
平成１９年４月８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

さいとうまこと たなべ雄一 梅村邦子 伊神邦彦 桜井治幸 黒田二郎
（民主党） （公明党） （民主党） （自由民主党） （自由民主党） （日本共産党） 47,474

10,815 8,737 8,419 6,802 6,467 6,234

梅村まみ子 中川たかもと 西村建二 こざかい隆
（民主党） （自由民主党） 無所属 （日本共産党） 22,518
9,276 7,524 4,194 1,524

渡辺義郎 はせがわ由美子 はっとり将也 よしだ隆一 うめはら紀美子 岡地くにお とうまつまさのり
（自由民主党） （公明党） （民主党） （民主党） （日本共産党） （自由民主党） （無所属） 55,407

11,597 10,204 9,930 8,399 8,188 6,279 810

堀場章 うえぞのふさえ 山田昌弘 ひざわ孝彦 わしの恵子 ムラセ博久 西村幸司
（自由民主党） （民主党） （民主党） （公明党） （日本共産党） （無所属） （自由民主党） 43,636

9,328 7,472 7,277 6,816 6,437 3,159 3,147

うかい春美 サイト実 すはら章 中村みつる 小出昭司 かわえ明美
（民主党） （自由民主党） （民主党） （公明党） （自由民主党） （日本共産党） 41,099
9,767 7,861 7,205 7,040 4,956 4,270

中田ちづこ のりたけ勅仁 こんどう政博
（自由民主党） （民主党） （日本共産党） 15,006

7,288 6,079 1,639

おくむら文洋 小島七郎 水平かずえ さとう典生 西川ひさし 片岡よしひろ
（民主党） （公明党） （自由民主党） （日本共産党） （自由民主党） （無所属） 31,963
11,324 5,804 4,915 4,664 4,453 803

渡辺ふさかず ふじた和秀 林孝則 前田ゆういち 森下とうじ 山内まさお
（民主党） （自由民主党） （公明党） （自由民主党） （日本共産党） （無所属） 33,675
10,471 8,028 6,129 3,593 3,372 2,082

おかどめ繁広 工藤彰三 西田とし子
（民主党） （自由民主党） （日本共産党） 21,106
9,341 7,830 3,935

久の浩平 木下まさる 中島りえ あさい日出雄 ばばのりこ 江上ひろゆき 岡本よしひろ いなもと和仁
（民主党） （公明党） （民主党） （自由民主党） （公明党） （日本共産党） （自由民主党） （自由民主党） 70,228
13,932 10,078 9,153 8,683 8,069 7,685 6,968 5,660

加藤かずと 江口ふみお 山口きよあき 坂野こうじゅ 荒川直之 井上ひさいち 江口しんじ
（民主党） （公明党） （日本共産党） （自由民主党） （無所属） （無所属） （無所属） 45,782.999
14,007 9,956.858 6,089 6,053 4,801 2,545 2,331.141

よこい利明 さはし典一 福田せいじ 橋本ひろき 藤沢忠将 佐野たかふみ
（自由民主党） （民主党） （公明党） （民主党） （自由民主党） （日本共産党） 50,066

10,934 9,668 9,181 7,660 6,698 5,925

小川としゆき こんばのぶお くれまつ順子 吉田しんご かまくら安男 東郷てつや 松井よしのり 村松ひとし
（民主党） （公明党） （日本共産党） （民主党） （民主党） （自由民主党） （自由民主党） （自由民主党） 51,424
10,000 7,590 6,755 6,483 5,470 5,329 5,264 4,533

加藤たけお 杉山ひとし 山本久樹 岡本やすひろ かとう典子 中里高之 岩本たかひろ 大草みのる 植木じゅん
（公明党） （民主党） （民主党） （民主党） （日本共産党） （自由民主党） （自由民主党） （日本共産党） （自由民主党） 68,459.999
13,031.694 10,284 9,515 8,915 8,836.305 7,522 4,466 3,227 2,663

ひび健太郎 丹羽ひろし ちかざわ昌行 こばやし祥子 とみた勝ぞう 田中せつ子
（民主党） （自由民主党） （民主党） （公明党） （社会民主党） （日本共産党） 43,791
9,915 7,861 7,356 6,674 6,588 5,397

田中りか 成田たかゆき もろくま修身 みわよしひろ 田口かずと 鈴木たかゆき
（民主党） （自由民主党） （民主党） （公明党） （日本共産党） （無所属） 43,081.999
9,672 9,175.232 8,620 6,791 6,647 2,176.767
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