
１　テレビ

放送月日 ６月28日（火） ６月29日（水） ６月30日（木） ７月２日（土） ７月３日（日）

6：25 19：00 21：00 6：25 6：25 6：25 6：25 12：00 15：10 19：00 20：40 19：00 21:00

～6：58 ～20：00 ～21：30 ～6：58 ～6：51 ～6：51 ～6：51 ～12：30 ～15：43 ～20：00 ～21：30 ～20：25 ～22：00

実施放送局 ＮＨＫ① ＮＨＫ① ＮＨＫ① ＮＨＫ① ＮＨＫ① tvk① ＮＨＫ② tvk①・② tvk② tvk②・③ tvk③

第１順位 秋田　めぐみ てらさき　雄介 うつみ　洋一 萩山　あゆみ くぼた　京 針谷　だいすけ いき　愛子 萩山　あゆみ 秋田　めぐみ あさお　慶一郎 三原　じゅん子 グリスタン　エズズ あさか　由香

第２順位 てらさき　雄介 三浦　のぶひろ 松沢　しげふみ ハシモト　ヒロユキ 藤村　晃子 藤沢　あゆみ うつみ　洋一 藤村　晃子 てらさき　雄介 重黒木　優平 飯田　とわこ 深作　ヘスス くぼた　京

第３順位 小野塚　きよと あさか　由香 グリスタン　エズズ 飯田　とわこ 三原　じゅん子 三浦　のぶひろ あさか　由香 水野　もとこ 小野塚　きよと すとう　信彦 ハシモト　ヒロユキ 萩山　あゆみ 三原　じゅん子

第４順位 グリスタン　エズズ くぼた　京 深作　ヘスス あさお　慶一郎 すとう　信彦 松沢　しげふみ 深作　ヘスス 秋田　めぐみ グリスタン　エズズ いき　愛子 針谷　だいすけ 藤村　晃子 飯田　とわこ

第５順位 重黒木　優平 三原　じゅん子 水野　もとこ 重黒木　優平 小野塚　きよと 藤沢　あゆみ 水野　もとこ ハシモト　ヒロユキ

第６順位 飯田　とわこ てらさき　雄介 うつみ　洋一 秋田　めぐみ 針谷　だいすけ

第７順位 ハシモト　ヒロユキ 三浦　のぶひろ 松沢　しげふみ あさお　慶一郎 藤沢　あゆみ

第８順位 針谷　だいすけ あさか　由香 重黒木　優平 うつみ　洋一

第９順位 藤沢　あゆみ くぼた　京 すとう　信彦 松沢　しげふみ

第１０順位 いき　愛子

第１１順位 小野塚　きよと

第１２順位 てらさき　雄介

第１３順位 三浦　のぶひろ

放送月日 ７月５日（火） ７月６日（水） ７月８日（金）

15：10 21：00 15：10 15：10 15：10 21：00 21：00

～15：43 ～21：30 ～15：36 ～15：36 ～15：36 ～21：30 ～21：25

実施放送局 ＮＨＫ② tvk③ ＮＨＫ② ＮＨＫ② ＮＨＫ② tvk③ tvk③

第１順位 萩山　あゆみ グリスタン　エズズ くぼた　京 針谷　だいすけ いき　愛子 水野　もとこ すとう　信彦

第２順位 ハシモト　ヒロユキ 深作　ヘスス 藤村　晃子 藤沢　あゆみ うつみ　洋一 秋田　めぐみ いき　愛子

第３順位 飯田　とわこ 萩山　あゆみ 三原　じゅん子 三浦　のぶひろ あさか　由香 あさお　慶一郎 小野塚　きよと

第４順位 あさお　慶一郎 藤村　晃子 すとう　信彦 松沢　しげふみ 深作　ヘスス 重黒木　優平

第５順位 水野　もとこ

注）

参議院神奈川県選出議員選挙候補者の政見放送日程表

６月27日（月） ７月１日（金）

放送時間帯

tvk①
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順
 
 
位

７月４日（月） ７月７日（木）

放送時間帯

放
 
送
 
順
 
位

１　候補者１人分の放送時間は、経歴放送（経歴の紹介）が３０秒以内、政見放送が５分３０秒以内です。

２　実施放送局の欄中、ＮＨＫは日本放送協会を、tvkは株式会社テレビ神奈川を、ラジオ日本は株式会社アール・エフ・ラジオ日本をそれぞれ表します。

別紙



参議院神奈川県選出議員選挙候補者の政見放送日程表
別紙

２　ラジオ

放送月日 ６月27日（月） ６月28日（火） ７月２日（土） ７月３日（日） ７月４日（月）

20：05 20：05 11：40 20：05 20：05 21：45 8：00：03 14：39 20：05 21：45 16：50 16：50 8：00：03

～20：38 ～20：38 ～11：55 ～20：31 ～20：31 ～22：00 ～8：33 ～14：54 ～20：31 ～22：00 ～17：05 ～17：05 ～8：33

実施放送局 ＮＨＫ① ＮＨＫ① ラジオ日本① ＮＨＫ① ＮＨＫ① ラジオ日本① ＮＨＫ①・② ラジオ日本① ＮＨＫ② ラジオ日本① ラジオ日本① ラジオ日本① ＮＨＫ②

第１順位 秋田　めぐみ 萩山　あゆみ 飯田　とわこ くぼた　京 針谷　だいすけ 萩山　あゆみ いき　愛子 すとう　信彦 てらさき　雄介 三原　じゅん子 三浦　のぶひろ グリスタン　エズズ 萩山　あゆみ

第２順位 てらさき　雄介 ハシモト　ヒロユキ いき　愛子 藤村　晃子 藤沢　あゆみ ハシモト　ヒロユキ うつみ　洋一 秋田　めぐみ 小野塚　きよと あさか　由香 うつみ　洋一 あさお　慶一郎 ハシモト　ヒロユキ

第３順位 小野塚　きよと 飯田　とわこ 三原　じゅん子 三浦　のぶひろ あさか　由香 グリスタン　エズズ 飯田　とわこ

第４順位 グリスタン　エズズ あさお　慶一郎 すとう　信彦 松沢　しげふみ 深作　ヘスス 重黒木　優平 あさお　慶一郎

第５順位 重黒木　優平 水野　もとこ 秋田　めぐみ 水野　もとこ

放送月日 ７月５日（火）

8：00：03 8：00：03 11：40 14：39 8：00：03 11：40 8：30 14：39

～8：26 ～8：26 ～11：55 ～14：54 ～8：26 ～11：55 ～8：45 ～14：54

実施放送局 ＮＨＫ② ＮＨＫ② ラジオ日本① ラジオ日本① ＮＨＫ② ラジオ日本① ラジオ日本① ラジオ日本①

第１順位 くぼた　京 針谷　だいすけ 松沢　しげふみ くぼた　京 いき　愛子 水野　もとこ 藤村　晃子 てらさき　雄介

第２順位 藤村　晃子 藤沢　あゆみ 針谷　だいすけ 小野塚　きよと うつみ　洋一 重黒木　優平 藤沢　あゆみ 深作　ヘスス

第３順位 三原　じゅん子 三浦　のぶひろ あさか　由香

第４順位 すとう　信彦 松沢　しげふみ 深作　ヘスス

注）

７月７日（木） ７月８日（金）

放送時間帯

放
送
順
位

１　候補者１人分の放送時間は、経歴放送（経歴の紹介）が３０秒以内、政見放送が５分３０秒以内です。

２　実施放送局の欄中、ＮＨＫは日本放送協会を、tvkは株式会社テレビ神奈川を、ラジオ日本は株式会社アール・エフ・ラジオ日本をそれぞれ表します。

６月29日（水） ６月30日（木） ７月１日（金）

放送時間帯

放
送
順
位

７月６日（水）


