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 岡山県議選結果  
 
◆岡山市北区・加賀郡（８）              ◆津山市・苫田郡（４） 
当１７２２７ 増川 英一 公現            当１３４４０ 谷口 圭三 自現 
当１３５５７ 蜂谷 弘美 自現            当 ９２０６ 井元乾一郎 自現 
当１１８８７ 波多 洋治 自現            当 ８１０７ 戸室 敦雄 自現 
当１１００１ 河本  勉 自現            当 ６２５５ 岸本 清美 無元 
当１１００１ 高原 俊彦 民現              ６０７４ 金田 稔久 民新 
当１０９１１ 太田 正孝 自現              ５４０７ 木下 素典 民現 
当 ９０３４ 森脇 久紀 共現             
当 ８０１９ 横田 悦子 無現             ◆笠岡市（２） 

７０８０ 松本 正冬 無新            当 ９９８４ 天野  学 自現 
  ６９６８ 岩本 典子 民新            当 ８９１５ 伊藤 文夫 自現 

４０２２ 岡田 幹司 無現              ４１７２ 萱野 哲也 民新 
７４９ 井上 雅弘 無新             

             
◆岡山市中区（４）                  ◆井原市・小田郡（２） 
当１７８６１ 小倉 弘行 自現            当１３３９１ 上田 勝義 無新 
当１３２４２ 一井 暁子 民現            当 ８８１０ 小田 春人 自現 
当 ９６９４ 笹井 茂智 公新              ７７０６ 高見 尚永 自新 
当 ６２３６ 氏平三穂子 共新             

４１５７ 福田 通雅 無現             ◆総社市（２） 
            当１１６２８ 小野 泰弘 自現 

◆岡山市東区（３）                 当１０８６５ 江本 公一 自現 
当１４９５２ 小林 健伸 自現              ６４４３ 秋山 幸子 民新 
当 ８７５２ 岡崎  豊 自現             
当 ８１５９ 中川 雅子 民新             ◆新見市（１） 

５８６４ 石村 智子 共新            当１１１４２ 小林 義明 自新 
                                   ５６５６ 土屋  晋 無新 

 ◆岡山市南区（４） 
当１５３６３ 佐藤 真治 自現             ◆美作市・英田郡（１） 
当１４２６７ 景山 貢明 公現            当１０９３５ 市村  仁 無新 
当１１９２０ 木口 京子 民新              ６２３９ 岡本 泰介 自現 
当 ９５４６ 小林孝一郎 無新               ４５７ 道広 浩二 無新 
  ９３５７ 山本 計至 無新 
                            ◆無投票区 
 ◆倉敷市・都窪郡（１４）               ◇玉野市（２） 
当１５６３３ 山田総一郎 公現                   加藤 浩久 自現 
当１５２６３ 佐古 信五 無現                   住吉 良久 無現 
当１４９７５ 高橋 戒隆 自現 
当１３９８３ 高橋 英士 公現             ◇高梁市（１） 
当１３０５４ 千田 博通 自現                   久徳 大輔 自現 
当１２４１８ 中塚 周一 自現 
当１２３８８ 小田 圭一 自現             ◇備前市・和気郡（２） 
当１１８２０ 三宅 和広 民新                   池本 敏郎 自現 
当１１４３５ 柳田  哲 無新                   内山  登 自現 
当１０８１９ 蓮岡 靖之 自現                    
当１０７０５ 渡辺 英気 自現             ◇瀬戸内市（１） 
当１０２４２ 遠藤 康洋 自現                   神宝 謙一 自現 
当 ９７３５ 原田 唯良 無新                   
当 ８５０７ 三原 誠介 無現             ◇赤磐市（１） 
  ６８５４ 赤坂てる子 共現                   西岡 聖貴 自現 
  ６７０９ 須増 伸子 共新                   
   ９２５ 石橋  誠 無新             ◇真庭市・真庭郡（１） 
                                  浅野  実 自現 
                                   
                            ◇浅口市・浅口郡（１） 
                                  古山 泰生 自現 
                                  
※   は党公認もしくは推薦              ◇勝田郡（１） 
                                  渡辺 吉幸 自現 
                             
                            ◇久米郡（１） 
                                  青野 高陽 自現 


