
横手市議会議員一般選挙

順位 氏　　名 党　派 得票数 結果 当選回数 備考

1 赤　川　堅一郎 無所属 2,362 当 1 横手

2 土　田　百合子 公明党 2,107.806 当 1 横手

3 木　村　清　貴 無所属 2,088.844 当 1 山内

4 石　山　米　男 無所属 1,603 当 1 増田

5 齋　藤　光　司 無所属 1,579.548 当 1 十文字

6 佐々木　喜　一 無所属 1,561.357 当 1 増田

7 奥　山　　　豊 無所属 1,560 当 1 大雄

8 佐　藤　誠　洋 無所属 1,451.367 当 1 平鹿

9 髙　橋　　　大 無所属 1,412.867 当 1 十文字

10 柿　崎　　　実 無所属 1,397.313 当 1 横手

11 塩　田　　　勉 無所属 1,335 当 1 雄物川

12 佐　藤　　　功 無所属 1,301.038 当 1 横手

13 菅　　　篤　司 無所属 1,274 当 1 大雄

14 阿　部　正　夫 無所属 1,273.363 当 1 大森

15 堀　田　賢　逸 無所属 1,272.478 当 1 平鹿

16 佐　藤　忠　久 無所属 1,246.751 当 1 大森

17 田　中　敏　雄 無所属 1,210 当 1 横手

18 立　身　万千子 日本共産党 1,181 当 1 横手

19 佐　藤　清　春 無所属 1,180.552 当 1 雄物川

20 菅　原　惠　悦 無所属 1,170 当 1 十文字

21 小笠原　恒　男 無所属 1,168 当 1 雄物川

22 壽松木　　　孝 無所属 1,137.856 当 1 大雄

23 播　磨　博　一 無所属 1,112 当 1 雄物川

24 髙　安　進　一 無所属 1,107 当 1 大森

25 土　田　祐　輝 無所属 1,088.193 当 1 横手

26 柿　﨑　孝　一 無所属 1,076.686 当 1 十文字

27 佐　藤　德　雄 無所属 1,071.223 当 1 平鹿

28 石　井　正　志 無所属 1,058 当 1 横手
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29 髙　橋　勝　義 無所属 1,054.262 当 1 横手

30 阿　部　信　孝 無所属 1,031.636 当 1 横手

31 近　江　湖　静 無所属 1,027 当 1 横手

32 佐々木　　　誠 無所属 1,021.043 当 1 十文字

33 髙　橋　　　謙 無所属 1,013.491 当 1 十文字

34 上　田　　　隆 無所属 963 当 1 大森

35 小　沢　秀　宏 無所属 956 次 雄物川

36 伊　藤　裕　文 無所属 952.286 横手

37 鈴　木　勝　雄 日本共産党 940.143 横手

38 松　澤　武　弘 無所属 926 平鹿

39 髙　村　　　功 無所属 911.842 横手

40 石　橋　嘉　雄 無所属 909.776 雄物川

41 東海林　順　一 無所属 903 平鹿

42 遠　藤　忠　裕 無所属 898 平鹿

43 梅　津　克　義 無所属 875.363 十文字

44 髙　橋　聖　悟 無所属 875.014 横手

45 春　日　清　孝 無所属 866.155 横手

46 林　　　勇　治 日本共産党 858 増田

47 小　野　正　伸 無所属 857 横手

48 萱　森　真　雄 無所属 845 横手

49 齊　藤　　　勇 日本共産党 822.451 十文字

50 佐　藤　勇　蔵 無所属 807.429 大森

51 深　澤　重　俊 無所属 802 平鹿

52 黒　澤　正　巳 無所属 796.568 横手

53 加　藤　完　二 無所属 782 横手

54 眞　田　廣　志 無所属 781 雄物川

55 谷　藤　清　人 無所属 763 山内

56 佐　藤　昇　悟 無所属 735.212 大森

57 髙　山　昭　信 無所属 703 十文字

58 佐　藤　幸　男 無所属 675.031 横手
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59 武　内　竹　蔵 無所属 653 平鹿

60 松　井　隆　一 無所属 647 増田

61 石　橋　一　則 無所属 644.350 横手

62 樋　渡　哲　男 無所属 614 山内

63 佐　藤　良　一 無所属 592.783 雄物川

64 佐　藤　邦　雄 無所属 587.768 十文字

65 中　村　良　夫 無所属 568.872 山内

66 小　林　昭　一 無所属 538 平鹿

67 菊　地　謙　逸 無所属 536.241 平鹿

68 佐々木　一　志 無所属 467.599 平鹿

69 菊　地　円　藏 無所属 433.279 十文字

70 福　田　清　広 無所属 393 大森

71 伊　藤　政　美 無所属 221.353 横手

72 木　元　準一郎 無所属 219 増田

73 伊　藤　和　夫 無所属 205.790 増田

開票内訳 得票総数 72,060.979

按分切捨票 0.021

有効投票（A） 72,061

無効投票（B） 1,195

投票総数（A＋B） 73,256

持ち帰り等（C） 0

投票者数（A＋B＋C） 73,256


