
(別耗)

5　開票の結果　(5)各手放暁名辞届出攻:先等の特東亜

歩B暁右#届出 政党等の名称 ��I�i�ﾙ7ﾒ�5ﾔ��倬ij�.�<�+wF���ﾙ7ﾙK�,ﾉkﾈ��社会民主党 剋�#院名集産出 政党串の名称 佰ik�7ﾒ�

手帳名書届出脚の �46_008 倬i�H��.�.�<ﾘ����i9�,ﾂ�塔途腑DB�事=耗院名辞届出政党等の �1.420.705 

W■ 劔tﾈﾝ�ｲ�剴ｾ票鼓 

うち各事=態除名♯ 王畔の稗轍 丿X馘(��kﾈｸﾒ�鼈ﾈﾈ�"�,ﾈ��kﾂ�/ �*H+�Y_)G���kﾈ���ｩ鞏ｩ(X,ﾈｯ8ﾉ8�"�各手放院名辞L 豊他者の氏名 梯�うち客車=蛙除名停 菱餅の柵 丿Y'Fﾉ{ｨ嚢ｭﾒ���)mﾘ,ﾈ��kﾂ�/ 

魚沓哲央 釘�����伜(ﾏｸ+ﾘ*��22.Ot)0 剏ﾛ姓幸男 途�����

il声弘幸 澱ﾇ�Eｒ�冓H�9�ｨｭ��9_DOD 刮ﾁ重昔- 網�B�

松葡■久鼓 ���8ﾖ����8ﾋHﾏh���10.00D 刮梼R汁彦 �"�����

戸田二軒 唐ﾃ����仍ｸ�uBﾒ���18.POD 

金子哲夫 ��������')69�ｸ���596.618 

山内奉借 澱�����伜)gｸ��H韆��6.087 

土谷-tE �"蹈簸��冦�顰Y7��YB�6.000 

市川沖美 ��｣��B�冽(�(諟蔗�0,000 

秩EB昌三 ��ﾃ������I��8謦�1.ロoo 

東良治 綴2腑��

ま岳杜 亦蔬DB�

川島信桂 �������

武田寿子- 僞b���ﾈ�｢�

徳永典子 釘�����

JFJif 亦��Fﾄ��

荘ロ三岳 �������

音詩:正史 迭�����

うち冬季毛院名書丑壮者_ �35.000 �*H+�X馼.���kﾈ��6�ﾂ�塔3ゅ�$��うち春草転院名#芳書着 儺El9.DDO 
の蒋またを除く榔名 劍,ﾉXIe靉ｸ/��*ﾘ訷極kﾂ�凾ﾌ得票者〔を除く事故旋毛 

書届出政党等の帝京鼓 剪8ﾍ偬�y7ﾘ��,ﾉ��騎�僊E届出政党等の称兼拳: 



(別妊)

5　円兼の結果　(5)各事=帳名書届出政党6の称葉色

さ帳名書届出 改発等の名称 祷�6ﾈ6(6r�佗ﾈﾊｸ���ｸ�XﾈｺH傭�剿ｴ醜名拝届出 改発等の名称 �?ｩgｸｺHﾖ8ﾘ��

辛勝もf見出政男:書の �60.ODO ��るnｹkﾄ�<ﾘ�ｫ���9�,ﾂ�嶋.���牝B�車齢名称届tt)乾先等の �1,595.247 

希X鼓 劔<���剏ﾍ葉鞍 

うち各用院も■ 鮒の希コ■#: 丿X�(��kﾈ���ｿ8肩�(,ﾈ��kﾂ�/ �*H+�X駟u(��kﾈ���碑��ﾌ�(V���､Xﾍｲ�各事態蘇名書 墨七着の氏名 梯�うち各事薙l亮名岸 畳七着の特赦 丿X駟�(��kﾈ���ﾎ亶X�(,ﾈ��kﾂ�/ 

天木直人 汎DDB��5��ﾉ[h���14_ODO 刪苡纉N士 �#峰�B�

栗原君子 汎���傅ﾉ�ﾉ�ﾉnr�19,OE)0 僥ILLJ書手 �"蔬DB�

藤田志 �������僮)�駘荅"�1.0ロ0 剋R下芳生 鼎��8ﾖ��

石川一軒 ��ﾄ�B�偃h戯(yEb�1.000 剌t名左手 �������

小松弓臣 ��蔬DB����62��HﾏR�2_00D 剪J川官庁 ��蔬��

小山広明 迭������� 剞ﾎ村育子 犯��ｲ�

JF略昌利 迭������� 刮ｪ干魚 �������

BEZ]# ��ﾃ������ 刮ﾍ江明美 �"�����

成A忠夫 ��������� 刹`田皇- �������

小林立珪 ��$���

佐藤童子 ����33��

東野豊臣 �������｢�

藤井美丑 EP ���#�B�

前fE]芙美 辛- �������

村主明子 ����d飛�

山岸東方 �������

吉岡正史 �"�����

うち各章臓名書蔓♯者 のヰ粋を除く≠鮭臨幸 �4E.ODD �*H+�X馭ｸ��kﾈ���主我着 I 鼎r�����うち各章:鞍院名書量せ着 �1.508T叩D 

の特累投を除く事良院名 ■届出女党事の蒋撤 劍,ﾉ.譜ﾍｸ/��*ﾙ�ｩ$Y8r��<ﾘ��ﾙ7ﾙ9�,ﾈ�ﾉ96ﾒ�
牡届出政党鞍の帝京た 



(別事∈)

5　M兼の結果　(5)各事書院名書届出女党等の槻

事故ー亮名書届出 故意等の名称 粘ﾘﾚ侈ﾉ�b�冖I�ｨ��kﾈ��<ﾘ��鑛9�,ﾉkﾈ��■自由民主党 剋烹一完名最届出 政党等の名称 冕�Y7ﾒ�

事卓院も■届出政朱書の �312,000 倬iu(��kﾈ�<ﾘ�ﾌﾉ�iD����澱ﾃSVﾓ3C"�軸名辞届出故党等の 兮.374_698 

希罪汝 劔;����剴ｾ票革【 

うち各車扱名# 丑♯者の希弄鞍 ���+8��kﾈ������)(X,ﾈ��kﾂ�/ �*H+�7���6ﾘ��kﾂ�u�ｨ�(,ﾉ;餠ｹ.ﾂ�各事態院名書 登載者の氏名 梯�うち各車扱!島名庁 丑勝の符弄赦 丿Y(h尨��m�G��詹_ｨ�"�,ﾈ�����/ 

官本一三 澱腑�2�侘ｺ(ﾅﾈ楮�2�73.ODD 剳z原久美 千 ��3r�����

BID 汎D��冲ﾉ�ｨ�����608.00D 刳ﾃ木重 �#"�����

熊代昭彦 ��腑D����闔H-ﾘ,r�.��7【l.且31 凾ﾋE=*れ 燈�����

軽寺:信技 汎�����9nﾈﾏi�ﾂ�34.ODD 剞ﾎ井- 鼎Rﾃ�c��

拝島蓋⊥ ������白����ｦ俐Rﾒ�9.000 剔蜷ﾎ尚子 澱�����

書山丘 弐Rﾄ4����Xﾘ(�R�lEa.OOO 剔蛯ﾞ二Ji弘 湯�����

伊東秀.千 �%�������YU9Oﾉ&｢�18.BOO 剔蜩㈲繽B I 免ﾂ腥8ﾓ��

上田拳之 途�����儖i-(�ｷb�5tL761 剩�ﾒかな 千 亦�#3��

片岡t也 ���蔟���儖i�yxｨ���36十0PO 價irElt書 �2�����

小林興起 �"ﾄ�2���ﾈﾏｹL(���39,000 刳趨F和 汎�4��

坪井一宇 免�蔬���ﾙ�8攪���241000 剞_木美恵 千 �$"�����

呉畳.忠 �2�����傅ﾉ�(ﾊﾉWR�6,000 剞�〟｡孝典 ���������

′こてギャル ボ 兎�������dｦ鉾Fｲ�108.559 剿ﾘ下厚 ��ｳ����

畠見庄三 部 ������ｒ�俚):��8ｷb�12.406 刹烽竅｡玉 �8b�����

山X昭子 擢rﾄET��俑�nﾅ飲��10.080 

tJL8三 ���D����(�ｼ��2.000 

農本幸男 涛b�����俘)'ﾉ��k��6_ODO 

仲嘉捜庶 人 �(+R�8ﾖ��仂ｩ'Rﾙ���45_000 

中古茂昭 �#B�����估h鯖|y���Eー000 

中山.恭子 鼎u�����侏yD�9.b�6【し000 

石崎里子 ��"�8ﾖ��筈Ym謁一��57.000 

有島を史 郎 ���������+y<��8爾�4_000 

諸本重細 萱 途ﾃ����冲ﾈ圸Y�Wb�8.000 

JF井基乏 鼎�縱コ����&ﾘ���JLOOO 

藤野企章 �#B�����儘ﾉnﾈ�(贅�0,ODD 

井.雨雲- 鉄偵�������$ｨﾏY�ﾒ�14ヱ.000 

牡鹿まな み 鉄���R飛��:�ﾋI�8謦�133,T71 

丸-芳EM 途�����筈hﾋI+y�ﾒ�17,_228 

丸茂由良 千- ��U���倅���ﾙe��I_000 

丸山和也 鉄����ﾈ�｢�俯ｨ鯖dﾙTb�･5.000 

森下仲之 ����2�伜(ﾞ栄�ﾅb�4_ロoo 

森元世tE 犯��ｲ�伜)�ｩk�:��15.POD 

山田俊男 �����$���伜)m蔭ﾘ譴�20_293 

義豪弘介 廼ｳ�ﾃ����儻ﾙ.i|y��35.000 

米田連三 填���謀｢"d･"�143.000 

うち各事態院名書王載看 �151.000 �*H+�8自k)(靆ykﾈ�6�ｨ�"�白ﾃc�Vﾂﾃ��B�うち各章琵院名肝畳♯看 �7.265.000 

の称政を除く事態l島名 劍,ﾈﾜI��/��*ﾘ駟�H��kﾂ�凾ﾌ符声鼓を除くさ勝名 

辞届出政党等の書兼■ 劍��<ﾘ��7ﾙ9�,ﾉ'H馼�"�剌蒼ﾍ出政党書の希書鼓 



5耶黒の結果( 事触島皐♯届出 政党尊の名称 迭丿X駟G洩ﾈ��<ﾘ�jx�9�,ﾈﾟ"�｢��i7ﾙ?ｩgｸﾕR�劔e�kﾈ��<ﾗGFﾂ�ｦ��,ﾉkﾈ��女性党 劍ﾇﾈﾊｸﾆH�7��専 � 

幸弘鏡名書届出政党等の 鮮魚 剴鼎ゅ����倬dfｸ��kﾈ��<ﾘ��ﾙ7ﾙ9�,ﾂ�22�免t%�湯�倬i�XｦY.)<ﾘ�,ﾂ�<��������

うち各声色院名書 丑走者の称黒革【 ��ｨ自�ﾉnvﾉ8ykﾈｫ"���丿Y(i�越I8r�(X,ﾉ.仍陋"�≠蔦院名♯ ‡1丘者の氏名 ���+�X馼ﾌﾈ��kﾂ�ﾝｨ�"ﾘ,ﾉ<�馼ﾌﾂ�ﾆﾂ�GB謦��ﾘ+�X駟8yOikﾂ�事態l島名 暮春の氏名 草七着.の氏島 有田芳生 �33.ODD 劍ﾋH栗����r�10.909 剪� 

田中JE夫 �59_OOO 劔tﾈ鯖'��2�a.0【柑 剪� 

平山Z& �4.000 劔(h�(ﾘ韈��2.00D 剪� 

熊田幸代 ��ﾃ����� ��

書重み皇 チ 汎���� ��

早坂きく み �������僮 

百尾美事 ��ﾃ����� ��

-■■l■■ 劔�'ﾉ>��Oﾂ��r�1.000 剪� 
在原耳鼻 亦������ ��

最田有利 チ 韮蔬��� ��

吉山英美 白苒簸��� ��

町山正子 釘蔬DB�� ��

l 剪��� 剪� 

1 剪��� 剪� 

1 剪��� 剪� 

-■■■- 劔 ��� �� 

I 劔I 劔I I l �1 

I 劔I 

l 劔 � 

i 劔 � 

l � 

ll 

lt 佃七着 � 
ll 

属琵監…欝l25且.ODD 劔�X抱ｬH稗�冤7L勺 祢Y�<Y>H膝B�� 


