
　井上が一歩先行。自民支持層の９割近
く、公明支持層の７割を固めた。野党統

　海江田と山田が激しく競り合う。海江
田は立民支持層の９割を固め無党派層に
も支持を広げる。山田は自民支持層の７
割をまとめた。無党派層の支持拡大急ぐ。

　１区（立）
〈千代田区、港区と新宿区の各一部〉

小倉　将信　 〇自 前
伊藤　俊輔　 〇立　前

　辻と松尾が激しく争う。辻は自民支持
層の７割超をまとめた。松尾は共産支持
層にも浸透し上積みを狙う。

　 区（希）
〈立川市、日野市、国立市など〉

　元首相の菅が立民・共産支持層に加え
無党派層にも浸透し一歩先行。東京 区
からくら替えした長島は自民支持層の８
割弱を固め猛追する。
　 区（自）
〈西東京市、国分寺市、小平市〉
末松　義規　 〇立　前　
松本　洋平　 〇自 前
山崎　英昭　 〇維　新　

　自民が６議席を固め、７議席を視野に
いれる。立民は４議席、公明は２議席を
それぞれ固めさらに伸ばす可能性があ
る。共産は２議席以上を確保した。前回
議席を得られなかった維新は１議席を得
そうだ。

長島　昭久　 〇自 前
子安　正美　 　無　新　
菅　　直人　 〇立　前　

　大西が幅広い年齢層の支持を得て優位
に立つ。水野は立民支持層の８割を固め
た。無党派を取り込み猛追する。太田は
追い上げに懸命。
　 区（自）
〈葛飾区、江戸川区北部〉
猪口　幸子　 〇維　新　
新井　杉生　 　共　新　
平沢　勝栄　 　自 前　
円　より子　 〇国　新　

　 区（自）
〈江戸川区南部〉

　鴨下一郎の後継の土田が堅固な支持基
盤をいかし安定した戦い。自民支持層の
８割弱を固めた。北條は立民支持層に加
え無党派層の浸透をめざす。

　 区（自）
〈足立区の一部〉

海江田万里　 〇立　前　
小野　泰輔　 〇維　新　
山田　美樹　 〇自 前
内藤　久遠　 　無　新　

土田　　慎　 〇自　新
沢田　真吾　 　共　新　
渡辺　秀高　 　無　新　
北條　智彦　 〇立　新　
橋本　孫美　 　無　新　

　公明、共産、維新の３候補による争い。
岡本と池内が激しく競る。岡本は４割の
自民支持層を固め、さらなる浸透を狙う。
池内は立民支持層の５割を押さえた。

　 区（自）
〈墨田区、荒川区、台東区の一部〉

　 区（自）
〈板橋区の一部〉

　自民の鈴木と立民の鈴木が激戦。自民
の鈴木は自民支持層の７割、公明支持層
の８割を固めた。立民の鈴木は立民支持
層の９割を固め、無党派にも浸透する。

大塚紀久雄　 　無　新　
松島みどり　 〇自 前
竹本　秀之　 　無　新　
西村　恵美　 〇維　新　
木村　剛司　 〇立　元　
梁本　和則　 　無　新　

　 区（自）
〈豊島区の一部、練馬区の一部など〉

　山岸と安藤が激しく競り合う。山岸は
会社員や主婦に浸透し、立民支持層の８
割をまとめた。安藤は自民支持層の７割
を固めたが、無党派層への浸透に課題。

　官房副長官に就いた木原が知名度を生
かし先行する。与党支持層の８割を固め

　平沢が知名度と組織力で先行。与党支
持層の７割超に加え、無党派層の２割を
確保した。野党候補は共産、維新、国民
で票が分散し、劣勢。

山岸　一生　 〇立　新　
安藤　高夫　 〇自 前
小林　興起　 　諸　元　
南　　　純　 〇維　新　

　末松と松本が拮抗する。末松は立民支
持層の９割、候補擁立を見送った共産支
持層の８割を固めた。松本は自民支持層
の８割をまとめ現役世代に支持を広げ
る。

　下村が高い知名度で優勢。自民支持層
の７割を固めた。阿久津と西之原は野党
票を分け合い、下村を追い上げる展開。 前田順一郎　 〇維　新　

宮本　　徹　 〇共　前　
木原　誠二　 〇自 前

　松島と木村の２人が抜け出て、激しく
競り合う。松島は自営業や主婦層に幅広
く浸透する。木村は立民支持層の８割超
に加え、共産支持層の５割を固めた。

　自民の推薦を受けた柿沢と井戸が競
る。柿沢は与党支持層の４割、野党支持
層の２割を固めた。井戸は立民支持層の
７割をまとめ共産支持層にも浸透する。

　 区（自）
〈江東区〉

　９区（自）
〈練馬区西部〉

　 区（立）
〈府中市、武蔵野市、小金井市〉

竹田　光明　 〇維　元　
大河原雅子　 〇立　前　
小田原　潔　 〇自 前
　大河原と小田原が激しく争う。大河原
は立民支持層の８割超、共産支持層の９
割をまとめ無党派層にも浸透する。小田
原は与党支持層の８割を固め猛追する。

　 区（自）
〈東村山市、東大和市、清瀬市など〉

　 区（自）
〈三鷹市、調布市、狛江市など〉

た。宮本は野党共闘を展開し、立民支持
層の６割弱に浸透した。

桜井　　誠　 　諸　新　
井戸　正枝　 〇立　元　
柿沢　未途　 　無　前
猪野　　隆　 　無　新　
今村　洋史　 　無　元
金沢　結衣　 〇維　新　
吉田　浩司　 　無　新　

鈴木　庸介　 〇立　新
鈴木　隼人　 〇自 前
小山　　徹　 　無　新　
藤川　隆史　 〇維　新　
沢口　祐司　 　諸　新　

伊藤　達也　 〇自　前
長谷川洋平　 　Ｎ　新　
櫛渕　万里　 〇れ　元　
山花　郁夫　 〇立　前　

下村　博文　 〇自 前
桑島　康文　 　無　新　
西之原修斗　 　共　新　
阿久津幸彦　 〇立　前　

水野　素子　 〇立　新　

　 区（自）
〈町田市、多摩市の一部〉

　吉田が高い知名度の石原と激戦。吉田
は立民支持層の８割超をまとめ、無党派
層にも浸透する。石原は自民支持層の７
割を固め、公明支持層の拡大を急ぐ。　３区（自）

〈品川区の一部、大田区西部、島部〉

　伊藤と山花が激突。伊藤は自民支持層
の８割を固めた。山花は立憲支持層をほ
ぼまとめ、共産支持層の６割に浸透した。

越智　隆雄　 〇自 前
碓井　梨恵　 〇維　新　
落合　貴之　 〇立　前

　伊藤と小倉が競る。伊藤は立民支持層
の８割、共産支持層の７割を固めた。小
倉は自民支持層の８割に浸透する。５割
にとどまる公明支持層の上積みを狙う。
　 区（自）
〈八王子市の一部〉

石原　伸晃　 〇自 前　
吉田　晴美　 〇立　新
笠谷　圭司　 〇維　新　

佐藤　由美　 〇国　新　
吉川　穂香　 　共　新　
朝倉　玲子　 〇社　新　
萩生田光一　 〇自 前

　６区（立）
〈世田谷区北部〉

　経済産業相の萩生田が高い知名度と組
織力で先行する。全ての年代で他候補を
リードする。吉川は３割にとどまる立民
支持層の上積みが課題。

　 区（公）
〈北区、足立区の一部など〉

　 区（自）
〈青梅市、福生市、羽村市など〉
島田　幸成　 〇立　新　
井上　信治　 〇自 前

岡本　三成　 　公　前
阿部　　司　 〇維　新　

　８区（自）
〈杉並区の一部〉

手塚　仁雄　 〇立　前
若宮　健嗣　 〇自 前
田淵　正文　 〇維　新　

一候補の島田は立民支持層の８割をまと
めた。３割超の無党派層にも食い込む。

　強固な地盤を持つ長妻が優勢。立民、
共産支持層に加え無党派層に支持を広げ
た。松本は自民、公明の支持層固めを急
ぎ猛追する。辻は無党派層の浸透が課題。

　５区（自）
〈世田谷区南部、目黒区の一部〉

香西　克介　 　共　新　
松原　　仁　 〇立　前　
石原　宏高　 〇自 前

木内　孝胤　 〇維　元　
松尾　明弘　 〇立　前　
辻　　清人　 〇自 前
北村　　造　 〇れ　新　
出口紳一郎　 　無　新　

　２区（自）
〈中央区、文京区、台東区の一部など〉

　松原と石原が横一線の展開。松原は８
割の立民支持層に加え、３割の無党派層
に食い込む。石原は自民、公明支持層の
７割を固め、組織戦で支持の拡大狙う。

　平が自民支持層の８割、公明支持層の
６割の支持を集め安定した戦い。谷川は
共産支持層の９割を固めたが、立民支持
層をまとめきれていない。

　４区（自）
〈大田区東部〉
林　　智興　 〇維　新　
平　　将明　 〇自 前
谷川　智行　 〇共　新　

　７区（立）
〈渋谷区、中野区の一部など〉
辻　健太郎　 〇維　新　
松本　文明　 〇自 前
長妻　　昭　 〇立　前　
猪野　恵司　 　Ｎ　新　
込山　　洋　 　無　新　

　落合と越智が激しく競り合う。落合は
立民支持層の８割超を固め、共産支持層
にも浸透する。越智は自民支持層の７割

をまとめ、公明支持層の上積みをめざす。

池内　沙織　 〇共　元 中津川博郷　 〇維　元　
太田　彩花　 　共　新　
大西　英男　 　自 前
田中　　健　 〇Ｎ　新　

　若宮と手塚が横一線で争う。若宮は自
民支持層の７割、公明支持層の６割をま
とめた。手塚は立民支持層の８割を押さ
え、無党派層にも広がりをみせる。

吉田と石原伸が激戦
海江田と山田　競り合う

自民「７」うかがう

【自　民】①高木啓 前②山田美樹 ※
前②辻清人 ※前②石原宏高 ※前②平
将明 ※前②若宮健嗣 ※前②越智隆雄
※前②松本文明 ※前②石原伸晃 ※
前②安藤高夫 ※前②鈴木隼人 ※前②
下村博文 ※前②土田慎 ※新②松島み
どり ※前②長島昭久 ※前②松本洋平
※前②木原誠二 ※前②小田原潔 ※
前②伊藤達也 ※前②小倉将信 ※前②
萩生田光一 ※前②井上信治 ※前 伊
藤智加 新 松野未佳 新 小松裕 前
西田譲 元 和泉武彦 新 崎山知尚
新
【立　民】①海江田万里 ※前①松尾明
弘 ※前①松原仁 ※前①手塚仁雄 ※
前①落合貴之 ※前①長妻昭 ※前①吉
田晴美 ※新①山岸一生 ※新①鈴木庸
介 ※新①阿久津幸彦 ※前①北條智彦
※新①木村剛司 ※元①井戸正枝 ※
元①水野素子 ※新①菅直人 ※前①末
松義規 ※前①大河原雅子 ※前①山花
郁夫 ※前①伊藤俊輔 ※前①島田幸成
※新 高松智之 新 川島智太郎 元
北出美翔 新

【公　明】①高木陽介 前②河西宏一 新
③藤井伸城 新④大沼伸貴 新
【共　産】①笠井亮 前②宮本徹 ※前
③池内沙織 ※元④谷川智行 ※新⑤坂
井和歌子 新⑥細野真理 新⑦小堤東
新
【維　新】①小野泰輔 ※新①木内孝胤
※元①林智興 ※新①田淵正文 ※新
①碓井梨恵 ※新①辻健太郎 ※新①笠
谷圭司 ※新①南純 ※新①藤川隆史
※新①阿部司 ※新①西村恵美 ※新
①金沢結衣 ※新①中津川博郷 ※元①
猪口幸子 ※新①山崎英昭 ※新①前田
順一郎 ※新①竹田光明 ※元
【国　民】①佐藤由美 ※新①円より子
※新③竹内淳太郎 新
【れいわ】①山本太郎 新②北村造 ※
新②櫛渕万里 ※元④渡辺照子 新
【社　民】①朝倉玲子 ※新
【Ｎ　党】①田中健 ※新
【新党やまと】①石崎英幸 新②鈴木一
郎 新③吹田英駿 新④小林明子 新
【コロナ対策強化新党】①清水三雄 新
②ゆっこママ 新③橋本浩二 新④森岡
匠 新
【日本第一党】①中村和弘 新②岡村幹
雄 新③堀切笹美 新④先崎玲 新

　立民、自民の一騎打ち。大島が序盤戦
を優勢に進める。立民支持層の９割を固
め、無党派層の４割にも食い込んだ。中
根は与党支持層の基盤固めを急ぐ。

　武正と村井が横一線。武正は立民支持
層の８割超、共産支持層の７割を固め、
無党派層の２割超に浸透した。村井は与
党支持層の８割をまとめ、若年層を中心
に支持を広げる。吉村は巻き返しに懸命。

新藤　義孝　 〇自 前
高橋　英明　 〇維　新　
奥田　智子　 　共　新　

　土屋と三角が激しく競り合う。土屋は
与党支持層の７割超を固め女性の４割を
押さえた。三角は立民支持層の８割超な
ど野党支持層をまとめつつある。

　新藤が序盤戦で優位に立った。自民支
持層の８割を固め、無党派層の２割弱に
も浸透した。奥田は共産支持層の９割を
押さえたが立民支持層に広がりを欠く。

　自民党総務会長を経験した佐藤が支持
を集め、藤岡も激しく追い上げる。佐藤
は自民支持層の８割を固めた。藤岡は野
党支持層の８割を押さえ、無党派層の浸
透で票上積みをめざす。

　３区（自）
〈草加市、越谷市の一部〉

　無所属の福島と自民・田所の一騎打ち。
福島は幅広い支持層に訴え、野党支持層
の７割を固めた。内閣支持層の２割に食
い込んだ。田所は自民支持層の７割を押
さえ、組織力で猛追する。

吉村　豪介　 〇維　新　
中島　徳二　 　無　新　
武正　公一　 〇立　元　
佐藤　真実　 　無　新　
村井　英樹　 〇自 前

枝野　幸男　 〇立　前　
牧原　秀樹　 〇自　前

　２区（自）
〈川口市の一部〉

　１区（自）
〈さいたま市浦和、岩槻区など〉

　自民党総務会長に就いた福田が高い知
名度で安定した戦いを進める。与党支持
層の９割に加え、野党支持層にも食い込
む。角倉は野党支持層の７割を固めたが、
無党派層の浸透に課題を抱える。

葉梨　康弘　 〇自 前
梶岡　博樹　 〇立　新　
岸野　智康　 〇維　新　

額賀福志郎　 　自 前
藤田　幸久　 〇立　元　

　５区（自）
〈足利市、栃木市の旧市部、佐野市〉

　梶山が幅広い支持を得て他の候補を圧
倒する。与党支持層の９割を固め、野党
支持層も３割弱を押さえた。大内と武藤
は政権批判票の取り込みを目指すが、野
党支持層が割れ、陣営引き締めに躍起。

中曽根康隆　 〇自 前
斎藤　敦子　 　無　新　
宮崎　岳志　 〇維　元　
店橋世津子　 　共　新　

　簗が後援会組織を強みに、手堅い戦い
を進めている。与党支持層の９割ほどを
固めた。伊賀は野党支持層の７割弱を押
さえ、巻き返しをはかる。

　３区（自）
〈太田市の旧市部、館林市など〉

　３区（自）
〈那須塩原市、矢板市など〉

　１区（自）
〈水戸市の旧市部、筑西市など〉

　小渕が高い知名度や組織力を生かし
て、大きくリード。専業主婦やサラリー
マン層の６割超を押さえ、与党支持層の
９割ほどを固めた。伊藤は政権批判票の
取り込みを急ぐ。

　福田が支持基盤をいかし、優位に立つ。
政権批判票をとりまとめ野党支持層の９
割弱を固めた。五十嵐はさらなる浸透に
腐心している。

岡村　恵子　 　共　新　
茂木　敏充　 〇自 前

　２区（無）
〈鹿沼市、日光市、さくら市など〉

　５区（自）
〈日立市、北茨城市、高萩市など〉

黄川田仁志　 〇自　前
山川百合子　 〇立　前　
河合　悠祐　 　Ｎ　新　

福島　伸享　 　無　元　
田所　嘉徳　 〇自 前

　３区（自）
〈龍ケ崎市、取手市、牛久市など〉

飯田美弥子　 　共　新　
石川　昭政　 〇自　前　
浅野　　哲　 〇国　前　
田村　　弘　 　無　新　

　４区（自）
〈高崎市の旧市部、藤岡市、多野郡〉

　４区（自）
〈ひたちなか市、常陸太田市など〉

　額賀が高い知名度と組織力で先行して
いる。農林水産業の５割超の従事者から
支持を得て、自民支持層の８割弱を固め
た。藤田は野党支持層の７割を押さえた。
無党派層の取り込みを急ぐ。

　笹川と長谷川が互角の戦い。笹川は知
名度と組織力をいかし、与党支持層の８
割をまとめた。長谷川は立民支持層をほ
ぼ固め、他の野党支持層にも浸透する。

　知名度で勝る外相の茂木が幅広い支持
を得て先行している。与党支持層の９割
に加え、野党支持層でも３割を集めた。
岡村は共産支持層の８割を固めるなど、
政権批判の受け皿を狙う。

　５区（自）
〈渋川市の旧市部、富岡市など〉

伊賀　　央　 〇立　新　
簗　　和生　 〇自 前

角倉　邦良　 〇立　新　
福田　達夫　 〇自 前

　葉梨が後援会組織を固め、手堅い戦い
を進める。与党支持層の８割を集めた。
梶岡は野党支持層の６割超を固め、陣営
引き締めを急ぐ。岸野は独自性を訴えて
いる。

梶山　弘志　 〇自　前
武藤　優子　 〇維　新　
大内久美子　 〇共　新　

　中曽根が高い知名度と組織力をいかし
独走。会社員や専業主婦の約半数の支持
を集め、自民支持層の９割近くをまとめ
た。宮崎、店橋は支持固めを急ぐ。斎藤
は独自の戦い。

　黄川田と山川が競る。黄川田はサラリ
ーマン層などに浸透し、自民支持層の８
割、公明支持層の７割を固めた。山川は
立民支持層の９割、共産支持層の７割超
をまとめ猛追する。

永岡　桂子　 〇自 前
水梨　伸晃　 〇維　新　
中村喜四郎　 〇立　前　

堀越　啓仁　 〇立　前　
石関　貴史　 　無　元　
井野　俊郎　 〇自 前
　強固な地盤を持つ井野が戦いを優位に
進める。自民支持層の９割、公明支持層
の７割を固めた。堀越は野党支持層をま
とめきれておらず、追い上げをはかる。
石関は支持の広がりを欠く。

大島　　敦　 〇立　前　
中根　一幸　 〇自 前

柴山　昌彦　 〇自 前
小野塚勝俊　 　無　元　

　国光と青山が競る。国光はサラリーマ
ン層の半数程度から支持を集め、自民支
持層の８割を固めた。青山は野党支持層
の７割をまとめ、無党派層に食い込む。

　中野と小宮山が激しく競る。中野はサ
ラリーマン層などの支持を得て、自民支
持層の７割を固めた。小宮山は立民支持
層の８割超をまとめ猛追する。

　５区（立）
〈さいたま市中央、大宮区など〉

神田　三春　 　共　新　
大塚　　拓　 〇自 前
杉村　慎治　 〇立　新　

　１区（自）
〈宇都宮市の旧市部、河内郡など〉

　 区（自）
〈東松山市、坂戸市、鶴ケ島市など〉

　４区（自）
〈朝霞市、新座市、和光市、志木市〉

佐藤　　勉　 〇自 前
藤岡　隆雄　 〇立　新　

　穂坂が幅広い支持を得て抜け出た。自
民支持層の８割、公明支持層の７割弱を
固めた。工藤が共産支持層の８割超をま
とめて追う。浅野は立民支持層を工藤と
分け合い、伸び悩む。

五十嵐　清　 〇自　新
福田　昭夫　 〇立　前　

　１区（自）
〈前橋市、沼田市、利根郡など〉

　枝野が立民代表の知名度をいかしてリ
ード。立民支持層の９割超に加え共産、
国民など他の野党支持層も手堅くまとめ
た。牧原は与党支持層と内閣支持層の７
割超を押さえ激しく追う。

説田　健二　 　Ｎ　新　
笹川　博義　 〇自 前
長谷川嘉一　 〇立　前　

　６区（希）
〈上尾市、桶川市、北本市など〉

　７区（自）
〈川越市、富士見市など〉
小宮山泰子　 〇立　前　
伊勢田享子　 〇維　新　
中野　英幸　 〇自　新

　８区（自）
〈所沢市、三芳町など〉

　９区（自）
〈飯能市、狭山市、入間市など〉

　大塚と杉村が競り合う。大塚が自民支
持層の８割、公明支持層の６割を固めた。
杉村は立民支持層の８割をまとめたが、
他の野党への浸透が課題。神田は比例票
を掘り起こす。

　柴山と小野塚が激突。柴山は自民支持
層の８割ほどを固め、公明支持層の７割
弱に浸透した。無所属の小野塚は立民支
持層の７割をまとめた。無党派層の３割
にも食い込み激しく追う。

青木　　弘　 　共　新　
柏倉　祐司　 〇維　元　
船田　　元　 〇自 前
渡辺　典喜　 〇立　新　

坂本祐之輔　 〇立　元　
山口　　晋　 〇自　新

伊藤　達也　 　共　新　
小渕　優子　 〇自 前

　７区（無）
〈古河市、結城市、常総市など〉

　２区（自）
〈桐生市の旧市部、伊勢崎市など〉

　４区（自）
〈小山市、真岡市、芳賀郡など〉

　強固な地盤を持つ船田が頭ひとつ抜け
出た。自民、公明支持層のそれぞれ８割

　田中と高木が競る。田中は自民支持層
の７割超と公明支持層の８割弱を固め、
女性の４割近い支持を得た。高木は内閣
不支持層の６割超を押さえた。

小泉　龍司　 〇自 前
島田　　誠　 〇立　新　
小山　森也　 　共　新　

　森田がやや優位。立民支持層の９割弱
と共産支持層の８割超を固め、内閣支持
層や自民支持層の２割弱も取り込んだ。
野中は与党支持層をまとめきれていな
い。組織力をテコに挽回をはかる。

を固めた。渡辺は立民支持層の８割から
支持を得たが、野党票が割れ伸びを欠く。

森田　俊和　 〇立　前　
野中　　厚　 〇自 前

赤岸　雅治　 　共　新　
土屋　品子　 〇自　前
三角　創太　 〇立　新　

　 区（無）
〈秩父市、本庄市、深谷市など〉

　後援会組織を固める小泉が優勢。自民
支持層の８割超や公明支持層の７割を固
めた。 歳以上の半数の支持を集める。
島田は立民支持層以外の浸透に課題を残
す。小山は支持拡大に懸命。

　 区（自）
〈三郷市、八潮市、幸手市など〉
三ツ林裕巳　 〇自 前
鈴木　義弘　 〇国　元　
田村　　勉　 　共　新　

中村喜・永岡が横一線

佐藤勉・藤岡が接戦

枝野、知名度でリード

中曽根、組織力で独走

自民「７」から上積み

【自　民】①尾身朝子 前②田所嘉徳 ※
前②葉梨康弘 ※前②梶山弘志 ※前②
石川昭政 ※前②国光文乃 ※前②永岡
桂子 ※前②船田元 ※前②五十嵐清
※新②簗和生 ※前②佐藤勉 ※前②
茂木敏充 ※前②中曽根康隆 ※前②井
野俊郎 ※前②笹川博義 ※前②福田達
夫 ※前②小渕優子 ※前②村井英樹
※前②新藤義孝 ※前②黄川田仁志
※前②穂坂泰 ※前②牧原秀樹 ※前
②中根一幸 ※前②柴山昌彦 ※前②大
塚拓 ※前②山口晋 ※新②小泉龍司
※前②野中厚 ※前②土屋品子 ※前
②三ツ林裕巳 ※前②田中良生 ※前
河村建一 新 神山佐市 前 西川鎮央
新 上野宏史 前 中野英幸 ※新
佐藤明男 前 鈴木聖二 新 小川雅幸
新
【立　民】①藤田幸久 ※元①梶岡博樹
※新①青山大人 ※前①中村喜四郎
※前①渡辺典喜 ※新①福田昭夫 ※
前①伊賀央 ※新①藤岡隆雄 ※新①堀
越啓仁 ※前①長谷川嘉一 ※前①角倉
邦良 ※新①武正公一 ※元①山川百合
子 ※前①枝野幸男 ※前①大島敦 ※
前①小宮山泰子 ※前①杉村慎治 ※新
①坂本祐之輔 ※元①島田誠 ※新①森
田俊和 ※前①三角創太 ※新①高木錬
太郎 ※前 石塚貞通 新 船山幸雄
新 高杉徹 新

【公　明】①石井啓一 前②輿水恵一 元
③福重隆浩 新④村上知己 新
【共　産】①塩川鉄也 前②梅村早江子
元③大内久美子 ※新
【維　新】①岸野智康 ※新①武藤優子
※新①水梨伸晃 ※新①柏倉祐司 ※
元①宮崎岳志 ※元①吉村豪介 ※新①
高橋英明 ※新①伊勢田享子 ※新①沢
田良 ※新
【国　民】①浅野克彦 ※新①浅野哲 ※
前①鈴木義弘 ※元
【れいわ】①田島剛 新
【社　民】①池田万佐代 新
【Ｎ　党】①黒川敦彦 新

　自民は前回の７議席から伸ばす見通
し。立民は７議席が視野に入る。公明は
最低でも２議席を得る見込み。維新、共
産も議席を確保しそうだ。

　 区（自）
〈春日部市と久喜市の各一部など〉

　坂本と山口が横一線。坂本は立民や共
産支持層の８割ほどを固め、内閣支持層
や無党派層の２割弱にも浸透した。山口
は自民支持層の８割弱をまとめ、無党派
層への浸透で巻き返しをはかる。

　 区（自）
〈さいたま市桜、南区、蕨市など〉

　三ツ林が一歩リード。自民支持層の７
割超、公明支持層の５割超を固め男女と
もに４割ほどを押さえた。鈴木は国民支
持層の９割、田村は共産支持層の９割弱
をまとめたが、野党支持層を分け合った。

田中　良生　 〇自　前
高木錬太郎　 〇立　前　
沢田　　良　 〇維　新　

　２区（自）
〈鹿嶋市、潮来市、神栖市など〉

　６区（自）
〈土浦市、つくば市など〉

　 区（自）
〈熊谷市の旧市部、行田市など〉

　石川を浅野が激しく追い上げる。石川
は８割の自民支持層を固め、公明支持層
の取り込みを急ぐ。浅野は野党支持層の
６割をまとめ、無党派層へ浸透をはかる。

層をまとめきれていない。

青山　大人　 〇立　前　
国光　文乃　 〇自 前

　中村と永岡が横一線で並ぶ。中村は野
党支持層の６割超を固め、与党支持層か
らも２割の支持を集める。永岡は７割の
自民支持層から支持をえるが、公明支持

遠藤　宣彦　 　無　元　
工藤　　薫　 　共　新　
穂坂　　泰　 〇自　前
浅野　克彦　 〇国　新　
小笠原洋輝　 　無　新　
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