〉

【維新】①青柳仁士 ※新②小檜山清人
※新②谷古宇勘司 ※新②榛野博 ※

新②高橋英明 ※新
【社民】①池田万佐代 ※新①高橋宣之
※新

【幸福】①小島一郎 新②森田貴行 新
③三觜明美 新④斉藤芳男 新

自民「６」どまり
　自民は前回の８議席から６議席に減ら
す見通し。希望は５議席を確保。立憲民
主は３議席を固めた。公明は前回の３議
席の死守に躍起。共産は２議席の公算。

森田　俊和　 〇希 新　
林　　秀洋　 　共　新　
野中　　厚　 〇自 前
　野中が前職の強みを生かし、基盤固め。
自民支持層の７割をまとめる。森田は無
党派層の２割超に浸透し、追い上げに懸
命。林は党勢拡大を図る。
　 区（自）
〈春日部市と久喜市の一部など〉
北角　嘉幸　 〇希　新　
土屋　品子　 〇自　前
池田万佐代　 〇社　新　
　支持層が広い土屋が安定した戦い。自
民支持層の８割超を固めた。北角は希望
支持層への浸透が５割にとどまる。池田

は独自性をアピール。
　 区（自）
〈三郷市、八潮市、幸手市など〉
榛野　　博　 〇維　新　
苗村　京子　 　共　新　
鈴木　義弘　 〇希　前　
三ツ林裕巳　 〇自 前
　強固な地盤を持つ三ツ林が先行。自民
支持層の８割を固めた。鈴木は政権批判
票の取り込みが課題。苗村は護憲を訴え、
榛野が絡む。
　 区（自）
〈さいたま市桜、南区、蕨市など〉
田中　良生　 〇自　前
梅村早江子　 〇共　前　
高橋　英明　 〇維　新　
高山　智司　 〇希 元　
　田中が安定した戦い。自民支持層の７
割をまとめた。高山は政権批判票の取り
込みが課題。梅村は消費増税反対を訴え
る。高橋は独自の戦い。

比例　定数
石原宏が抜け出す
下村　幅広く浸透

【自民】①山田美樹 ※前①辻清人 ※
前①石原宏高 ※前①平将明 ※前①若
宮健嗣 ※前①越智隆雄 ※前①松本文
明 ※前①石原伸晃 ※前①菅原一秀
※前①鈴木隼人 ※前①下村博文 ※

前①鴨下一郎 ※前①松島みどり ※前
①秋元司 ※前①大西英男 ※前①平沢
勝栄 ※前①松本洋平 ※前①木原誠二
※前①小田原潔 ※前①伊藤達也 ※

前①小倉将信 ※前①萩生田光一 ※前
①井上信治 ※前 安藤高夫 新 高木
啓 新 与謝野信 新 前川恵 前 西
田譲 元
【希望】①松沢香 ※新①鳩山太郎 ※
新①松原仁 ※前①難波美智代 ※新①
福田峰之 ※前①植松恵美子 ※新①荒
木章博 ※新①木内孝胤 ※前①高松智
之 ※新①若狭勝 ※前①宍戸千絵 ※
新①矢作麻子 ※新①柿沢未途 ※前①
田村謙治 ※元①西田主税 ※新①鴇田
敦 ※新①佐々木里加 ※新①鹿野晃
※新①長島昭久 ※前①金ケ崎絵美
※新①伊藤俊輔 ※新①吉羽美華 ※

新①小沢鋭仁 ※前 小泉俊明 元 伊
藤正樹 新 田淵正文 新 石飛香織
新 黒川公美 新 羽田次郎 新 竹

内今日生 新 栗山由美 新 竹田光明
元 森村広 新

【公明】①高木陽介 前②高木美智代 前
③佐近康昌 新④星英一郎 新
【共産】①笠井亮 前②宮本徹 ※前③
池内沙織 ※前④谷川智行 新⑤原純子
※新⑥飯田美弥子 ※新⑦坂井和歌子
新⑧冨田直樹 新⑨石沢憲之 新⑩岸

武志 新

希望「４」を確保
　希望は小池百合子代表（東京都知事）
の地盤で、４議席を確保しそうだ。立憲
民主も４議席を得る勢い。自民は５議席
にとどまり、前回の６議席の維持は厳し
い。共産は前回の３議席から２議席に減
らす見通し。公明は２議席を固めた。

　１区（自）
〈千代田区、港区と新宿区の一部〉
松沢　　香　 〇希　新　
原口　実季　 　諸　新　
山田　美樹　 〇自 前
又吉　光雄　 　諸　新　
海江田万里　 〇立 元　
犬丸　光加　 　諸　新　
　山田と海江田が激しく競り合う。山田
は自民支持層の７割の支持を固め、主婦
層に浸透。海江田は立憲民主支持層の８
割を押さえ、希望支持層にも食い込む。
松沢は巻き返しをかける。
　２区（自）
〈中央区、文京区、台東区の一部など〉
辻　　清人　 〇自 前
松尾　明弘　 〇立 新　
鳩山　太郎　 〇希　新　
　自民支持層の６割を固めた辻と、立憲
民主党に合流した松尾が激しく激突。会
社員や主婦層の支持は拮抗。鳩山は追い
上げに懸命。
　３区（自）
〈品川区の一部、大田区西部、島部〉
香西　克介　 　共　新　
石原　宏高　 〇自 前
松原　　仁　 〇希　前　
　石原が自民支持層の８割弱を固めリー
ド。松原は実績と知名度を武器に追う。
香西は埋没回避に全力。
　４区（自）
〈大田区東部〉
井戸　正枝　 〇立 元　
平　　将明　 〇自 前
難波美智代　 〇希　新　
青山　昂平　 　共　新　
　平が安定した戦い。自民支持層の７割
を固め、自営業者や主婦層に浸透。井戸
は政権批判層を取り込み、追い上げに懸
命。難波は支持拡大が課題。
　５区（自）
〈世田谷区南部、目黒区の一部〉
手塚　仁雄　 〇立 元　
福田　峰之　 〇希　前　
若宮　健嗣　 〇自 前
　前防衛副大臣の若宮と手塚が競る。若
宮は自民支持層の８割弱を固め、手塚は
無党派層の掘り起こしを狙う。自民を離
党し希望入りした福田は浸透に躍起。
　６区（自）
〈世田谷区北部〉
越智　隆雄　 〇自 前
落合　貴之　 〇立 前　

中岡　茉妃　 　諸　新　
植松恵美子　 〇希　新　
　落合と越智の接戦。落合は立憲民主支
持層の９割を固め、会社員の支持を集め
る。越智は自民支持層の６割を固め、主
婦層に浸透。植松は巻き返しをかける。
　７区（民）
〈渋谷区、中野区の一部など〉
松本　文明　 〇自 前
長妻　　昭　 〇立 前　
荒木　章博　 〇希　新　
井上　郁磨　 　無　新　
　長妻がリード。立憲民主、共産支持層
の８割を固めた。松本は政権維持を訴え
巻き返しを狙う。荒木は浸透に懸命。
　８区（自）
〈杉並区の一部〉
木内　孝胤　 〇希　前　
円　より子　 　無　新　
斎藤　郁真　 　諸　新　
長内　史子　 　共　新　
吉田　晴美　 〇立 新　
石原　伸晃　 〇自 前
　石原が組織力と知名度で安定。自民支
持層の７割を固める。国替えの木内は浸
透に躍起。吉田は無党派層に照準。
　９区（自）
〈練馬区西部〉
高松　智之　 〇希　新　
原　　純子　 〇共　新　
菅原　一秀　 〇自　前
前田　吉成　 　無　新　
　強い支持基盤を持つ菅原が手堅い選
挙。自民支持層の８割、公明支持層の６
割を固め、すべての年代に浸透。高松は
区議の実績を訴え、巻き返しを図る。
　 区（自）
〈豊島区の一部、練馬区の一部など〉
若狭　　勝　 〇希　前　
鈴木　庸介　 〇立 新　
鈴木　隼人　 〇自 前
岸　　良信　 　共　新　
吉井　利光　 　諸　新　
小山　　徹　 　無　新　
　小池百合子都知事側近の若狭がややリ
ード。自民の鈴木は主婦層を取り込み激
しく追う。立憲民主の鈴木は浸透に躍起。
　 区（自）
〈板橋区の一部〉
宍戸　千絵　 〇希　新　
前田順一郎　 〇立 新　
下村　博文　 〇自 前
小堤　　東　 　共　新　

　下村が着々と票固め。自民支持層の７
割を固め、中高年層に幅広く浸透。前田、
宍戸は支持拡大が課題。
　 区（公）
〈北区、足立区の一部など〉
中村　　勝　 　諸　新　
池内　沙織　 〇共　前　
太田　昭宏　 　公　前
　太田が安定した戦い。公明支持層の９
割超、自民支持層の５割を固め、希望支
持層の２割も取り込む。池内は政権批判
票の掘り起こしを狙う。
　 区（自）
〈足立区の一部〉
祖父江元希　 　共　新　
鴨下　一郎　 〇自 前
北條　智彦　 〇立 新　
　鴨下が組織力で先行。自民支持層の８
割を固め、希望支持層も２割を取り込む。
北條は追い上げに躍起。
　 区（自）
〈墨田区、荒川区、台東区の一部〉
矢作　麻子　 〇希　新　
阿藤　和之　 　共　新　
松島みどり　 〇自 前
清井　美穂　 　諸　新　
大塚紀久雄　 　無　新　
　元法相の松島が支持基盤を固めて先
行。自民支持層の６割を固め、女性目線
の訴えで主婦層にも浸透。矢作は無党派
層に照準を定め追いかける。
　 区（維）
〈江東区〉
吉田　年男　 　共　新　
柿沢　未途　 〇希 前　
猪野　　隆　 　無　新　
秋元　　司　 〇自 前
　希望に合流した柿沢が、３度目の挑戦
の秋元と激しく競り合う。柿沢は政権批
判票の掘り起こしに躍起。秋元は自民支
持層の６割を押さえた。
　 区（自）
〈江戸川区南部〉

大西　英男　 〇自 前
初鹿　明博　 〇立 前　
田村　謙治　 〇希　元　
　大西がわずかにリード。自民支持層の
６割を押さえ、高齢者層に浸透。初鹿は
立憲民主支持層の７割を固めて追い上げ
る。田村は陣営引き締めに躍起。

【立民】①海江田万里 ※元①松尾明弘
※新①井戸正枝 ※元①手塚仁雄 ※

元①落合貴之 ※前①長妻昭 ※前①吉
田晴美 ※新①鈴木庸介 ※新①前田順
一郎 ※新①北條智彦 ※新①初鹿明博
※前①菅直人 ※前①末松義規 ※元

①山花郁夫 ※元①高橋斉久 ※新①山
下容子 ※新
【維新】①木村剛司 元②小林学 新③
中津川博郷 元
【社民】①小糸健介 ※新
【こころ】①赤尾由美 新
【幸福】①釈量子 新②七海ひろこ 新
③鈴木豪 新④坂本隆一 新
【支持なし】①佐野秀光 新②本藤昭子
新③中村治 新④大槻文彦 新

　 区（自）
〈葛飾区、江戸川区北部〉
新井　杉生　 　共　新　
平沢　勝栄　 〇自 前　
西田　主税　 〇希　新　
　平沢が強固な支持基盤で手堅い戦い。
自民支持層の８割を固め、希望支持層に
も食い込む。西田は支持拡大が課題。
　 区（自）
〈府中市、武蔵野市、小金井市〉
鴇田　　敦　 〇希　新　
菅　　直人　 〇立 前　
土屋　正忠　 　自　前
　土屋が自民支持層の８割を固めて安定
した戦い。北朝鮮問題を訴え支持拡大狙
う。元首相の菅は原発ゼロを掲げて無党
派層に照準。鴇田は浸透に躍起。
　 区（自）
〈西東京市、国分寺市、小平市〉
佐々木里加　 〇希　新　
杉下　茂雄　 　共　新　
松本　洋平　 〇自 前
末松　義規　 〇立 元　
　返り咲きを狙う末松と前職の松本が横
一線。末松は会社員や主婦層に幅広く浸
透。松本は自民支持層の７割弱をまとめ、
議席死守をかける。
　 区（自）
〈東村山市、東大和市、清瀬市など〉
木原　誠二　 〇自 前
鹿野　　晃　 〇希　新　
宮本　　徹　 〇共　前　
　木原が自民支持層の８割を固め安定し
た戦い。すべての年代に支持が広がる。
宮本と鹿野は浸透に躍起。

　 区（自）
〈立川市、日野市、国立市など〉
小糸　健介　 〇社　新
長島　昭久　 〇希　前　
天木　直人　 　諸　新　
小田原　潔　 〇自 前
　長島と小田原が３度目の激突。希望に
合流した長島は政権批判票を取り込み、
小田原は自民支持層の６割を固めた。高
齢者層の支持は拮抗。
　 区（自）
〈三鷹市、調布市、狛江市など〉
山花　郁夫　 〇立 元　
伊藤　達也　 〇自 前
金ケ崎絵美　 〇希　新　
阿部　　真　 　共　新　
　伊藤が知名度と組織力を生かして優
位。自民支持層の８割弱を固め、会社員
の支持集める。山花は労組票固めで追い
上げに懸命。金ケ崎は浸透に躍起。
　 区（自）
〈町田市、多摩市の一部〉
松村　亮佑　 　共　新　
小倉　将信　 〇自 前
伊藤　俊輔　 〇希　新　
　小倉がややリード。自民支持層の６割
を固め、会社員や主婦層に浸透。伊藤は
増税凍結や統治機構改革などを政権批判
層に訴え、追い上げを図る。
　 区（自）
〈八王子市の一部〉
吉羽　美華　 〇希　新　
萩生田光一　 〇自 前
飯田美弥子　 〇共　新　
高橋　斉久　 〇立 新　
　萩生田がリード。自民支持層の８割、
公明支持層の６割を固め、すべての年代
に浸透。高橋は支持層の拡大に期待。
　 区（自）
〈青梅市、福生市、羽村市など〉
井上　　宣　 　共　新　
山下　容子　 〇立 新　
井上　信治　 〇自 前

小沢　鋭仁　 〇希　前　
　自民の井上が安定した戦い。自民支持
層の８割を固め、会社員や主婦層に浸透。
山下は政権批判票の取り込み拡大を目指
す。国替えした小沢は浸透に躍起。
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大平　悦子　 　無　新
　泉田と大平の新人同士が競う。泉田は
知名度の高さを武器に無党派層の３割を
まとめる。大平は脱原発を訴える。

　１区（自）
〈富山市の旧市部〉

　６区（自）
〈上越市、糸魚川市、妙高市など〉
高鳥　修一　 〇自 前
梅谷　　守　 　無 新

田畑　裕明　 〇自 前
吉田　豊史　 〇維　前
青山　了介　 　共　新　
　３選をめざす田畑が会社員や主婦層に
浸透し手堅い選挙。前回比例復活の吉田
は政治改革の必要性訴え希望支持層の６
割を固めた。青山は知名度浸透に躍起。
　２区（自）
〈魚津市、滑川市、黒部市など〉
宮腰　光寛　 〇自 前
山崎　　彰　 〇社　新
　宮腰が自民支持層の９割を固めて安定
した戦い。山崎は政権の批判票を狙う。
　３区（自）
〈高岡市、射水市、氷見市など〉
橘　慶一郎　 〇自　前
柴田　　巧　 〇希　新　
坂本　洋史　 〇共　新　
　橘が自民支持層の９割をまとめて優
勢。柴田は政権批判票の取り込みに躍起。

　無党派層を５割まとめた梅谷を高鳥が
追う。高鳥は自民支持層の７割を集め、
４選をめざす。

田畑、３選へ手堅く

泉田　裕彦　 〇自　新
笠原　麗香　 　諸　新　

　３区（民）
〈新発田市、村上市、五泉市など〉

　１区（自）
〈新潟市の旧市部〉
西村智奈美　 〇立 前
石崎　　徹　 〇自 前
　西村がややリード。政権批判票の７割
と無党派層の３割以上をまとめた。石崎
は自民支持層の７割を固め、追い上げる。
　２区（自）
〈柏崎市、燕市、佐渡市など〉
細田　健一　 〇自 前
鷲尾英一郎　 　無 前　
五十嵐健彦　 　共　新　
　鷲尾と細田がほぼ互角の戦い。鷲尾は
無所属の出馬で無党派層の３割を取り込
む。細田は自民、公明基盤を固める。

三村　誉一　 　無　新　
斎藤　洋明　 〇自 前
黒岩　宇洋　 　無 前
　黒岩と斎藤が競い合う。無党派層の３
割を集めた黒岩がややリード。斎藤は政
権支持層取り込みで追い上げを狙う。
　４区（自）
〈三条市、加茂市、見附市など〉
菊田真紀子　 　無 前
金子　恵美　 〇自 前
　菊田と金子が３度目の女性対決。菊田
は主婦層と公明支持層の５割を獲得。政
権支持層の７割を固める金子は幅広い年
齢の支持を集める。
　５区（自）
〈長岡市の旧市部、小千谷市など〉

毛利　栄子　 　共　新　
後藤　茂之　 〇自　前
　後藤が各世代から幅広い支持を得て先
行。自民、公明それぞれの支持層の８割
を固めた。毛利と寺島は苦戦している。
　５区（自）
〈飯田市、伊那市、駒ケ根市など〉
曽我　逸郎　 　無　新
中嶋　康介　 〇希 新　
宮下　一郎　 〇自 前
　組織力で優位に立つ宮下が安定した戦
い。曽我と中嶋は政権批判票を分け合う
構図で劣勢。巻き返しを狙う。

寺島　義幸　 〇希 元　

固め、やや先行。内閣不支持層の４割を
まとめた鈴木は無党派層への浸透拡大で
追い上げをめざす。
　２区（自）
〈敦賀市、鯖江市、小浜市など〉
高木　　毅　 〇自 前
斉木　武志　 〇希 元　
猿橋　　巧　 　共　新　
　強固な地盤を持つ高木が優勢。斉木は
陣営引き締めに躍起。猿橋は独自性をア
ピールし政権批判票を狙う。

　１区（民）
〈長野市の旧市部、須坂市など〉
小松　　裕　 〇自 前
篠原　　孝　 　無 前
橋本　将之　 〇維　新　
駒村　幸成　 　諸　新　
　希望の公認を蹴って無所属で出馬した
篠原が立憲民主支持層の９割弱、共産支
持層の７割を固めリードを広げる。小松
は自民支持層の６割にとどまり、保守層
の支持拡大が課題。橋本は出遅れている。
　２区（自）
〈松本市、大町市、安曇野市など〉
手塚　大輔　 〇維　新　
下条　みつ　 〇希 元　
中川　博司　 〇社　新　
務台　俊介　 〇自 前
　下条がリードし、務台が激しく追う。
下条は希望支持層の７割を固めた。失言
で内閣府政務官を辞任した務台は「おわ
び行脚」で巻き返しを図る。
　３区（維）
〈上田市、小諸市、佐久市など〉
木内　　均　 〇自 前
小金沢由佳　 　共　新　
井出　庸生　 〇希 前　
及川　幸久　 　諸　新　
　井出が希望支持層をほぼ固め、優位な
戦い。農業票やサラリーマンなど各層に
支持を広げる。木内は自民支持層の７割
を固めたが、無党派層などに広がりを欠
く。小金沢は政権批判票の上積みを狙う。
　４区（自）
〈岡谷市、諏訪市、茅野市など〉

務台、下条を追う

　元防衛相の稲田が自民支持層の６割を

　佐々木が会社員や自営業に広く浸透し
リード。自民支持層の８割を固めた。柴
田は保守層の切り崩しに懸命。
　３区（自）
〈七尾市、輪島市、珠洲市など〉
西田　昭二　 〇自　新
近藤　和也　 〇希 元　
鈴木　宏太　 　共　新　
　西田と近藤が横一線。鈴木は政権批判
強め挽回を急ぐ。

　１区（自）
〈福井市、大野市、勝山市など〉
金元　幸枝　 　共　新　
稲田　朋美　 〇自 前
鈴木　宏治　 〇希　新　

稲田、やや先行

【自民】①山本拓 前②石崎徹 ※前②
細田健一 ※前②斎藤洋明 ※前②金子
恵美 ※前②泉田裕彦 ※新②高鳥修一
※前②田畑裕明 ※前②宮腰光寛 ※

前②橘慶一郎 ※前②馳浩 ※前②佐々
木紀 ※前②西田昭二 ※新②稲田朋美
※前②高木毅 ※前②小松裕 ※前②

務台俊介 ※前②木内均 ※前②後藤茂
之 ※前②宮下一郎 ※前 若林健太
新 中原八一 新 助田重義 前 栗

原洋志 新 小林靖 新
【希望】①柴田巧 ※新①田中美絵子 ※
元①柴田未来 ※新①近藤和也 ※元①
鈴木宏治 ※新①斉木武志 ※元①下条
みつ ※元①井出庸生 ※前①寺島義幸
※元①中嶋康介 ※新⑪宮沢隆仁 元

⑫吉田治 元⑬三枝英彦 新

　１区（自）
〈金沢市〉

希望、３議席の見通し
　自民は前回から１議席減の４議席の確
保にとどまる見込み。希望、立憲民主は
それぞれ３議席、２議席の見通し。公明
は手堅く１議席。共産も前回と同じく１
議席を固めた。

馳　　　浩　 〇自 前
黒崎　清則　 　共　新　
田中美絵子　 〇希 元　
　文科相も務めた馳が高い知名度と組織
力で先行。田中は希望支持層の７割、立
憲民主支持層の５割をまとめ、挽回を狙
う。黒崎は党勢拡大を図る。
　２区（自）
〈小松市、加賀市、白山市など〉
本田　正和　 　共　新　
柴田　未来　 〇希　新　
佐々木　紀　 〇自 前
宮元　　智　 　諸　新　

【公明】①太田昌孝 新②高橋秀明 新
【共産】①藤野保史 前②西沢博 新③
長瀬由希子 新④坂本洋史 ※新⑤伊藤
誠 新
【立民】①西村智奈美 ※前②松平浩一
新③山本和嘉子 新

【維新】①吉田豊史 ※前①橋本将之 ※
新①手塚大輔 ※新

【幸福】①吉田かをる 新②白川康之 新
③原伸次 新

【社民】①山崎彰 ※新①中川博司 ※新

西田・近藤が横一線

比例　定数

菊田・金子、３度目の女性対決

堀内・長崎が激突

比例　定数

浅尾・早稲田・山本の混戦

野田、幅広い世代に浸透

自民、１議席減の可能性
　自民は前回の８議席から７議席へ減ら
す可能性が高い。立憲民主が５議席確保
へ躍進。希望は５議席、公明は３議席、
共産は２議席を固めた。維新や社民の議
席獲得は見通せない。
【自民】①宮川典子 前②門山宏哲 ※
前②小林鷹之 ※前②松野博一 ※前②
木村哲也 ※新②薗浦健太郎 ※前②渡
辺博道 ※前②斎藤健 ※前②桜田義孝
※前②秋本真利 ※前②林幹雄 ※前

②森英介 ※前②浜田靖一 ※前②白須
賀貴樹 ※前②松本純 ※前②菅義偉
※前②小此木八郎 ※前②山本朋広
※前②坂井学 ※前②鈴木馨祐 ※前

②三谷英弘 ※元②中山展宏 ※前②田
中和徳 ※前②星野剛士 ※前②甘利明
※前②赤間二郎 ※前②河野太郎 ※

前②義家弘介 ※前②牧島かれん ※前
②山際大志郎 ※前②中谷真一 ※前
上野宏史 元 出畑実 新 外川正明
新 小幡和弘 新

【希望】①田嶋要 ※前①竹ケ原裕美子
※新①櫛渕万里 ※元①岡野純子 ※

新①遠藤宣彦 ※元①波多野里奈 ※新
①太田和美 ※前①奥野総一郎 ※前①
谷田川元 ※元①多ケ谷亮 ※新①樋高
剛 ※元①水野智彦 ※元①長島一由
※元①橋本久美 ※新①勝又恒一郎
※元①風間法子 ※新①吉岡憲史 ※

新①川野案 ※新①笠浩史 ※前①市川
佳子 ※新①真白リョウ ※新①原輝雄
※新①太栄志 ※新①本村賢太郎 ※

前①乃木涼介 ※新①後藤祐一 ※前①
神山洋介 ※前①三村和也 ※元①井桁
亮 ※新 石川藍 新 内山正樹 新
秋山岳久 新
【公明】①富田茂之 前②古屋範子 前
③角田秀穂 前④布施正行 新⑤井川泰
雄 新
【共産】①志位和夫 前②畑野君枝 ※
前③斉藤和子 ※前④岡崎裕 ※新⑤大
西航 ※新⑤宮内現 ※新⑤若林靖久
※新⑧今村あゆみ 新

【立民】①樋口博康 ※新①岡島一正 ※
元①山田厚史 ※新①生方幸夫 ※元①
石塚貞通 ※新①宮川伸 ※新①篠原豪
※前①高橋野枝 ※新①早稲田夕季
※新①青柳陽一郎 ※前①中谷一馬
※新①阿部知子 ※前①小林弘幸 ※

新
【維新】①長谷川豊 ※新①藤巻健太 ※
新①佐藤浩 ※新①星健太郎 ※新①串
田誠一 ※新

　自民支持層の８割を固めた小林が優
勢。樋口、竹ケ原、藤巻、上野は自民批
判票を食い合い苦しい戦い。

　希望支持層の８割、無党派層の４割を
まとめた笠が優勢。中山は自民支持層の
７割を固めて巻き返しを図る。斉藤は左
派の取り込みを狙う。

　１区（民）
〈甲府市、韮崎市、北杜市など〉

　 区（自）
〈相模原市緑区の一部、中央区など〉

　 区（自）
〈川崎市川崎、幸区、中原区東部〉

　１区（自）
〈横浜市中、磯子、金沢区〉

　１区（民）
〈千葉市中央、稲毛、美浜区〉
田嶋　　要　 〇希 前　
門山　宏哲　 〇自 前
大野　　隆　 　共　新　
長谷川　豊　 〇維　新　
　ともに前職の門山と田嶋が激しく競り
合う。門山は自民支持層の７割、公明支
持層の９割を固めた。希望支持層の８割
を固めた田嶋は労組など基盤固めを急
ぐ。
　２区（自）
〈千葉市花見川区、習志野市など〉
藤巻　健太　 〇維　新　
上野　洋嗣　 　共　新　
樋口　博康　 〇立 新　
竹ケ原裕美子　 〇希　新　
小林　鷹之　 〇自 前

　３区（自）
〈千葉市緑区、市原市〉
松野　博一　 〇自 前
岡島　一正　 〇立　元　
櫛渕　万里　 〇希 元　
　松野が自民支持層の８割、公明支持層
の９割を固めて安定した戦い。岡島、櫛
渕は政権批判を強めて追う。
　４区（民）
〈船橋市南部〉
深津　俊郎　 　共　新　
野田　佳彦　 　無 前　
木村　哲也　 〇自　新
佐藤　　浩　 〇維　新　
　知名度と幅広い支持基盤を持つ野田が
幅広い世代に浸透し優勢。木村は保守票
を取り込み巻き返しをかける。
　５区（自）
〈市川市南部、浦安市〉
薗浦健太郎　 〇自 前
山田　厚史　 〇立　新　
岡野　純子　 〇希　新　
　薗浦が自民支持層の８割、公明支持層
の５割を固めて優位な戦い。山田、岡野
は無党派層などへの浸透を図る。
　６区（自）
〈市川市北部、松戸市南部〉
遠藤　宣彦　 〇希　元　
生方　幸夫　 〇立 元　
渡辺　博道　 〇自 前
星　健太郎　 〇維　新　
　渡辺が幅広い支持を得て優位な戦い。
立憲民主支持層の８割を固めた生方は衆
院５期の実績を訴え支持拡大をめざす。
　７区（自）
〈松戸市北部、野田市、流山市〉
渡部　隆夫　 　共　新　
斎藤　　健　 〇自 前
石塚　貞通　 〇立 新　
波多野里奈　 〇希　新　
　農相の斎藤が自民、公明支持層の８割
を固めて安定した戦い。石塚、波多野は

政権批判票の上積みで追い上げを狙う。
　８区（自）
〈柏市の旧市部、我孫子市〉
桜田　義孝　 〇自 前
小野里定良　 　共　新　
太田　和美　 〇希 前　
　桜田が自民支持層の８割、公明支持層
の６割を固めてやや先行。太田は内閣不
支持層の４割に浸透し激しく追う。
　９区（自）
〈千葉市若葉区、佐倉市など〉
秋本　真利　 〇自　前
鴨志田安代　 　共　新　
奥野総一郎　 〇希 前　
　自民支持層の７割を固めた秋本が一歩
リード。奥野は希望支持層の７割、立憲
民主支持層の４割を固めて巻き返しに懸
命。鴨志田は憲法や安保法制で自民への
対決姿勢を打ち出す。

松本　　純　 〇自 前
長島　一由　 〇希　元　
篠原　　豪　 〇立 前　

　 区（自）
〈銚子市、成田市、旭市など〉
林　　幹雄　 〇自 前
笠原　正実　 　共　新　
谷田川　元　 〇希 元　
　９期目をうかがう林が優勢。谷田川は
無党派層の支持拡大が課題。
　 区（自）
〈茂原市、東金市、勝浦市など〉
多ケ谷　亮　 〇希 新　
森　　英介　 〇自 前
椎名　史明　 　共　新　
　自民支持層の９割を固めた森が盤石。

多ケ谷、椎名は政権批判票の獲得を狙う。
　 区（自）
〈木更津市、館山市、君津市など〉
大西　　航　 〇共　新　
浜田　靖一　 〇自　前
樋高　　剛　 〇希　元　
皆川真一郎　 〇社　新　

　元防災相の松本が安定した戦い。７選
にむけて会社員、主婦層の３割をまとめ
た。篠原は政権批判票の４割を獲得。長
島は支持拡大に懸命。
　２区（自）
〈横浜市西、南、港南区〉
高橋　野枝　 〇立 新　
菅　　義偉　 〇自　前
大貫　清文　 　共　新　
橋本　久美　 〇希　新　
　官房長官の菅が実績、組織力ともに盤
石。内閣支持層の９割をまとめた。野党
票は３つに割れた。新人は浸透に躍起。
　３区（自）
〈横浜市鶴見、神奈川区〉
壹岐　愛子　 　諸　新　
勝又恒一郎　 〇希 元　
小此木八郎　 〇自　前
伊藤久美子　 　無　新
釘丸　　進　 　共　新　
　国家公安委員長の小此木がリード。自

民、公明支持層を７割固めた。元職の勝
又は無党派層の取り込みが課題。
　４区（無）
〈横浜市栄区、鎌倉市、逗子市など〉
山本　朋広　 〇自　前
早稲田夕季　 〇立 新　
浅尾慶一郎　 　無　前　
風間　法子　 〇希　新　
　浅尾、早稲田、山本の混戦。自民に入
党した浅尾が無党派層にも浸透し一歩リ
ード。早稲田は共産票の４割を集め左派
の支持拡大を狙う。山本は自民支持層固
めが課題。
　５区（自）
〈横浜市戸塚、泉、瀬谷区〉
坂井　　学　 〇自　前
横山　征吾　 　共　新　
吉岡　憲史　 〇希　新　
　４選を目指す坂井が安定した戦い。自
民支持層の８割と会社員、主婦層の４割
を固めた。吉岡は無党派層を狙う。
　６区（公）
〈横浜市保土ケ谷、旭区〉
串田　誠一　 〇維　新　
青柳陽一郎　 〇立 前　
上田　　勇　 　公　前
　安定した支持基盤を持つ上田を青柳が
追い上げる。青柳は若い世代の取り込み

が課題。串田は浸透に躍起。
　７区（自）
〈横浜市港北、都筑区の一部〉
鈴木　馨祐　 〇自 前
川野　　案　 〇希　新
中谷　一馬　 〇立 新　
　自民支持層の８割を固めた鈴木が優
勢。幅広い年齢、職種から支持を得る。
中谷は政権批判票の４割をまとめた。川
野は希望、維新支持層の５割を得たもの
の、さらなる支持拡大が課題。
　８区（維）
〈横浜市青葉、緑区、都筑区の一部〉
加藤　リカ　 　共　新　
大西　恒樹　 　諸　新　
江田　憲司　 　無 前　
三谷　英弘　 〇自　元
　江田が知名度、組織ともに盤石の戦い。
自民支持層、内閣支持層も３割切り崩し
た。三谷は支持固めに躍起。
　９区（民）
〈川崎市多摩、麻生区、宮前区の一部〉
斉藤　　温　 　共　新　
中山　展宏　 〇自 前
笠　　浩史　 〇希　前　

市川　佳子　 〇希 新　
畑野　君枝　 〇共　前　
田中　和徳　 〇自 前
　８選をめざす田中が安定した地盤で
優位。自民、公明支持層の８割をまとめ、
幅広い年齢層から支持を集める。畑野、
市川は自民批判票の掘り起こしに懸
命。
　 区（自）
〈横須賀市、三浦市〉
瀬戸　和弘　 　共　新　
真白リョウ　 〇希　新　
小泉進次郎　 　自　前　
圷　　孝行　 　諸　新　
　小泉が安定して独走。知名度、組織力
を武器に無党派層の４割をまとめた。会
社員や主婦層の支持も集める。
　 区（自）
〈藤沢市、高座郡〉
原　　輝雄　 〇希　新　

星野　剛士　 〇自　前
阿部　知子　 〇立 前　
　阿部と星野の接戦。阿部は政権批判票
を手堅く取り込む。星野は自民支持層の
７割、公明支持層の６割を固めた。原は
追い上げに懸命。
　 区（自）
〈大和市、座間市の一部など〉
甘利　　明　 〇自 前
太　　栄志　 〇希 新　
岡崎　　裕　 〇共　新　
　甘利が先行。安定した地盤を生かし公
明支持層の９割も獲得。太は無党派層の
取り込みが課題。岡崎は立憲民主の７割、
社民の６割と左派勢力に浸透。

本村賢太郎　 〇希 前　
中野渡　旬　 　共　新　
赤間　二郎　 〇自 前
　赤間が地盤を生かして優位。会社員、
主婦層の４割の支持を得た。本村は無党
派層の取り込みで追い上げを狙う。
　 区（自）
〈平塚市、茅ケ崎市、中郡〉
河野　太郎　 〇自 前
佐々木克己　 〇社　新　
乃木　涼介　 〇希 新　
　河野が盤石の戦い。知名度と実績を武
器に自民、公明支持層の８割を固めた。
共産の２割、立憲民主の５割を得る。新
人２人は浸透に懸命。
　 区（民）
〈相模原市南区の一部、厚木市など〉
義家　弘介　 〇自 前
後藤　祐一　 〇希　前　
池田　博英　 　共　新　
　後藤と義家が３度目の激戦。後藤は無
党派層の上積みを図る。義家は自民、公
明支持層の７割を固める。池田は政権批
判票の獲得に躍起。
　 区（自）
〈小田原市、秦野市、南足柄市など〉

【社民】①佐々木克己 ※新①皆川真一
郎 ※新
【幸福】①神武桜子 新②古川裕三 新
③長村康博 新④高橋彰 新⑤与国秀行
新

横田　英司　 　共　新　
牧島かれん　 〇自 前
神山　洋介　 〇希 前　
　牧島がリード。自民、公明支持層の８
割を固めたほか、全ての年齢層から３割
以上の支持を集める。神山は無党派層へ
の浸透で追い上げを図る。
　 区（自）
〈川崎市高津区、宮前区の一部など〉
山際大志郎　 〇自 前
三村　和也　 〇希 元　
若林　靖久　 〇共　新　
　自民支持層の８割をまとめた山際が優
勢。三村は無党派層の２割をまとめ、上
積みを狙う。若林は政権批判票の獲得に
懸命。

　浜田が自公支持層の９割近くを固めて
優勢。樋高は無党派層への浸透が課題。

宮内　　現　 〇共　新　
西脇　　愛　 　諸　新　
中谷　真一　 〇自 前
中島　克仁　 　無 前　
　中谷を中島が追う。中谷は自民支持層
の７割、公明支持層の４割を固めた。中
島は希望や維新、立憲民主の支持層に浸
透。宮内は街頭演説を精力的にこなす。

　２区（無）
〈富士吉田市、大月市など〉
井桁　　亮　 〇希　新　
長崎幸太郎　 　無　前　
大久保令子　 　共　新　
堀内　詔子　 　無　前
小林　弘幸　 〇立 新　
　保守分裂の激戦。組織力でややリード
する堀内は自民支持層の５割を固め、地
盤の富士吉田市以外での支持拡大をめざ
す。長崎は無党派層に浸透し、激しく追
い上げる。

　 区（自）
〈船橋市北部、鎌ケ谷市、印西市など〉
宮川　　伸　 〇立 新　
斉藤　和子　 〇共　前　
白須賀貴樹　 〇自 前
水野　智彦　 〇希　元　
　安倍政権の実績を訴える白須賀が内閣
支持層の８割を固めて先行。新党の改革
姿勢をアピールする水野が追う。



　丹羽が強固な地盤を支えに優勢。自民
支持層の８割、公明支持層の７割を固め

　１区（自）
〈名古屋市東、北、西、中区〉
吉田　統彦　 〇立 元　
佐藤　夕子　 〇希　元　
熊田　裕通　 〇自　前
　自民支持層の７割を固めた熊田を佐藤
が追い上げる。佐藤は希望支持層の７割
超をまとめた。吉田は８割弱をおさえた
立憲民主支持層以外への浸透を急ぐ。
　２区（民）
〈名古屋市千種、守山、名東区〉
古川　元久　 〇希 前　
田畑　　毅　 〇自 前
酒井健太朗　 　共　新　
　古川が希望支持層の９割を固め、安定
した戦い。田畑は自民支持層の６割超を
固め、追い上げに懸命。
　３区（民）
〈名古屋市昭和、緑、天白区〉
近藤　昭一　 〇立 前　
余語冴耶香　 〇希　新　
池田　佳隆　 〇自 前
　近藤は立憲民主支持層の８割超を固
め、手堅い戦い。池田は自民支持層の７
割を取り込み、巻き返しを図る。
　４区（自）
〈名古屋市瑞穂、港、南、熱田区〉
西田　敏子　 　共　新　
牧　　義夫　 〇希 前　
工藤　彰三　 〇自 前
　工藤が自民支持層の７割弱を固め先
行。牧は希望、維新支持層のそれぞれ７
割超をまとめ、激しく追い上げる。
　５区（民）
〈名古屋市中村、中川区など〉
野々部尚昭　 〇希　新　
赤松　広隆　 〇立 前　
神田　憲次　 〇自 前　
　赤松が立憲民主支持層の９割、共産支
持層の８割を固めた。無党派層も３割取
り込み安定した戦い。神田は自民支持層
の６割、公明支持層の５割を押さえ、巻
き返しをかける。
　６区（自）
〈春日井市、犬山市、小牧市など〉
森本　和義　 〇希 元　
丹羽　秀樹　 〇自 前
平山　良平　 〇社　新　
田上　光徳　 　共　新　

中川の一騎打ちの構図に。自民支持層の
８割を固めた川崎を、希望支持層の７割、
立憲民主の９割を固めた中川が追う。
　３区（―）
〈四日市市北部、桑名市など〉
坂本　麻貴　 　諸　新　
岡田　克也　 　無 前　
野村　真弘　 　共　新　
島田　佳和　 〇自　前
　無所属で出馬した民進元代表の岡田が
知名度を生かしリード。安定した戦い。
島田は自民支持層の支持が６割にとどま
り、保守層の浸透に課題。
　４区（―）
〈伊勢市、尾鷲市、鳥羽市など〉
三ツ矢憲生　 　自 前
谷中　三好　 　共　新　
藤田　大助　 〇希 元　
　三ツ矢に藤田が挑む構図。三ツ矢は自
民支持層の８割、公明支持層の７割を固
め手堅い戦い。藤田は無党派層への支持
拡大を狙う。

た。森本は支持層の拡大に躍起。
　７区（民）
〈瀬戸市の一部、大府市など〉
山尾志桜里　 　無　前　
鈴木　淳司　 〇自 前
　山尾と鈴木が競り合う。山尾は立憲民
主支持層の７割、希望支持層の６割を押
さえて先行。鈴木は自民支持層の８割弱、
公明支持層の８割超を固めて追い上げ
る。
　８区（自）
〈半田市、常滑市、東海市など〉
長友　忠弘　 　共　新　
伴野　　豊　 　無 前　
伊藤　忠彦　 〇自 前
　伴野を伊藤が激しく追い上げる展開。
伴野は立憲民主支持層の６割弱、希望支
持層の７割を固めた。伊藤は自民支持層
の７割、公明支持層の５割をまとめた。
　９区（自）
〈津島市、稲沢市、弥富市など〉
長坂　康正　 〇自 前
渡辺　　裕　 　共　新　
岡本　充功　 〇希 前　
　保守層が地盤の長坂が自民支持層の７
割超、公明支持層の６割を固めややリー
ド。岡本が希望支持層の８割、立憲民主
支持層の４割をまとめ、激しく追い上げ
る。
　 区（自）
〈一宮市の旧市部、岩倉市など〉
杉本　和巳　 〇維　元　
板倉　正文　 　共　新　
江崎　鉄磨　 　自 前
安井美沙子　 〇希 新　
　江崎が自民支持層の６割、公明支持層
の４割を固め支持を広げる。安井は希望
支持層の６割超をまとめ、追い上げる。
　 区（民）
〈豊田市の旧市部など〉
本多　信弘　 　共　新　
古本伸一郎　 〇希 前　
八木　哲也　 〇自 前
　古本が希望支持層の９割を固めて安
定。立憲民主、公明支持層のそれぞれ５
割弱もの支持も得る。八木は自民支持層
の８割を固め、追い上げに躍起。
　 区（維）
〈岡崎市、西尾市〉
重徳　和彦　 　無 前　
宮地　　勲　 　共　新　
青山　周平　 〇自 前

　重徳が立憲民主支持層の８割強、希望
支持層の７割弱を固めて手堅い戦い。自
民支持層の３割超も取り込んだ。青山は
自民支持層の５割弱を固めたが、支持層
の拡大に懸命。
　 区（民）
〈碧南市、刈谷市、安城市など〉
大西　健介　 〇希 前　
大見　　正　 〇自 前　
下島　良一　 　共　新　
　大西と大見が接戦。大西は希望支持層
の７割、立憲民主支持層の６割超を固め
た。大見は強固な自民支持層を支えに激
しく追い上げる。
　 区（自）
〈豊川市、蒲郡市、新城市など〉
金原　信之　 　共　新　
今枝宗一郎　 〇自 前
田中　克典　 〇希 新　
　今枝が強固な支持基盤を支えに安定し
た戦い。無党派層も３割超に浸透した。
田中は希望支持層の６割弱、立憲民主支
持層の４割をまとめたが政権批判票の取
り込みになお課題。
　 区（自）
〈豊橋市、田原市〉

川崎・中川の一騎打ち

根本　幸典　 〇自 前
関　健一郎　 〇希 新　
野沢　康幸　 　共　新　

　共産が候補者擁立を取りやめ、川崎と

　１区（―）
〈津市、松阪市〉
松田　直久　 　無 前　
田村　憲久　 〇自 前
　田村が無所属の松田をややリード。田
村が自民支持層の８割を固める一方、松
田は無党派層などに支持を広げ食い下が
る。区割りが変更された津市の動向がカ
ギを握る。
　２区（―）
〈四日市市南部、鈴鹿市など〉
中川　正春　 　無 前　
川崎　二郎　 〇自　前

　根本と関が接戦。自民支持層の８割弱
を固めた根本を、関が希望支持層の７割
をまとめて激しく追う。関 派
持

層無党
支

は の
上積みがカギ。

赤松、無党派層にも浸透

【希望】①阪口直人 ※元①今井雅人 ※
前①阿知波吉信 ※元①小池政就 ※元
①松尾勉 ※新①鈴木望 ※元①田中健
※新①渡辺周 ※前①福村隆 ※新①

源馬謙太郎 ※新①佐藤夕子 ※元①古
川元久 ※前①余語冴耶香 ※新①牧義
夫 ※前①野々部尚昭 ※新①森本和義
※元①岡本充功 ※前①安井美沙子
※新①古本伸一郎 ※前①大西健介
※前①田中克典 ※新①関健一郎 ※

新①藤田大助 ※元 中根康浩 前 中
瀬博之 新
【公明】①大口善徳 前②伊藤渉 前③
中川康洋 前④井筒伸幸 新⑤越野優一
新

【共産】①本村伸子 前②島津幸広 前
③中野武史 新④大野宙光 新⑤山越徹
新

【立民】①青山雅幸 ※新①日吉雄太 ※
新①吉田統彦 ※元①近藤昭一 ※前①
赤松広隆 ※前⑥松田功 新

　５区（民）
〈富士市、三島市、御殿場市など〉

【維新】①杉本和巳 ※元②喜多義典 新
【社民】①平山良平 ※新
【幸福】①森国英和 新②中根裕美 新
③加納有輝彦 新④江頭俊満 新⑤加藤
龍義 新

　１区（自）
〈岐阜市の旧市部〉

立憲民主、４議席固める
　自民は前回の８議席から２議席減の６

議席にとどまる可能性が高い。希望、立
憲民主はそれぞれ６議席、４議席を固め
た。公明は前回と同じ３議席を維持する
見通し。共産も２議席を確保できそうだ。

野原　典子　 　諸　新　
吉田　里江　 　無 新　
野田　聖子　 〇自　前
服部　泰輔　 　無　新　
　現職の総務相で知名度に勝る野田が後
援会組織を固め手堅い戦い。自民支持層
の９割弱、女性層の７割弱を固めた。無
所属の吉田や服部は苦しい戦い。
　２区（自）
〈大垣市、海津市など〉
森桜　房義　 　共　新　
棚橋　泰文　 〇自 前
　棚橋が自民支持層の９割を固め先行。
全世代から５割以上の支持を得ている。
追う森桜は無党派層への浸透が課題。

　１区（自）
〈静岡市の旧静岡市部〉

　４区（自）
〈高山市、美濃加茂市、可児市など〉

　３区（自）
〈美濃市、関市、各務原市など〉
武藤　容治　 〇自 前

井上　　諭　 　共　新　
阪口　直人　 〇希 元　
　農商工団体などから幅広い支持を得た
武藤が優勢。希望から出馬した阪口は知
名度不足が課題。懸命に追い上げる。

今井　雅人　 〇希 前　
籠山恵美子　 　共　新　
金子　俊平　 〇自　新

上川　陽子　 〇自 前
青山　雅幸　 〇立　新
小池　政就　 〇希　元　
鈴木　千佳　 　共　新　
　現職の法相の上川が知名度で安定。自
民支持層の８割を固めた。小池と青山は
政権批判票を食い合う形で追い上げに課
題。鈴木は党勢拡大を図る。
　２区（自）
〈島田市、焼津市、藤枝市など〉
井林　辰憲　 〇自 前
松尾　　勉　 〇希 新　
四ツ谷　恵　 　共　新　
　井林が自民支持層の８割弱を押さえて
先行。希望支持層の７割を固めた松尾は
無党派層への浸透を急ぐ。
　３区（自）
〈磐田市、掛川市、袋井市など〉
鈴木　　望　 〇希　元　
宮沢　博行　 〇自 前
小山　展弘　 　無 前　
　先行する宮沢と無所属の小山が激しく
争う。宮沢は自民支持層の８割弱を固め
た。鈴木は懸命に追い上げる。
　４区（自）
〈静岡市清水区、富士宮市など〉
松原　　聡　 　共　新　
田中　　健　 〇希 新　
望月　義夫　 〇自 前
　元閣僚の実績を訴える望月が、各世代

の幅広い支持を受けて安定。田中は浸透
に躍起。

吉川　　赳　 〇自　元
井口　昌彦　 　共　新　
細野　豪志　 　希　前　
　希望から出馬する細野が安定。希望支
持層の９割に加え、無党派層の４割の支
持を得た。吉川は公明の支援を受け巻き
返しに懸命。
　６区（民）
〈沼津市、熱海市、下田市など〉
内田　　豊　 　共　新　
勝俣　孝明　 〇自 前
渡辺　　周　 〇希 前　
　渡辺を勝俣が激しく追う。渡辺は希望
支持層の９割に加え、無党派層の４割を
押さえた。自民支持層の８割を固めた勝
俣は無党派層の支持拡大を急ぐ。
　７区（自）
〈浜松市西部、湖西市〉
城内　　実　 〇自　前
日吉　雄太　 〇立　新　
野沢　正司　 　共　新　
福村　　隆　 〇希 新　
　強固な支持基盤を持つ城内が手堅い戦
い。福村、日吉は無党派層への浸透が課
題。
　８区（自）
〈浜松市東区、中区と南区の一部〉
源馬謙太郎　 〇希 新　
塩谷　　立　 〇自 前
嶋田　初江　 　共　新　
　自民選挙対策委員長の塩谷が組織力を
テコに優位な戦い。源馬は無党派層への
浸透に懸命。

【自民】①野田聖子 ※前①棚橋泰文 ※
前①武藤容治 ※前①金子俊平 ※新①
古屋圭司 ※前①上川陽子 ※前①井林
辰憲 ※前①宮沢博行 ※前①望月義夫
※前①吉川赳 ※元①勝俣孝明 ※前

①城内実 ※前①塩谷立 ※前①熊田裕
通 ※前①田畑毅 ※前①池田佳隆 ※
前①工藤彰三 ※前①神田憲次 ※前①
丹羽秀樹 ※前①鈴木淳司 ※前①伊藤
忠彦 ※前①長坂康正 ※前①八木哲也
※前①青山周平 ※前①大見正 ※前

①今枝宗一郎 ※前①根本幸典 ※前①
田村憲久 ※前①川崎二郎 ※前①島田
佳和 ※前 嶋田幸司 新 今村洋史
元 藤井孝男 元 川田隆 元 西田

和伸 新　今井と金子の競り合い。今井は希望支
持層の８割を固め、無党派層への浸透も
狙う。引退した金子一義元国交相の長男
の金子が追う展開。

希望・細野が安定

棚橋リード、全世代支持

比例　定数

亀井引退で混戦模様

細田、 期目へ盤石

比例　定数

高村、父の地盤継ぐ

　首相実弟の岸が高い知名度と実績を武
器にリード。自民支持層を含め着々と基
盤固めを進める。松田は政権批判の受け

　４区（自）
〈広島市安芸区など〉
中石　　仁　 　共　新　
空本　誠喜　 〇維　元　
新谷　正義　 〇自 前
落合　洋司　 　無　新　
恵飛須圭二　 　無 新　
上野　寛治　 〇希　新　
　女性問題で自民を離党した前職が出馬
を見送った。新谷は自民支持層を固めて
先行。上野と空本は追い上げに懸命。

　１区（自）
〈山口市、周南市西部など〉

　５区（自）
〈呉市、竹原市、豊田郡など〉
尾崎　　光　 　共　新　
寺田　　稔　 〇自 前
橋本　琴絵　 〇希　新　
　寺田が経済界などの支持も受け、安定
した戦い。自民、公明支持層の９割を固
め、さらなる浸透を図る。橋本は保守層
の切り崩しに懸命。
　６区（無）
〈尾道市の旧市部、庄原市など〉
小島　敏文　 〇自 前
寺田　明充　 　共　新　
佐藤　公治　 〇希　元　
　前職の亀井静香が政界引退し、混戦模
様に。希望から出馬した佐藤が保守層に
支持を広げる。自民支持層の７割を固め
た小島は無党派層への浸透を図り、佐藤
を追う。
　７区（自）
〈福山市〉
佐藤　広典　 〇希 新　
小林　史明　 〇自 前
重村　幸司　 　共　新　
　若さをアピールする小林が後援会組織
を固め、優位に戦いを進める。公明支持
層の票固めも急ぐ。佐藤は無党派層への
浸透を急ぎ、追い上げを図る。

五島　　博　 　共　新　
高村　正大　 〇自　新
大内　一也　 〇希 新　
河井美和子　 　諸　新　
　前職の父の強固な地盤を引き継いだ高
村が後援会組織をまとめ、安定した戦い。
大内は保守層の切り崩しが課題。五島は
党勢拡大を図る。
　２区（自）
〈岩国市、光市、周南市東部など〉
松田　一志　 　共　新　
岸　　信夫　 〇自 前

皿を狙うが浸透に課題。
　３区（自）
〈宇部市、萩市、山陽小野田市など〉
河村　建夫　 　自 前
坂本　史子　 〇立 新
　元官房長官の河村が手堅い戦い。自民
支持層の８割を固め、無党派層にも支持
を広げる。立憲民主から出馬の坂本は支
持層の拡大に課題。
　４区（自）
〈下関市、長門市〉
安倍　晋三　 　自　前
藤田　時雄　 〇希 新　
西岡　広伸　 　共　新　
黒川　敦彦　 　無　新　
郡　　昭浩　 　無　新　
　首相の安倍が知名度の高さと実績を支
えに着々と支持基盤を固める。自民支持
層の９割、公明支持層の８割を押さえた。
藤田、西岡は政権批判票の取り込みを狙
う。

加藤、知名度と地盤武器

石破、高い支持確保

　５区（自）
〈総社市、笠岡市、井原市など〉

【自民】①石破茂 ※前①赤沢亮正 ※
前①竹下亘 ※前①逢沢一郎 ※前①山
下貴司 ※前①橋本岳 ※前①加藤勝信
※前①岸田文雄 ※前①平口洋 ※前
①河井克行 ※前①新谷正義 ※前①寺
田稔 ※前①小島敏文 ※前①小林史明
※前①高村正大 ※新①岸信夫 ※前
⑰杉田水脈 元⑱池田道孝 前⑲古田圭
一 前⑳三浦靖 新 畦元将吾 新 徳
村純一郎 新 井桜康司 新
【希望】①湯原俊二 ※元①蜂谷弘美 ※
新①津村啓介 ※前①内山晃 ※元①柚
木道義 ※前①樽井良和 ※元①松本大
輔 ※元①上野寛治 ※新①橋本琴絵
※新①佐藤公治 ※元①佐藤広典 ※
新①大内一也 ※新①藤田時雄 ※新⑭
山口克也 新
【公明】①斉藤鉄夫 前②桝屋敬悟 前
③日下正喜 新
【共産】①大平喜信 前②垣内京美 ※
新③藤本一規 新④岩田剛 新
【立民】①亀井亜紀子 ※新①高井崇志
※前①坂本史子 ※新④秋葉忠利 元
【維新】①灰岡香奈 ※新②今枝仁 ※
新②空本誠喜 ※元
【社民】①福原宗男 ※新
【幸福】①国領豊太 新②佐伯知子 新
③加藤健太 新

自民、５議席連続めざす
　自民は４議席を固め、前回の５議席を
目指す。希望は３議席に届く勢い。公明
は前回の２議席を死守できそう。立憲民
主は１議席を固めたが、上積みは厳しい。
共産は手堅く１議席を確保しそうだ。

美見　芳明　 　共　新　
樽井　良和　 〇希　元　
加藤　勝信　 〇自 前

　１区（自）
〈鳥取市、倉吉市、岩美郡など〉
塚田　成幸　 　共　新　
石破　　茂　 〇自 前
　ポスト安倍をうかがう石破が高い知名
度と強固な後援会組織を武器に先行。世
代、性別、支持政党を問わず高い支持を
確保。政権批判票の取り込みを狙う塚田

は独自の戦い。
　２区（自）
〈米子市、境港市、西伯郡など〉
福住　英行　 　共　新　
湯原　俊二　 〇希 元　
赤沢　亮正　 〇自 前
　自民、公明支持層の大半を固めた赤沢
がリード。希望の湯原は連合鳥取などの
支援を受け、支持拡大を狙う。福住は独
自の戦い。

　１区（自）
〈松江市、安来市など〉
細田　博之　 　自 前
亀井亜紀子　 〇立 新
　 期目をめざす派閥領袖の細田が固い
保守地盤と知名度を支えに安定。元参院

議員で立憲民主の亀井は共産からの支援
も受け、懸命に追い上げる。
　２区（自）
〈浜田市、益田市、大田市など〉
福原　宗男　 〇社　新　
竹下　　亘　 〇自 前
向瀬　慎一　 　共　新　
　党総務会長の竹下が高い知名度と組織
力で手堅い戦い。自民支持層の９割、公
明支持層の５割に浸透する。向瀬は消費
増税反対などを訴え、党勢拡大を目指す。

　１区（自）
〈岡山市西部など〉
逢沢　一郎　 〇自　前
高井　崇志　 〇立 前　
蜂谷　弘美　 〇希　新　
　逢沢が厚い後援会組織を支えに手堅
い。公明支持層は５割だが、自民支持層
の８割を固めた。立憲民主の高井は政権
批判の受け皿を目指し、追い上げを急
ぐ。
　２区（自）
〈岡山市東部、玉野市など〉
山下　貴司　 〇自 前
垣内　京美　 〇共　新　
田部　雄治　 　諸　新　
津村　啓介　 〇希 前　
　山下と津村が競り合う。優勢なのは自
民支持層の８割、公明支持層の７割をま
とめた山下。津村は３割を固めた無党派
層の支持拡大を急ぎ、追い上げる。
　３区（次）
〈津山市、備前市、和気郡など〉
尾崎　宏子　 　共　新　
内山　　晃　 〇希　元　
平沼正二郎　 　無　新　
阿部　俊子　 　無　前
　前職の阿部と、引退した前職の次男で
新人の平沼が、自民支持層を二分して激
しく競り合う。希望の内山は無党派層に
支持を訴え、間隙を狙う。
　４区（自）
〈倉敷市の旧市部など〉
橋本　　岳　 〇自 前
柚木　道義　 〇希 前　
平林　明成　 　共　新　
　希望に合流した柚木と橋本が激しく競
り合う。柚木は立憲民主支持層の７割も
固め、政権批判票の集約を進める。橋本
は自民支持層の７割強をまとめ、柚木を
追う。

　厚生労働相の加藤が圧倒的な知名度と
強力な保守基盤を武器に手堅い戦い。希
望の樽井は支持拡大に躍起。

　１区（自）
〈広島市中、東、南区〉
岸田　文雄　 〇自 前
大西　　理　 　共　新　
　ポスト安倍に名乗りを上げた岸田が無
党派層を含め幅広い支持を得て安定的な
戦い。大西は政権批判票の取り込みに躍
起。
　２区（自）
〈広島市佐伯区、廿日市市など〉
平口　　洋　 〇自 前
水野　善丈　 　諸　新　
灰岡　香奈　 〇維　新　
藤本　聡志　 　共　新　
松本　大輔　 〇希 元　
　平口が自民、公明支持層を固め、手堅
い戦い。希望支持層の８割を固めた松本
はさらなる支持拡大が課題。
　３区（自）
〈広島市安佐南、安佐北区など〉
塩村　文夏　 　無 新　
河井　克行　 〇自　前
野村　昌央　 　諸　新　
今枝　　仁　 〇維　新　
玉田　憲勲　 　無　新　
西本　昭彦　 　無　新　
　安全保障分野での実績をアピールする
河井が強固な基盤を支えに優位。無所属
の塩村は自民の批判票取り込みを急ぐ。

　５区（自）
〈多治見市、中津川市、瑞浪市など〉
阿知波吉信　 〇希 元　
小関　祥子　 　共　新　
古屋　圭司　 〇自　前
　古屋が自民支持層の８割を押さえて手
堅い選挙。希望から出馬した阿知波は政
権批判票の取り込みを急ぐ。
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馬淵と小林が接戦

　 回前 無、 所属で圧勝し今回は自民から
出馬する山口が優勢。自民支持層の８割、
公明支持層の７割をまとめた。池畑は県
議２期の実績を訴えて浮動票の掘り起こ
しをめざす。

　横一線の辻元と大隈を松浪が追う展
開。立憲民主から出馬した辻元は左派系
の支持基盤に加え、無党派層への浸透を
はかる。大隈は保守層固めが課題。松浪
は改革姿勢を訴えて巻き返しを図る。

　 区（維）
〈泉佐野市、貝塚市など〉
谷川　とむ　 〇自 前
丸山　穂高　 〇維　前　
北村　みき　 　共　新　　 区（維）

〈岸和田市、泉大津市など〉

　１区（自）
〈大津市、高島市〉

　１区（維）
〈大阪市中央、港、西区など〉
井上　英孝　 〇維　前　
大西　宏幸　 〇自 前
小泉　修平　 　諸　新　
村上　賀厚　 〇立 新　
柴山　　昇　 　共　新　
　井上と大西が競る。井上は行政改革な
どを訴えて維新支持層を固め、議席維持
を狙う。大西は区割り変更を受け、支持
拡大に奔走。民進から立憲民主に移る村
上は旧民進支持層の取り込みを急ぐ。
　２区（自）
〈大阪市阿倍野、東住吉、平野区など〉
尾辻かな子　 〇立 新　
椎木　　保　 〇維　前　
左藤　　章　 〇自 前
　左藤が安定した戦い。安倍政権の実績
を訴え連続当選を狙う。椎木は教育無償
化を訴えて支持基盤の拡大を急ぐ。尾辻
は共産の支援も受け、安倍政権への批判
票の獲得に全力を挙げる。
　３区（公）
〈大阪市住吉、住之江、大正、西成区〉
渡部　　結　 〇共　新　
佐藤　茂樹　 　公　前
中条栄太郎　 　無　新　
　維新が候補者擁立を見送るなか、佐藤
が公明支持層を手堅くまとめリード。渡
部は憲法改正阻止や安全保障関連法の廃
止を強調し、自公政権への反対票取り込
みを狙う。
　４区（自）
〈大阪市北、都島、城東、福島区〉
中山　泰秀　 〇自 前
清水　忠史　 〇共　前　
美延　映夫　 〇維　新　
　中山と美延が競り合う。中山は自民支
持層の６割、公明支持層の７割を固めた。
美延は市議時代からの地盤を強みに維新
支持層の取り込みを急ぐほか、希望の後
押しも受けて追い上げをはかる。
　５区（公）
〈大阪市淀川、東淀川、西淀川区など〉
数森　圭吾　 　諸　新　
国重　　徹　 　公　前
長尾　秀樹　 〇立 新　
北山　良三　 　共　新　
　国重が公明支持層の９割、自民支持層
の４割をまとめ、幅広い年代にも浸透し
て優勢。長尾は共生社会や労働環境の改
善を訴えて安倍政権への批判票や無党派
層の取り込みに懸命。
　６区（公）
〈大阪市旭、鶴見区、守口市、門真市〉
村上　史好　 〇立　元　
伊佐　進一　 　公　前

　伊佐が公明、自民支持層を固め、組織
力を生かして先行。立憲民主から出馬す
る元職の村上は共産支持層などへの浸透
も課題で、支持拡大を急ぐ。
　７区（自）
〈吹田市、摂津市〉
奥下　剛光　 〇維　新　
渡嘉敷奈緒美　 〇自 前
村口久美子　 　共　新　
　渡嘉敷は自民、公明両支持層の７割を
固め、幅広い組織票を背景に安定した戦
い。奥下は維新支持層への浸透が課題で、
街頭演説などで無党派層への訴えに懸
命。
　８区（自）
〈豊中市〉
松井　博史　 〇立 新　
大塚　高司　 〇自 前
木下　智彦　 〇維　前　
新居　　真　 　共　新　
　学校法人「森友学園」への国有地払い
下げが問題となった豊中市での戦いは、
大塚が幅広い世代の支持を得てリード。
前回、比例復活した木下は維新支持層を
固めたが、無党派層への浸透が課題。

小坂　淑子　 〇社　新　
大岡　敏孝　 〇自 前
嘉田由紀子　 　無　新　
　大岡と嘉田が激戦。大岡は自民支持層
の８割、公明支持層の６割を固めた。無
所属で出馬した嘉田は安倍政権批判を強
調し、民進など野党支持層の票固めを進
める。
　２区（自）
〈彦根市、長浜市、愛知郡など〉
田島　一成　 〇希 前　
上野賢一郎　 〇自 前
荒川　雅司　 　諸　新　
対月　慈照　 　無　新　
　上野が自民支持層の８割を固め優勢。
希望から出馬の田島は野党票固めに加
え、無党派層の支持拡大に躍起。
　３区（自）
〈草津市、守山市、栗東市など〉
小川　泰江　 〇希 新　
石堂　淳士　 　共　新　
武村　展英　 〇自　前
　小川と武村が接戦。小川は子育て政策
などを訴え、女性票や無党派層の支持拡
大を狙う。自民支持層の８割を固めた武
村は、自公政権の実績や地域活性化など
を訴え組織テコ入れを急ぐ。
　４区（自）
〈近江八幡市、甲賀市など〉
西沢　耕一　 　共　新　
小寺　裕雄　 〇自　新
徳永　久志　 〇希 新　

　９区（自）
〈池田市、茨木市、箕面市、豊能郡〉
服部　良一　 〇社　元
足立　康史　 〇維　前　
原田　憲治　 〇自 前
　原田と足立が接戦。原田は自民、公明
両支持層で着々と票固め。前回比例復活
の足立は無党派に加え、希望や立憲民主
の支持層への食い込みも課題。

　小寺と徳永が接戦。小寺は自民支持層
の６割強を固め、自民を離党した前職の
支持票取り込みも狙う。徳永は安倍政権
に批判的な層の支持固めが課題。

　 区（民）
〈高槻市、三島郡〉
辻元　清美　 〇立 前　
大隈　和英　 〇自 前
松浪　健太　 〇維　前　

遠藤　　敬　 〇維　前　
矢野　忠重　 　共　新　
神谷　　昇　 〇自 前

　 区（自）
〈枚方市、交野市〉
平野　博文　 　無 前　
伊東　信久　 〇維　前　
佐藤ゆかり　 〇自 前
　無所属での出馬となる平野は労働組合
の後押しを受け、旧民進など野党支持層
をまとめる。佐藤は自民支持層の５割、
公明支持層の７割を固め、陣営引き締め
に躍起。伊東は無党派層への浸透で巻き
返しをはかる。
　 区（自）
〈寝屋川市、大東市、四條畷市〉

　 区（自）
〈富田林市、河内長野市など〉

　 区（自）
〈東大阪市〉

　北川と藤田が接戦。北川は自民、公明
の支持固めを急ぐ。藤田は教育無償化な
どを訴え、若年層への浸透を狙う。樽床
伸二氏が希望の比例単独候補となり、宙
に浮く民進支持層への切り込みも焦点
に。

西野　弘一　 　無　元　
宗清　皇一　 〇自 前
長岡　嘉一　 　共　新　
青野　剛暁　 〇維　新　
姜　　英紀　 〇立 新　
　宗清が自民、公明支持層の７割近くに
浸透し連続当選を狙う。青野は維新支持
層固めと、無党派層への浸透に懸命。西
野は野党票の分散に苦戦。

　高市が実績と高い知名度を背景に盤石
の戦い。自民支持層をほぼ固めた。松本は
街頭で無党派層への訴えに力を入れる。

　 区（維）
〈八尾市、柏原市、羽曳野市など〉
小松　　久　 　共　新　
谷畑　　孝　 〇維　前　
長尾　　敬　 〇自 前　
　谷畑と長尾が競り合う。谷畑は消費増

大岡と嘉田が激戦

岸本が優勢

比例　定数

辻元・大隈が横一線
原田と足立が接戦

竹本　直一　 　自 前
為　　仁史　 　共　新　
浦野　靖人　 〇維　前　
　浦野と竹本が横一線。浦野は維新支持
層を幅広くまとめ、自民支持層にも切り
込む。竹本は議席死守へ組織票固めと陣
営引き締めに躍起。
　 区（公）
〈堺市堺、東、北区〉
森山　浩行　 〇立 元　
北側　一雄　 　公　前
　北側が組織を生かした選挙戦で優位な
戦い。公明支持層の大半をまとめ、自民
支持層の６割も固めた。森山は共産の支
援も受け、自公政権への批判票取り込み
に力を入れる。

　１区（維）
〈神戸市中央、灘、東灘区〉

　遠藤を神谷が追う展開。再選を期す遠

　 区（維）
〈堺市中、西、南区〉

岡下　昌平　 〇自 前
馬場　伸幸　 〇維　前　
藤本　幸子　 　共　新　
　馬場と岡下が競る。維新幹事長の馬場
が知名度を生かし無党派などの支持取り
込みをはかる。岡下は自民、公明の支持
固めを急ぎ、巻き返しに懸命。

藤は維新支持層を幅広くまとめる。神谷
は自民、公明両党の支持を７割近く固め
ており、無党派層への浸透が課題。

　連続当選をめざす丸山は行革や経済対
策を訴え、維新支持層の大半をまとめる
手堅い戦い。谷川は自公政権の実績
を強調し、自民、公明支持層の票固めに
全力。

　２区（民）
〈京都市左京、東山、山科区〉

　１区（自）
〈京都市上京、中京、下京区など〉
伊吹　文明　 　自 前
穀田　恵二　 〇共　前　
嶋村　聖子　 〇希　新　

地坂　拓晃　 〇共　新　
繁本　　護　 〇自　新
前原　誠司　 　無 前　

　３区（民）
〈京都市伏見区、長岡京市など〉
泉　　健太　 〇希 前　
金森　　亨　 　共　新　
森　　夏枝　 〇維　新　
木村　弥生　 〇自　前
小田切新一郎　 　無　新　

維新、４議席に半減か
　自民は前回の９議席から８議席に減ら
す見通し。公明は手堅く４議席を固め、
５議席獲得を目指す。前回８議席の維新
は、４議席に減らす可能性が高い。希望
と立憲民主は４議席ずつ確保しそう。共
産は前回から１議席減の３議席にとどま
る見通し。

　４区（自）
〈京都市右京区、亀岡市など〉
吉田　幸一　 　共　新　
北神　圭朗　 〇希 前　
縁田　有紀　 　諸　新　
田中　英之　 〇自　前
　田中と北神が競る。田中は自民支持層
の８割、公明支持層の７割を固めた。北
神は左派層の票取り込みが課題で、会社
員や主婦層を照準に支持拡大をはかる。
　５区（自）
〈福知山市、舞鶴市、綾部市など〉
井上　一徳　 〇希　新　
中山　　泰　 　無　新　
山内　　健　 　共　新　
鈴木麻理子　 　無　新　
本田　太郎　 〇自　新

税凍結などを訴え維新支持層をまとめ、
無党派層にも食い込む。前回、比例復活
の長尾は自公政権の実績を強調し雪辱を
期す。

　６区（民）
〈宇治市、城陽市、八幡市など〉
山井　和則　 〇希 前　
上條　亮一　 　共　新　
安藤　　裕　 〇自 前
　安藤と山井が競り合う。安藤は自民支
持層の８割、公明支持層の５割程度を固
めた。山井は支援を受ける労働組合の組
織固めや、自公政権への批判票の取り込
みで追い上げる。

力重　智之　 　共　新　
梅村　　聡　 〇維　新　
盛山　正仁　 〇自 前
井坂　信彦　 〇希 前　

　泉と木村の接戦。泉は自らの支持基盤
に加え、左派系の取り込み拡大を目指す。
自民支持層の７割、公明支持層の６割を
まとめた木村は政権の実績などを訴え保
守層の基盤固めを急ぐ。

　盛山と井坂が競り合う展開。盛山は自
民と公明の支持層をそれぞれ７割固め
た。民進から希望に移った井坂は無党派
層の掘り起こしをはかる。
　２区（公）
〈神戸市兵庫、北、長田区など〉
船川　治郎　 　無 新　
赤羽　一嘉　 　公　前
平松　順子　 〇共　新　
　赤羽が公明支持層の８割、自民支持層
の４割をまとめ優位な戦い。平松は共産
支持層の８割を固め、追い上げを図る。
船川は無党派層の取り込みが課題。
　３区（自）
〈神戸市須磨、垂水区〉
冨士谷香恵子　 　共　新　
松木秀一郎　 〇維　新　
関　　芳弘　 〇自 前
横畑　和幸　 〇希 新　
　関が安定した地盤で手堅い選挙。希望
新人の横畑は浸透に躍起。冨士谷は安倍
政権批判票の取り込みをめざす。
　４区（自）
〈神戸市西区、西脇市、三木市〉
藤井比早之　 〇自　前
佐藤　泰樹　 　無 新　
野口　威光　 〇希　新　
大椙　鉄夫　 　共　新　
　藤井は幅広い年齢層から支持を得て手
堅い選挙戦を展開。野口は無党派層に浸
透できておらず、陣営引き締めに躍起。
　５区（自）
〈三田市、豊岡市、篠山市など〉
西中　孝男　 　共　新　
梶原　康弘　 〇希 元　
谷　　公一　 〇自 前
　保守地盤をもち、政権の実績を訴える
谷が優勢。公明支持層も７割をまとめた。
商工業者の支持が厚い梶原は無党派層へ
の浸透で追い上げをはかる。
　６区（自）
〈伊丹市、宝塚市、川西市の一部〉
幾村奈応子　 〇希　新　
桜井　　周　 〇立 新　
市村浩一郎　 〇維　元　
大串　正樹　 〇自　前

原　矢寸久　 〇共　新　
岸本　周平　 〇希 前　
門　　博文　 〇自 前

　保守地盤のある大串を桜井が追い上げ

る。桜井は左派系の野党票固めが課題。
維新票の５割を固めた市村も無党派層を
照準に混戦に割って入る。
　７区（自）
〈西宮市の一部、芦屋市〉
上田　幸子　 　共　新　
畠中　光成　 〇希 元　
三木　圭恵　 〇維　元　
山田　賢司　 〇自 前
　山田は自民と公明の支持層の７割以上
を固めて安定した戦い。民進を離れ希望
の公認を得た畠中は女性や無党派層への
浸透を図り、追い上げをはかる。上田は
市議の実績などを訴える。
　８区（公）
〈尼崎市〉
堀内　照文　 〇共　前　
中野　洋昌　 　公　前
　公明が強い集票力をもつ地域で中野が
手堅い戦い。自民支持層も５割をまとめ
た。堀内は政権批判票の取り込みを狙う。
　９区（自）
〈明石市、淡路島の３市〉
西村　康稔　 〇自 前
菊地　憲之　 　無　新
川戸　康嗣　 〇希 新　
　官房副長官の西村が安倍政権の実績を
訴えて大きくリード。川戸は無党派層な
どの開拓を急ぎ、追い上げに懸命。
　 区（自）
〈加古川市、高砂市、加古郡〉
渡海紀三朗　 〇自　前
金田　峰生　 　共　新　
柘植　厚人　 〇希　新　
　９期目をめざす渡海が高い知名度と組
織力で先行。公明支持層も６割を固めた。
柘植は支持基盤の拡大に懸命。
　 区（民）
〈姫路市の旧市部〉
長安　　豊　 〇希 元　
松本　剛明　 〇自　前
稲村　　知　 　共　新　
　無所属から自民に移った元外相の松本
が手堅く戦う。自民支持層の８割、維新
支持層の６割をそれぞれ固めた。希望の
長安は出遅れ挽回へ懸命。

【希望】①樽床伸二 元②井上一徳 ※
新③田島一成 ※前③小川泰江 ※新③
徳永久志 ※新③嶋村聖子 ※新③泉健
太 ※前③北神圭朗 ※前③山井和則
※前③井坂信彦 ※前③横畑和幸 ※
新③野口威光 ※新③梶原康弘 ※元③

幾村奈応子 ※新③畠中光成 ※元③川
戸康嗣 ※新③柘植厚人 ※新③長安豊
※元③池畑浩太朗 ※新③馬淵澄夫
※前③松本昌之 ※新③前川清成 ※
新③岸本周平 ※前③坂田隆徳 ※新
大沢千恵子 新 野中幸市 新 白石純
子 新 請田修一 新
【公明】①竹内譲 前②浮島智子 前③
浜村進 前④鰐淵洋子 新⑤田丸義高
新⑥鷲岡秀明 新⑦高橋雅也 新⑧田
中博之 新
【共産】①穀田恵二 ※前②宮本岳志 前
③清水忠史 ※前④堀内照文 ※前⑤渡
部結 ※新⑥平松順子 ※新⑥地坂拓晃
※新⑥井上良子 ※新⑥原矢寸久 ※
新⑩斉藤幸子 新⑪三和智之 新

　 区（無）
〈相生市、たつの市、赤穂市など〉
池畑浩太朗　 〇希 新　
山口　　壮　 〇自 前
堀　　　譲　 　共　新　

　田野瀬が他を引き離し安定した戦い。
自民、公明支持層の多くを固めた。２区
から国替えした前川は準備不足が響き苦
しい戦い。

　１区（―）
〈奈良市の旧市部、生駒市〉

【立民】①村上賀厚 ※新①尾辻かな子
※新①長尾秀樹 ※新①村上史好 ※

元①松井博史 ※新①辻元清美 ※前①
姜英紀 ※新①森山浩行 ※元①桜井周
※新⑩塩見俊次 新
【維新】①森夏枝 ※新②井上英孝 ※
前②椎木保 ※前②美延映夫 ※新②奥
下剛光 ※新②木下智彦 ※前②足立康
史 ※前②松浪健太 ※前②伊東信久
※前②藤田文武 ※新②青野剛暁 ※
新②谷畑孝 ※前②浦野靖人 ※前②馬
場伸幸 ※前②遠藤敬 ※前②丸山穂高
※前②梅村聡 ※新②松木秀一郎 ※
新②市村浩一郎 ※元②三木圭恵 ※元
②吉野忠男 ※新②栄隆則 ※新
【社民】①服部良一 ※元①小坂淑子 ※
新
【幸福】①松島弘典 新②湊侑子 新③
西本篤 新④田中孝子 新⑤泉章子 新
⑥油浅頌子 新

　岸本が優勢。希望支持層に加え、維新
支持層にも食い込む。自民支持層の６割
をまとめた門は、組織票固めで追い上げ
る。原は独自の戦い。

井上　良子　 〇共　新　
小林　茂樹　 〇自　元　
吉野　忠男　 〇維　新　
馬淵　澄夫　 〇希 前　

　谷垣禎一氏の地盤を継いだ本田が優位
な戦い。幅広い世代や職業層から支持を
集め、自民支持層の７割を固めた。中山
は追い上げに懸命。

　２区（―）
〈大和郡山市、天理市など〉
松本　昌之　 〇希　新　
霜鳥　純一　 　共　新　
高市　早苗　 〇自　前

　１区（民）
〈和歌山市〉

　３区（―）
〈橿原市、大和高田市、桜井市など〉
田野瀬太道　 〇自 前
所　　　進　 　共　新　
前川　清成　 〇希 新　

　２区（自）
〈海南市、橋本市、紀の川市など〉
下村　雅洋　 　共　新　
栄　　隆則　 〇維　新　
石田　真敏　 〇自　前
坂田　隆徳　 〇希 新　
　石田が安定した支持基盤を武器に先
行。自民支持層の８割、公明支持層の７
割を固めた。坂田は後援会のテコ入れを
急ぎ、巻き返しを狙う。
　３区（自）
〈新宮市、田辺市など〉
楠本　文郎　 　共　新　
二階　俊博　 　自 前
　自民幹事長の二階が強力な組織力を生
かして盤石。自民支持層の９割、公明支
持層の７割を固めた。楠本は政権批判票
の取り込みをめざす。

　前原が盤石な選挙戦を展開。希望支持
層の大半を固め、自民支持層にも食い込
む。繁本と地坂は巻き返しを狙うが、そ
れぞれ支持基盤固めも課題。

　伊吹が高い知名度と組織力で優勢。自
民支持層の８割弱、公明支持層の７割弱
を固めた。共産支持層の９割超をまとめ
た穀田は改憲反対などを訴え、左派層の

支持拡大に懸命。

　馬淵と小林が横一線。馬淵は希望支持
層をまとめる。小林は自民党県議らの支
援を受け、保守層固めを急ぐ。井上、吉
野が追う。

藤田　文武　 〇維　新　
松尾　正利　 　共　新　

北川　知克　 〇自 前　

【自民】①奥野信亮 前②大岡敏孝 ※
前②上野賢一郎 ※前②武村展英 ※前
②小寺裕雄 ※新②繁本護 ※新②木村
弥生 ※前②田中英之 ※前②本田太郎
※新②安藤裕 ※前②大西宏幸 ※前
②左藤章 ※前②中山泰秀 ※前②渡嘉

敷奈緒美 ※前②大塚高司 ※前②原田
憲治 ※前②大隈和英 ※前②佐藤ゆか
り ※前②北川知克 ※前②宗清皇一
※前②長尾敬 ※前②岡下昌平 ※前
②神谷昇 ※前②谷川とむ ※前②盛山
正仁 ※前②関芳弘 ※前②藤井比早之
※前②谷公一 ※前②大串正樹 ※前
②山田賢司 ※前②西村康稔 ※前②渡
海紀三朗 ※前②松本剛明 ※前②山口
壮 ※前②小林茂樹 ※元②高市早苗
※前②田野瀬太道 ※前②門博文 ※
前②石田真敏 ※前 湯峯理之 新



赤嶺と国場が競る

　１区（―）
〈鹿児島市北部、鹿児島郡〉　３区（自）

〈別府市、中津市、宇佐市など〉

　衛藤が野党共闘候補の吉川をリード。
自民支持層の８割を固め、他党の支持層
にも浸透する。吉川は立憲民主など左派
層に支持を広げ、反安倍政権票の取り込
みに躍起。

　２区（自）
〈佐伯市、日田市、津久見市など〉

　４区（自）
〈佐世保市北部、平戸市、松浦市など〉

　３区（生）
〈名護市、沖縄市、うるま市など〉
玉城デニー　 　無　前　
金城　竜郎　 　諸　新　
比嘉奈津美　 〇自 前

【共産】①赤嶺政賢 ※前②田村貴昭 ※
前③真島省三 ※前④松岡勝 新⑤山下
魁 新⑥益田牧子 新

　１区（民）
〈大分市の旧市部〉

　１区（自）
〈長崎市の旧市部〉
冨岡　　勉　 〇自 前
西岡　秀子　 〇希 新　
牧山　　隆　 　共　新　

　１区（民）
〈佐賀市、鳥栖市、神埼市など〉

　１区（共）
〈那覇市、久米島町など〉

　１区（自）
〈宮崎市、東諸県郡〉

【公明】①江田康幸 前②遠山清彦 前
③浜地雅一 前④吉田宣弘 前⑤上地崇
新⑥吉田久美子 新

　西銘と仲里が激しく競う。１次産業育
成や離島振興を訴える西銘は自民支持層
の７割弱を固めた。仲里は普天間基地の
辺野古移設反対を掲げ反保守層から幅広
く支持を集める。

【自民】①園田博之 前②宮路拓馬 前
③今村雅弘 前④井上貴博 ※前④鬼木
誠 ※前④古賀篤 ※前④宮内秀樹 ※
前④原田義昭 ※前④鳩山二郎 ※前④
藤丸敏 ※前④三原朝彦 ※前④山本幸
三 ※前④武田良太 ※前④岩田和親
※前④古川康 ※前④冨岡勉 ※前④
加藤寛治 ※前④北村誠吾 ※前④木原
稔 ※前④穴見陽一 ※前④岩屋毅 ※
前④武井俊輔 ※前④江藤拓 ※前④古
川禎久 ※前④金子万寿夫 ※前④小里
泰弘 ※前④森山裕 ※前④国場幸之助
※前④宮崎政久 ※前④比嘉奈津美
※前④西銘恒三郎 ※前 湯川一行
元 西村俊隆 新 大久保秀典 新
川上健 新

北村　誠吾　 〇自 前
宮島　大典　 〇希 元　
石川　　悟　 　共　新　

近藤　一宇　 　共　新　
山口　初実　 〇希 新　
加藤　寛治　 〇自 前

　西岡と冨岡が激戦。昨年の参院選に民
進公認で出た西岡は希望支持層の９割を
手堅くまとめ、攻勢に出る。自民支持層
の８割を固める前職の冨岡は、企業回り
を重ね、実績を訴える。
　２区（自）
〈諫早市、島原市、雲仙市など〉

　加藤が前職の強みを生かし、自民、公
明両支持層の８割を固めて優位な戦い。
諫早を地盤とする新人の山口は追い上げ
に懸命。近藤は党派を超えた浸透が課題。
　３区（自）
〈大村市、五島市、対馬市など〉
末次　精一　 〇希　新　
石丸　完治　 　共　新　
谷川　弥一　 　自 前
口石　竜三　 〇維　新　

　２区（―）
〈熊本市西、南区、玉名市など〉

　１区（―）
〈熊本市中央、東、北区〉

　谷川が安定した戦い。自民支持層の４
分の３を取り込み、国境離島新法制定な
どの実績を訴える。４区から転じた末次
は知名度向上を急ぐ。石丸と口石は埋没
回避に全力。

　当選６回の北村が知名度を武器にやや
優勢。自民支持層の７割強を固め、公明
支持層も取り込む。宮島は希望支持層の
８割を押さえて追う展開。石川は護憲を
訴え独自の戦い。

木原　　稔　 〇自 前　
松野　頼久　 〇希 前　
　木原と松野の一騎打ち。自民支持層の
８割を固めた木原がやや優勢。民進から
希望に移った松野は希望支持層の７割を
固め、追う構図。無党派層の取り込みを

急ぐ。

岩田　和親　 〇自 前
中島　　徹　 　諸　新　
原口　一博　 　無 前　

　７区（自）
〈大牟田市、柳川市、八女市など〉

　１区（無）
〈福岡市東、博多区〉
山本　剛正　 〇立 元　
石井　英俊　 〇希　新　
立川　孝彦　 　共　新　
井上　貴博　 〇自 前　
　井上が着々と票を固めて独走。自民支
持層の８割弱を固め、会社員や主婦層な
ど幅広い層に浸透。石井と山本は追い上
げに懸命。石井は希望支持層の７割、山
本は立憲民主支持層の８割を固め、政権
批判票を取り合う。
　２区（自）
〈福岡市中央区、南区の一部など〉
鬼木　　誠　 〇自 前
稲富　修二　 〇希 元　
松尾　律子　 　共　新　
　鬼木と稲富が競り合う。鬼木は自民支
持層、稲富は希望支持層の８割をそれぞ
れ固め、無党派層の支持拡大を目指す。

国場幸之助　 〇自 前
赤嶺　政賢　 〇共　前　
下地　幹郎　 〇維　前
下地　玲子　 　諸　新　

　３区（自）
〈福岡市早良、西区、糸島市など〉
山内　康一　 〇立 元　
古賀　　篤　 〇自 前
　古賀が自民支持層の７割を押さえて大
きくリード。会社員や主婦層など幅広く
浸透。埼玉から国替えの山内は無党派層
の取り込みで巻き返しをめざす。
　４区（自）
〈宗像市、古賀市など〉

【希望】①中山成彬 元②石井英俊 ※
新②稲富修二 ※元②楠田大蔵 ※元②
原圭助 ※新②緒方林太郎 ※前②城井
崇 ※元②村上智信 ※新②大串博志
※前②西岡秀子 ※新②山口初実 ※
新②末次精一 ※新②宮島大典 ※元②
松野頼久 ※前②吉良州司 ※前②外山
斎 ※新②花輪智史 ※新②斉藤佳代
※新②野間健 ※前⑳並木浩一 新
森田俊文 新

【幸福】①江夏正敏 新②吉冨和枝 新
③富川昇 新④前田浩一 新

【社民】①照屋寛徳 ※前①吉川元 ※
前①竹内信昭 ※新①和田要 ※新①野
呂正和 ※新

【立民】①山本剛正 ※元①山内康一 ※
元①矢上雅義 ※元①横光克彦 ※元①
川内博史 ※元⑥仲間昌信 新⑦藤田一
枝 元
【維新】①河野正美 ※前①口石竜三 ※
新①山之内毅 ※元①下地幹郎 ※前

宮内　秀樹　 〇自 前
河野　正美　 〇維　前
新留　清隆　 　共　新　
　宮内が安定した戦い。自民支持層の７
割を固め、会社員や主婦層に浸透。河野
は希望や立憲民主支持層の３～４割を押
さえるが、支持層の拡大が課題。
　５区（自）
〈筑紫野市、春日市、太宰府市など〉
原田　義昭　 〇自 前
楠田　大蔵　 〇希 元　
田中　陽二　 　共　新　
　自民支持層の７割を固めた原田がやや
リード。返り咲きを狙う楠田が希望支持
層の７割を押さえ、懸命に追う。
　６区（無）
〈久留米市、大川市、小郡市など〉

西原　忠弘　 　諸　新　
小林　解子　 　共　新　
鳩山　二郎　 〇自 前
新井富美子　 　無 新　
　鳩山が自民支持層の９割弱を固め、他
の候補を圧倒。無党派層も３割押さえ、
安定の戦い。新井は浸透に躍起。

江口　　学　 　共　新　
原　　圭助　 〇希 新　
藤丸　　敏　 〇自 前
　藤丸が農業従事者らの組織票を固め手
堅い選挙。自民支持層の７割を押さえ、
主婦層にも浸透。原は希望支持層の７割
を固め、支持層の拡大に躍起。
　８区（自）
〈飯塚市、直方市、中間市など〉
麻生　太郎　 　自 前　
宮嶋つや子　 　共　新　
　麻生が独走。自民支持層の８割を固め、
希望支持層の６割も取り込む盤石の戦
い。宮嶋は党勢拡大を図る。
　９区（自）
〈北九州市若松、八幡東区など〉
真島　省三　 〇共　前　
緒方林太郎　 〇希 前　
三原　朝彦　 〇自 前
　三原が自民支持層の８割弱を固めて一
歩リード。緒方は希望支持層の９割弱を
固め、無党派層への浸透に躍起。
　 区（自）
〈北九州市門司、小倉北区など〉
田村　貴昭　 〇共　前　
山本　幸三　 〇自 前
城井　　崇　 〇希 元　
　山本が実績、知名度で先行。自民支持
層の７割を固め、高齢者層に浸透。希望
支持層の８割弱を固めた城井は労組の組
織票固めで追い上げる。
　 区（自）
〈行橋市、田川市、豊前市など〉
村上　智信　 〇希　新　
武田　良太　 〇自 前
竹内　信昭　 〇社　新　

　無所属で出馬した原口が希望や立憲民
主の支持層だけでなく、自民支持層の３
割弱にも浸透してリード。前回比例復活
の自民の岩田は自民支持層の６割程度し
か固め切れていない。
　２区（自）
〈唐津市、鹿島市、小城市など〉
大森　　斉　 　共　新　
大串　博志　 〇希 前　
古川　　康　 〇自 前

西野　太亮　 　無　新　
木下　順子　 　諸　新　
野田　　毅　 　自 前
和田　　要　 〇社　新　
　ベテランの野田が安定した戦い。自民
支持層の７割弱、希望支持層の３割弱を
固めた。無所属の西野は保守政治の若返
りの必要性を訴えて支持拡大を狙う。

　４区（―）
〈八代市、天草市、宇城市など〉

　３区（―）
〈山鹿市、菊池市、阿蘇市など〉
関根　静香　 　共　新　

平井と小川、横一線
玉木が有利な戦い

山本、無党派にも浸透

広田と山本、競り合い

後藤田先行、仁木が追う

比例　定数６

　広田と山本が激しく競り合う。無所属
の広田が政権批判票を取り込み、無党派
層に支持を広げる。山本は前農相の実績
をアピール。自民の８割の支持を固め、
保守層の支持拡大を図る。

　３区（自）
〈丸亀市の旧市部など〉
藤田　伸二　 〇社　新　
大野敬太郎　 〇自　前

　４区（自）
〈宇和島市、八幡浜市など〉

　２区（自）
〈高知市南部、土佐市など〉

【希望】①仁木博文 ※元①小川淳也 ※
前①玉木雄一郎 ※前①富永喜代 ※新
①横山博幸 ※前①白石洋一 ※元①桜
内文城 ※元①大石宗 ※新⑨藤岡佳代
子 新⑩鎌江一平 新

　１区（自）
〈高知市北部、室戸市など〉

　大野が優位な戦い。自民支持層の９割
を固め、公明支持層も押さえている。藤
田は野党統一候補として追い上げる。

　２区（民）
〈坂出市、さぬき市など〉
瀬戸　隆一　 〇自 前
玉木雄一郎　 〇希 前　
河村　　整　 　共　新　

　１区（自）
〈徳島市、阿南市、小松島市など〉

　２区（自）
〈鳴門市、板野郡など〉

山本千代子　 　共　新　
後藤田正純　 〇自 前
仁木　博文　 〇希 元　

久保　孝之　 　共　新　
山口　俊一　 〇自 前
福山　正敏　 　諸　新　
　山口が安定した戦い。経済政策の実績
をアピールし、自民支持層の９割を固め
た。久保は政権批判で党勢拡大を図る。

　知名度が高い後藤田が先行する。自民
支持層の８割、公明支持層の大半も固め

た。仁木は政権批判票を取り込み、追い
上げに懸命。

　１区（自）
〈高松市の旧市部、小豆郡など〉
小川　淳也　 〇希 前　
平井　卓也　 〇自 前
　平井と小川が横一線。平井が自民支持
層の７割を固め、公明支持層に浸透して
いる。希望から出馬した小川は希望支持
層の８割強を固め、無党派層への支持拡
大を急ぐ。

　玉木が知名度を武器に有利な戦い。希
望支持層の９割を固め、保守層の切り崩
しを進める。瀬戸は自民支持層の６割し
か固めきれておらず、陣営の引き締めに
躍起。

【幸福】①中西利恵 新②桃田妙子 新
【社民】①藤田伸二 ※新
【維新】①西岡新 ※元
【立民】①武内則男 新
【共産】①白川容子 新②島崎保臣 新
【公明】①石田祝稔 前②高村宗男 新

広田　　一　 　無 新　
山本　有二　 〇自 前

自民・希望、２議席ずつ
　自民は前回から１議席減らして２議席
となる可能性が高い。希望は２議席を固
め、自民に並ぶ。残り２議席を公明と立
憲民主が分け合う見通し。

大石　　宗　 〇希 新　
松本　顕治　 　共　新　
中谷　　元　 〇自　前

【自民】①福井照 前②福山守 前③後
藤田正純 ※前③山口俊一 ※前③平井
卓也 ※前③瀬戸隆一 ※前③大野敬太
郎 ※前③塩崎恭久 ※前③村上誠一郎
※前③白石寛樹 ※新③山本公一 ※

　元防衛相の中谷が高い知名度を生かし
て安定した戦い。自民支持層の９割、公
明支持層の７割を固めた。大石は政権

批判票の受け皿を狙い、希望支持層の７
割をまとめる。松本が懸命に追い上げ
る。

　１区（自）
〈松山市の一部〉
塩崎　恭久　 〇自　前
石本　憲一　 　共　新　
富永　喜代　 〇希 新　

前③中谷元 ※前③山本有二 ※前⑭二
川弘康 新⑮林潤 元

　塩崎が知名度を武器に有利な戦いを展
開する。自民支持層の９割弱を固めた。
希望の富永は政権批判の受け皿を狙う
が、無党派層の取り込みが課題に。
　２区（自）
〈今治市、東温市など〉
西岡　　新　 〇維　元　
村上誠一郎　 〇自　前
一色　一正　 　共　新　
横山　博幸　 〇希　前　
　村上が安定した戦い。自民支持層の７
割を取り込み、無党派層にも浸透を図る。
西岡と横山は巻き返しをかける。

山本　公一　 〇自　前
桜内　文城　 〇希　元　

　３区（自）
〈新居浜市、西条市、四国中央市〉
白石　寛樹　 〇自　新
国田　　睦　 　共　新　
森田　浩二　 　諸　新　
白石　洋一　 〇希 元　

西井　直人　 　共　新　

　希望元職の白石が政権批判票を取り込
んでやや優勢。希望支持層の９割固め、
自民や公明の支持層にも食い込む。自民
新人の白石は自民支持層の７割弱を固

め、懸命に追う。
　山本が前環境相の実績を掲げ、優位な
戦いを展開。保守層を固め、無党派層に
も浸透を図る。桜内は希望支持層の８割
を固め、自民批判票の上積みを狙う。

比例　定数

武井を外山が追う

原口、幅広く浸透

木原がやや優勢

坂本　哲志　 　自 前

　４区（―）
〈霧島市、鹿屋市、志布志市など〉

矢上　雅義　 〇立 元　
金子　恭之　 　自　前
　区割り変更で選挙区が広がったが、金
子が自民支持層の７割を固めて優位に。
農水産票の大半を取り込む。矢上は左派
票を固めて追い上げに懸命。

吉良　州司　 〇希 前　

小手川　恵　 　共　新　
穴見　陽一　 〇自 前

保岡・川内、激しい争い

衛藤が吉川をリード

西岡と冨岡が激戦

鳩山、他を圧倒
原田を楠田が追う

　穴見と吉良が競る。前回比例復活だっ
た穴見は自民支持層の８割弱をまとめ
た。他党支持層への浸透を急ぐ。吉良は
希望支持層の８割弱を固めた。政権批判
を訴え無党派層の取り込みを狙う。

吉川　　元　 〇社　前
上田　敦子　 　諸　新　
衛藤征士郎　 　自 前

岩屋　　毅　 〇自 前
横光　克彦　 〇立　元　

　政府が米軍普天間基地の移設先とする
名護市を抱える。大きく先行する玉城は
辺野古の護岸工事開始を批判し幅広い支
持層に浸透する。比嘉は経済対策を強調
し保守層の掘り起こしを狙う。

　２区（社）
〈宜野湾市、浦添市、中頭郡〉

外山　　斎　 〇希　新　
内田　静雄　 　共　新　
武井　俊輔　 〇自 前
　武井が自民支持層の９割を固め、安定
した戦い。希望公認の民進系元職の立候
補断念により公認を得た外山が追う。外
山は希望の支持層固めが課題。

川内　博史　 〇立 元　
宮崎　一博　 　無　新　
山之内　毅　 〇維　元　
保岡　宏武　 　自　新
　保岡と川内が激しく争う。父の政界引
退で急きょ出馬が決まった保岡は自民支
持層固めを急ぐ。立憲民主の川内は同党
支持層を９割弱をまとめ、社民、共産な
ど左派層に支持を広げる。
　２区（―）
〈鹿児島市南部、指宿市、奄美市など〉
林　　健二　 　無　新　
祝迫　光治　 　共　新　
斉藤　佳代　 〇希 新　
金子万寿夫　 〇自 前
　県議会議長も務めた金子が優勢。自民
支持層の７割弱を固めた。大票田の鹿児
島市南部も含め浸透図る。自民を離党し
た林は金子批判票の取り込みに注力。
　３区（―）
〈薩摩川内市、出水市、日置市など〉

　８期目を狙う岩屋が自民支持層の９割
弱を固めて先行。他党支持層にも食い込
む。立憲民主支持層をほぼまとめた横光
は、共産など左派支持層から支持を集め、
追い上げに懸命。

照屋　寛徳　 〇社　前　
宮崎　政久　 〇自 前
　過去５回、連続勝利した照屋が手堅い
戦い。社民支持層をほぼ固めた。辺野古
への新基地建設反対を主張し労組に支持

富川　泰全　 　諸　新　
仲里　利信　 　無　前　
西銘恒三郎　 〇自 前

　４区（無）
〈糸満市、石垣市、宮古島市など〉

を広げる。宮崎は景気対策を訴えて企業
関係者を回り巻き返しを狙う。

　２区（自）
〈延岡市、日向市、西都市など〉

　６選をめざす武田が自民支持層の８割
近くを固め安定した戦い。元経済産業省
職員の村上は追い上げに懸命。共産と候
補を一本化した竹内も浸透に躍起。

河野　一郎　 　諸　新　
黒木　万治　 　共　新　
江藤　　拓　 〇自　前
　江藤が自民支持層の９割弱を固め、優
位に立つ。農業従事者や商工業者から高
い支持を受ける。黒木は共産支持層のほ
か、反自民票や浮動票の取り込みを狙う
が厳しい。
　３区（自）
〈都城市、日南市、小林市など〉

野間　　健　 〇希　前　
小里　泰弘　 〇自　前
山口　勇太　 　共　新　
　小里がリード。大票田の薩摩川内市に
居を構え組織戦を展開。自民支持層の８
割弱を固める。希望の結党メンバーの野
間は同党支持層や無党派層など幅広い層
への浸透を狙うが出遅れる。

井福　美年　 　共　新　
古川　禎久　 〇自 前
花輪　智史　 〇希　新　
　古川が知名度と組織力を武器に幅広い

森山　　裕　 〇自 前
野呂　正和　 〇社　新　
　農相などを務めた森山が強固な組織力
を生かし手堅い戦い。自民支持層の９割
弱を固めたほか、無党派層にも浸透を図
る。野呂は反自民・リベラル層の取り込
みに力を入れ、追い上げに懸命。

　坂本が優位な戦いで６選をめざす。自
民支持層の９割を固め、希望支持層、公
明支持層も取り込んでいる。関根は野党
の統一候補として政権批判票の掘り起こ
しを進める。

自民は１議席減か
　自民が前回より１議席減らし、７議席
にとどまる見通し。公明も１議席減の３
議席になる可能性が高い。希望は５議席、
立憲民主は３議席を固めた。共産は手堅
く２議席を確保する見込み。前回１議席
の社民は議席獲得が厳しい。

　大串と古川が競り合う。大串は希望支
持層の９割近くを固め、農水産票を取り
込む。古川は自民支持層の８割を固め、
前知事の知名度も生かして支持拡大を急
ぐ。大森は独自性をアピール。

　赤嶺と国場が競る。赤嶺は共産支持層
の９割強を固め、立憲民主、社民支持層
にも浸透する。国場は経済振興を訴え自
民支持層の７割強をまとめた。維新の下
地は希望との連携に期待する。

年齢層の支持を受けリード。自民支持層
の９割強をまとめた。落下傘候補の花輪
は希望の支持層固めを急ぐ。消費増税凍
結を訴え自民批判票の取り込みを狙う。

３３ 　 【第三種郵便物認可】 日本経済新聞 ２０１７年　（平成２９年）　１０月１３日　（金曜日）
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