
平成１５年４月１３日執行　名古屋市議会議員一般選挙　候補者別得票数
区　名 定　　数 候補者数 得票累計

桜井治幸 梅村邦子 さいとうまこと 黒田二郎 西尾たか子 伊神邦彦
（自由民主党） （民主党） （無所属） （日本共産党） （公明党） （自由民主党） 無投票

- - - - - -

中川たかもと 西村けんじ 梅村麻美子 しばた常明 高橋けんぞう
（自由民主党） （自由民主党） （民主党） （日本共産党） （無所属） 17,513

6,104 4,535 4,493 1,603 778

はせがわ由美子 渡辺義郎 はっとり将也 うめはら紀美子 岡地くにお よしだ隆一 寺沢昭彦 とうまつまさのり
（公明党） （自由党） （民主党） （日本共産党） （自由民主党） （民主党） （自由民主党） （無所属） 57,208
12,263 10,780 8,835 7,778 7,450 7,039 2,388 675

堀場章 うえぞのふさえ ひざわ孝彦 わしの恵子 ムラセ博久 川口まさし ふるや博史
（自由民主党） （民主党） （公明党） （日本共産党） （民主党） （自由民主党） （自由党） 44,650

11,518 8,219 8,000 6,227 5,202 4,045 1,439

中村みつる うかい春美 サイト実 加藤徹 近藤たかあき すはら章 かわえ明美
（公明党） （民主党） （自由民主党） （自由民主党） （民主党） （民主党） （日本共産党） 44,533
8,477 7,962 6,774 6,354 6,005 5,742 3,219

中田ちづこ のりたけ勅仁 田島こうしん 中野としはる わだ三郎 吉田たかひろ
（無所属） （民主党） （自由民主党） （自由民主党） （無所属） （日本共産党） 16,705
4,279 3,980 2,972 2,698 1,621 1,155

おくむら文洋 小島七郎 おぎそ康巳 さとう典生 西川ひさし 水平かずえ 吉田のりやす 竹内公子
（民主党） （公明党） （自由民主党） （日本共産党） （自由党） （無所属） （無所属） （無所属） 32,276
9,153 6,532 4,364 3,408 3,156 2,424 2,012 1,227

ふじた和秀 林孝則 渡辺ふさかず 前田ゆういち 山内まさお おぜき雅美
（自由民主党） （公明党） （民主党） （自由民主党） （民主党） （日本共産党） 33,511

7,798 7,337 6,707 4,335 3,854 3,480

早川良行 工藤彰三 小林ひでみ 西田とし子
（民主党） （自由民主党） （無所属） （日本共産党） 21,379
7,036 6,490 4,730 3,123

久の浩平 木下まさる ぐんじ照三 ばばのりこ 岡本よしひろ あさい日出雄 いなもと和仁 江上ひろゆき
（民主党） （公明党） （無所属） （公明党） （自由民主党） （自由民主党） （自由民主党） （日本共産党） 74,039
14,452 10,821 9,731 9,208 8,366 8,182 6,866 6,413

加藤かずと 江口文雄 坂野こうじゅ 山口きよあき 荒川直之 うさみいくえ
（民主党） （公明党） （自由民主党） （日本共産党） （無所属） （自由民主党） 46,605
11,484 10,837 7,093 6,371 6,023 4,797

よこい利明 福田せいじ さはし典一 藤沢忠将 村瀬たつじ はしもと静友 小鹿みつ子
（自由民主党） （公明党） （民主党） （自由民主党） （日本共産党） （民主党） （無所属） 51,435

11,417 10,610 8,942 7,180 6,682 4,587 2,017

こんばのぶお かまくら安男 村松ひとし 吉田しんご 東郷てつや 榊原としひろ
（公明党） （民主党） （自由民主党） （無所属） （自由党） （日本共産党） 47,911
10,048 9,342 9,166 8,344 6,157 4,854

加藤たけお 杉山ひとし かとう典子 さかざき巳代治 山本久樹 木下広高 岩本たかひろ 山﨑じゅんじ
（公明党） （民主党） （日本共産党） （自由民主党） （民主党） （自由民主党） （自由党） （無所属） 63,215.00
14,560.833 10,310 9,591.166 8,291 8,190 5,794 3,663 2,815

渡辺アキラ こばやし祥子 とみた勝ぞう 田中せつ子 天野まさとも ふかつ宜央
（自由民主党） （公明党） （無所属） （日本共産党） （自由党） （民主党） 41,298

10,157 9,010 8,107 5,285 4,437 4,302

みわよしひろ 田中りか もろくま修身 田口かずと おにたけ隆行 北村礼文 須崎かん 加納ちづ子 鈴木たかゆき
（公明党） （民主党） （民主党） （日本共産党） （自由党） （自由民主党） （無所属） （無所属） （無所属） 43,420
7,469 6,063 6,017 5,864 4,965.510 4,803 4,295 2,336 1,607.489
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