
【比例ブロック テレビ放送 】

10/25

チレビ 北関東 比例① 4:00 ～4:55 2番目 テレビ朝日 黒川敦彦

チレビ 中国 比例① ６：２５～６;５５ 3番目 ＮＨＫ 矢島秀平

テレビ 東海 比例① ８：１５～８;４５ 3番目 ＮＨＫ

チレビ 北陸信越 比例① 22:30 ～23:00 2番目 ＮＨＫ 大橋昌信

チレビ 近畿 比例① 22:30 ～23:10 4 番目 ＮＨＫ 浜田聡

チレビ 東京 比例① 22:30 ～23:10 2番目 ＮＨＫ 堀江貴文･ 立花孝志

10/26

テレビ 東 北 比例① 6:25 ～6:55 | 番目 ＮＨＫ 子供未来党

テレビ 北海迪 比例① ６;２５～６：５５ 3 番目 ＮＨＫ さいとう忠行

テレビ 九州 比例① ６;２５～６;５５ 2 番目 ＮＨＫ 堀江貴文･さいとう健一郎

チレビ 北関東 比例② １０：０５～１０;４５ ４番目 ＮＨＫ 黒川敦彦

テレビ 南関東 比例① il:05 ～||;45 4 番目 ＮＨＫ 立花孝志

テレビ 四国 比例① 22:30 ～23;00 2番目 ＮＨＫ 中島やすはる･広圃晋一郎

チレビ 東北 比例② 22:30 ～23:00 |番目 ＮＨＫ 子供未来党

チレビ 九州 比例② 22:30 ～23:00 2番目 ＮＨＫ 掘江貴文･さいとう健一郎

10/27

チレビ 東 京 比例② 4:29 ～ テレビ東京 梶江貴文･ 立花孝志

チレビ 四国 比例② ６;２５～６;５５ 2 番目 ＮＨＫ 中鳥やすはる･広田晋一郎

テレビ 近畿 比例② 11;05 ～||;45 ４番目 ＮＨＫ 浜田聡

チレビ 南関東 比例② 17:05 ～17;45 ４番目 ＮＨＫ 立花孝志

チレビ 東海 比例② 22:30 ～23;00 3番目 ＮＨＫ

チレビ 北海道 比例② 22:30 ～23;00 3魯目 ＮＨＫ さいとう忠行

10/28
チレビ 北陸信越 比例② ６;２５～６;５５ 2 番目 ＮＨＫ 大橋昌信

テレビ 中国 比例② ２２：３０～２３;００ 3 番目 ＮＨＫ 矢鳥秀平

【小選挙区 テレビ放送】

10/21 チレビ 北閣東 群馬 １９：００～１９：５０ 2 毒目 群馬チレビ セッタケンジ

10/22
テレビ 中国 広島 5;09 ～5;39 | 番目 広島ホームテレビ 矢島 秀平

テレビ 九州 官崎 14;45 ～15;45 | 番目 テレビ官崎 重黒木優平

10/23
テレビ 中固 広鳥 5:00 ～5:30 2 番目 テレビ新広鳥 矢鳥 秀平

テレビ 南関東 山梨 16:20 ～17:00 |番目 ＵＴＹ 辺 見のぶゆき

10/24

テレビ 九州 熊本 ５：１０～６：００ |番目 ＲＫＫ 本間あきこ

テレビ 南関東 山梨 １６：００～１６：４０ ４番目 ＹＢＳ 辺 見のぶゆき

テレビ 北関東 埼玉 １９：３０～２０：００ 3 番目 テレビ埼玉 河合 ゆうすけ

テレビ 近 畿 奈 良 ２０：３０～２０：５５ 3 番目 奈良テレビ 加藤たかし

10/25

テレビ 近 皿 大阪 ４：４５～５：４５ 6 番目 テレビ大阪 西脇きようご

テレビ 東北 宮城 4:50 ～5:20 東日本放送 林マリアゆき

テレビ 東北 宮城 4:50 ～5:20 東日本放送 林マリアゆき

テレビ 近 畿 和歌山 ７：２５～７：５５ 3 番目 ＮＨＫ とおにしまなみ

テレビ 九州 鹿児島 ７：２５～７：５５ ＮＨＫ 宮 川直輝

テレビ 南関東 千葉 ９：０５～９：３５ 3 番目 ＮＨＫ 渡辺くにひろ

テレビ 九州 熊本 １０：２５～｜｜：１５ 2 番目 ＫＫＴ 本間あきこ

テレビ 北海道 北海道 １６：０５～１６：３５ 2 番目 ＮＨＫ さいとう忠行

テレビ 東 京 東京 １６：０５～１６：４５ 2 番目 ＮＨＫ 田中健or 長谷川洋平or 猪野圭 司

10/26

テレビ 九州 福岡 ４：１５～４：４５ 3 番目 TVQ 熊九英治

テレビ 東海 受知 ４：２０～４：４５ 2 番目 東海テレビ 門田せつよ

テレビ 北海遺 北海道 ４：２５～４：５５ 3 番目 STV さいとう忠行

テレビ 近 畿 大阪 4:26 ～5:07 3 番目 関 西テレビ 西脇きようご

テレビ 東海 愛知 ７：２５～７：４５ 2 番目 ＮＨＫ 門田せつよ

テレビ 東 北 宮城 ７：２５～７：５５ ＮＨＫ 林マリアゆき

テレビ 中国 広島 ７：２５～７：５５ |番目 ＮＨＫ 矢島 秀平

テレビ 北関東 埼玉 ９：０５～９：３５ 3 番目 ＮＨＫ 河 合ゆうすけ

テレビ 九州 沖縄 １０：２６～１０：５１ |番目 ＲＢＣ 中村 幸也

テレビ 九州 鹿児島 14:50 ～15:40 KTS 宮 川直輝

テレビ 九州 大分 15:00 ～15:40 |番目 ＯＢＳ 野申 美咲

テレビ

テレビ

九州

南関東

宮崎

神奈川

15:49 ～16:49

21:00 ～21:30

6 番目

|番目

宮崎放送

テレビ神 奈川

重黒木優平

渡辺マリコ

テレビ 南関東 千葉 22:30 ～23:00 |番目 千葉テレビ 渡辺くにひろ

10/27

テレビ 北陸 信越 長野 ７：２５～ﾜ：４５ 2 番目 ＮＨＫ 池 高生

テレビ 九州 大分 ７：２５～ワ：４５ 2 番目 ＮＨＫ 野申 美咲

テレビ 九州 沖穐 ７：２５～ワ：４５ 2 番目 ＮＨＫ 中村 幸也

テレビ 九州 福岡 フ：２５～ワ：５５ |番目 ＮＨＫ 熊九英治

テレビ 北関東 群馬 10:05 ～10:35 3 番目 ＮＨＫ セツタケンジ

テレビ 北陸 信越 長野 １０：３０～|| ：２０ 4 番目 テレビ信州 池 高生

テレビ 九州 大分 14:14 ～14:54 3 番目 ＯＡＢ 野申 美咲

テレビ 東海 三重 １９：００～１９：４０ 2 番目 三重テレビ 山田いずみ(アシタノワダィ)

テレビ 北関東 群馬 19:00 ～19:50 4 番目 群馬テレビ セツタケンジ

テレビ 近 畿 和歌山 21:00 ～21:50 4 番目 テレビ和歌山 とおにしまなみ

10/28 木

テレビ 東 北 宮城 4:30 ～5:20 東北放送 林マリアゅき

テレビ 東海 三重 6:25 ～6:55 2 番目 ＮＨＫ 山田いずみ(アシタノヮダィ)

テレビ 南関東 神奈川 6:25 ～6:55 3 番目 ＮＨＫ 渡辺マリコ

テレビ 南関東 山梨 7:25 ～ﾜ：５５ 2 番目 ＮＨＫ 辺 見のぶゆき

テレビ 近 畿 奈61 7:25 ～ﾜ：５５ 3 番目 ＮＨＫ 加藤たかし

テレビ 九州 宮崎 7:25 ～ﾜ：５５ |番目 ＮＨＫ 重黒木優平

テレビ 九州 熊本 7:25 ～ﾜ：５５ 2 番目 ＮＨＫ 本間あきこ

テレビ 東 京 東束 8:15 ～8:55 4 番目 ＮＨＫ 田申健or 長谷川洋平or 猪野圭 司

テレビ 近 髄 大阪 ８;１５～８：５５ 2 番目 ＮＨＫ 西脇きようこ

テレビ 九州 鹿 児鳥 １０：２５～||; １５ ＭＢＣ 官 川直輝

テレビ 東京 東京 16:05 ～16;55 3 番目 フジテレビ 田中健or 長谷川洋平or 猪野圭 司

テレビ 南関東 千葉 18;15 ～18;45 | 番目 千葉テレビ 渡辺くにひろ

チレビ 北関東 埼玉 21;00 ～21;30 3 番目 テレビ埼玉 河合 ゆうすけ

【比例＆小選挙区 ラジオ放送】

10/22 ラジオ 近畿 奈良 12:20 ～12:50 |番目 ＮＨＫラジオ 加薦たかし

10/23 ラジオ 近畿 奈良 16;50 ～17;40 3 番目 ＮＨＫラジ オ 加藤たかし

10/24 ラジオ 近瞰 和歌山 19:00 ～20:00 2番目 和歌山放送 とおにしまなみ

10/25

ラジオ 東海 三重 ７：２５～７：４５ 2番目 ＮＨＫラジオ 山田いずみ(アシタノワダイ)

ラジオ 九州 厩児島 ８：００～８：３０ ＮＨＫラジオ 宮川直輝

ラジオ 北関東 群馬 ９：０５～９：３５ |番目 ＮＨＫラジオ セツタケンジ

ラジオ 東 京 東京 １０：０５～ ＮＨＫラジオ 堀江 貴文･ 立花孝志

ラジオ 南関東 千葉 １３：０５～１３：３５ 3番目 ＮＨＫラジオ 渡辺くにひろ

ラジオ 東京 東京 １３：３０～１６：０５ 6番目 ニッポン放送 掘江貴文･ 立花孝志

ラジオ 北海遼 北海道 １９：２０～２０：００ 3番目 STV ラジ オ さいとう忠行

ラジオ 北関東 埓玉 １９：３０～２０：００ 3番目 ＮＨＫラジオ 河合ゆうすけ

10/26 火

ラジオ 北海道 北海道 8:00 ～8:30 2番目 ＮＨＫラジオ さいとう忠行

ラジオ 中国 広島 8:00 ～8;30 3 番目 ＮＨＫラジ オ 矢島秀平

ラジオ 北陸信越 長野 8;00 ～8;30 2 番目 ＮＨＫラジオ 池高生

ラジオ 南関東 山梨 8:00 ～8;30 2 番目 ＮＨＫラジ オ 辺見のぶゆき

ラジオ 九州 熊本 8:00 ～8;30 2 番目 ＮＨＫラジオ 本間あきこ

ラジオ 九州 沖縄 8:00 ～8;30 2 番目 ＮＨＫラジ オ 中村幸也

ラジオ 九州 比例 12:40 ～ ＮＨＫラジオ 梶江貴文･さいとう健一郎

ラジオ 南関東 神余川 21:40 ～22;00 | 番目 RF ラジオ日本 渡辺ヤリコ

10/27

ラジオ 南関東 神奈川 ７;２５～７;５５ 3 番目 ＮＨＫラジ オ 渡辺マリコ

ラジオ 北陸信越 長野 8:00 ～8:30 3番目 信越放送 池高生

ラジオ 九州 福岡 8:00 ～8:30 2番目 ＮＨＫラジ オ 煕九英治

ラジオ 九州 大分 9;05 ～9:30 |番目 ＮＨＫラジ オ 野中矣咲

ラジオ 近畿 和歌山 12:20 ～12:50 2番目 ＮＨＫラジ オ とおにしまなみ

ラジオ 近畿 大阪 ２０：０５～２０;４５ |番目 ＮＨＫラジ オ 西脇きようこ

10/28

ラジオ 東 北 宮城 8:00 ～8:30 ＮＨＫラジオ 林マリアゅき

ラジオ 東 京 比例 ２０：０５～２０：４５ 3番目 ＮＨＫラジオ

ラジオ 東海 愛知 ２１：０５～２１：４５ ４番目 ＮＨＫラジオ 門田せつよ

ラジオ 九州 福岡 ２２：３１～２２：５１ |番目 ＲＫＢラジオ 熊九英治

10/29 金 ラジオ 東海 愛知 20:50 ～21:30 2番目 ＣＢＣラジオ 門田せつよ

10/30 ラジオ 東 京 東京 16:00 ～17;00 5番目 ＴＢＳラジオ
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