
氏　　名 性別 党　　　派 得 票 総 数 年齢 職         業

1 玉城　デニー 男 無所属 32,802 62 沖縄県知事

2 サキマ　淳 男 無所属 26,390 58 無職

3 下地　ミキオ 男 無所属 3,400 61 無職

令和4年9月11日執行　沖縄県知事選挙　開票結果



　当選人及び得票総数 氏　　名 性別 党　　　派 得 票 総 数 年齢 職         業

1 当選人 桑江　なおや 男 無所属 3,331.966 48 沖縄市議会議員

2 当選人 金城　ゆみ 女 自由民主党 2,350     65 沖縄市議会議員

3 当選人 新屋　マサル 男 無所属 2,195     56 沖縄市議会議員

4 当選人 眞榮城　けんじ 男 無所属 2,048     42 沖縄市議会議員

5 当選人 くわえ　けん 男 無所属 1,968.033 57 無職

6 当選人 ヤフソ　功 男 無所属 1,966     53 沖縄市議会議員

7 当選人 えのび　和光 男 無所属 1,958     66 沖縄市議会議員

8 当選人 アタリ　修 男 公明党 1,954     61 沖縄市議会議員

9 当選人 チバ　あやこ 女 日本共産党 1,904     53 介護士

10 当選人 ちばな　ケイ 男 立憲民主党 1,852     46 会社員

11 当選人 ズケ山　良一郎 男 自由民主党 1,829     48 沖縄市議会議員

12 当選人 新里　ハルトシ 男 自由民主党 1,817.194 42 沖縄市議会議員

13 当選人 タカハシ　真 男 公明党 1,786.624 45 沖縄市議会議員

14 当選人 前宮　みつこ 女 日本共産党 1,783     70 沖縄市議会議員

15 当選人 喜友名　ひでき 男 無所属 1,766.523 41 沖縄市議会議員

16 当選人 うえち　たかし 男 公明党 1,757     34 沖縄市議会議員

17 当選人 大城　ハヤト 男 自由民主党 1,697     40 沖縄市議会議員

18 当選人 町田　ゆうすけ 男 自由民主党 1,670     41 沖縄市議会議員

19 当選人 なかそね　まこと 男 無所属 1,652.375 44 沖縄市議会議員

20 当選人 フジ山　勇一 男 公明党 1,641     40 沖縄市議会議員

21 当選人 嵩元　なおも 男 無所属 1,627.118 34 沖縄市議会議員

22 当選人 伊佐　つよし 男 無所属 1,582     54 沖縄市議会議員

23 当選人 とうやま　ぜんかつ 男 無所属 1,498     49 無職

24 当選人 いれい　悟 男 無所属 1,486     62 沖縄市議会議員

25 当選人 コタニ　良博 男 無所属 1,457     66 沖縄市議会議員

26 当選人 諸見里　ひろみ 女 無所属 1,339     60 沖縄市議会議員

27 当選人 イナミネ　隆之 男 無所属 1,254     49 沖縄市議会議員

28 当選人 みやぎ　ひろし 男 無所属 1,212     54 沖縄市議会議員

29 当選人 ナカヨシ　信勝 男 無所属 1,147     59 自動車板金

30 当選人 しんざと　和也 男 参政党 1,077.805 31 株式会社シンリ―　代表取締役

次点 キユナ　ともひこ 男 無所属 1,057.476 52 沖縄市議会議員

髙江洲　ヨシタダ 男 無所属 1,040     51 会社員

浜比嘉　マサキ 男 無所属 955     38 ㈱ハマエンタープライズ　代表

くにがみ　正隆 男 無所属 770     43 株式会社琉球ZERO-ONE(解体業)

安里　たくろー 男 無所属 710     28 ㈱拓心　代表取締役社長

嵩元　モリヒト 男 無所属 677.881 40 大工

ひが　マサナオ 男 無所属 525     39 自営業

大山　マリ 女 無所属 377     57 介護職

崎原　慎吾 男 NHK党 357     30 株式会社ハウステラ　取締役

たかの　吉光 男 日本維新の会 317     57 無職

令和4年9月11日執行　第13回沖縄市議会議員選挙　開票結果


