
受付番号 氏　名 得票数 当落
094 山内 英子 43 当選
039 平田 敬治 39 当選
031 檜井 孝夫 37 当選
075 金子 景香 37 当選
003 浦川 優作 35 当選
069 田辺 記子 33 当選
030 松本 恵 31 当選
093 久保 真 31 当選
040 松本 光史 30 当選
021 大川 恵 28 当選
012 山田 真善 27 当選
038 三宅 秀彦 27 当選
035 吉田 玲子 26 当選
043 井本 逸勢 26 当選
055 織田 克利 26 当選
059 関根 茂樹 26 当選
058 平岡 弓枝 24 当選
083 中山 佳子 24 当選
010 小林 宏寿 23 当選
042 山田 崇弘 23 当選
089 松下 一之 23 当選
050 植木 有紗 22 当選
051 堀 伸一郎 22 当選
097 辻 晃仁 22 当選
007 浜之上 はるか 21 当選
076 青木 美紀子 20 当選
034 福島 明宗 19 当選
054 竹原 和宏 19 当選
077 重安 邦俊 19 当選
096 鳥嶋 雅子 19 当選
086 竹越 一博 18 当選
001 中川 英刀 16 当選
015 中込 さと子 16 当選
056 菅原 宏美 16 当選
071 岡﨑 康司 16 当選
084 鈴木 興秀 16 当選
009 臼井 健 15 当選
016 安藝 史典 15 当選
041 外舘 幸敏 15 当選
048 中村 英二郎 15 当選
060 吉田 達也 15 当選
061 山本 佳世乃 15 当選
079 山田 達也 15 当選
090 松本 佳子 15 当選
092 副島 英伸 15 当選
002 三口 真司 14 当選
005 武藤 倫弘 14 当選
025 母里 淑子 14 当選
046 蒔田 芳男 14 当選
006 小林 佑介 13 当選
072 太田 竜 13 当選
078 山中 美智子 13 当選
008 德富 智明 12 当選
029 山上 亘 12 当選
033 鈴木 茂伸 12 当選
037 日下 咲 12 当選
045 江口 英孝 12 当選
068 進 伸幸 12 当選
026 蓮見 壽史 11 当選
018 田近 正洋 10 次点
022 堀松 高博 10 次点
027 六車 直樹 10 次点
047 中谷 中 10 次点
049 佐伯 智子 10 次点
052 小林 陽一 10 次点
070 平田 真 10 次点
082 山本 剛 10 次点


