
平成２３年３月１３日執行　名古屋市議会議員一般選挙　開票の結果

区　名 定数 候補者数 得票累計

たなべ雄一 黒川けいいち 伊神邦彦 さいとうまこと たまき真吾 藤井ひろやす 黒田二郎 ふじ田たくじ 梅村邦子 杉浦さとし 東谷ゆか ふなと豊子
(公明党) (減税日本) (自由民主党) (民主党) (減税日本) (自由民主党) (日本共産党) (減税日本) (民主党) (無所属) (無所属) (みんなの党) 54,715

8,034 6,785 5,453 5,152 4,875 4,868 4,489 4,488 4,196 2,286 2,123 1,966

中川たかもと 近藤とくひさ 梅村まみ子 むらせ和弘
(自由民主党) (減税日本) (民主党) (日本共産党) 24,846
9,663 9,280 4,538 1,365

はせがわ由美子 渡辺義郎 田山ひろゆき はっとり将也 岡田ゆき子 そのだはるお あらふかくめお よしだ隆一 奥田みつぐ
(公明党) (自由民主党) (減税日本) (民主党) (日本共産党) (減税日本) (減税日本) (民主党) (無所属) 59,051
10,195 9,582 9,353 6,785 6,148 6,106 5,505 4,248 1,129

山田まな 堀場章 さわだ晃一 鹿島としあき わしの恵子 うえぞのふさえ 半田こうじ 山田昌弘 清水けんいち
(減税日本) (自由民主党) (公明党) (減税日本) (日本共産党) (民主党) (減税日本) (民主党) (無所属) 51,158.999
10,497.733 8,891 7,685 6,184 4,944 4,561 4,108 3,817.266 471

冨田ひでとし 中村みつる うかい春美 かとう修 斉藤たかお 小出昭司 藤井ひろき 高吉ひでき 鈴木よういち 伊井寿
(減税日本) (公明党) (民主党) (減税日本) (自由民主党) (自由民主党) (日本共産党) (民主党) (みんなの党) (無所属) 47,380
9,060 8,349 6,914 6,271 6,211 5,020 2,466 1,484 1,429 176

のりたけ勅仁 中田ちづこ さいとう実咲 石原あんり こんどう政博
(減税日本) (自由民主党) (減税日本) (民主党) (日本共産党) 20,654
7,801 6,926 3,454 1,314 1,159

おくむら文洋 中村孝太郎 大村光子 西川ひさし 水平かずえ さとう典生
(民主党) (減税日本) (減税日本) (自由民主党) (自由民主党) (日本共産党) 35,299
7,885 7,609 6,440 5,195 4,347 3,823

荒川かずお ふじた和秀 渡辺ふさかず 金城ゆたか 前田ゆういち 島田とおる 川崎つとむ 山内しげお
(減税日本) (自由民主党) (民主党) (減税日本) (自由民主党) (日本共産党) (みんなの党) (無所属) 35,975
9,746 7,056 5,423 4,158 3,750 2,404 2,011 1,427

かたぎりえいこ おかどめ繁広 望月大輔 西田とし子
(減税日本) (民主党) (自由民主党) (日本共産党) 21,987
9,082 5,901 4,031 2,973

木下まさる 山崎まさひろ ばばのりこ 久の浩平 岡本よしひろ あさい正仁 林なおき かめやま理 江上ひろゆき 中島りえ はらひろみ 高田いさお
(公明党) (減税日本) (公明党) (民主党) (自由民主党) (自由民主党) (減税日本) (減税日本) (日本共産党) (民主党) (みんなの党) (無所属) 76,120
10,311 9,397 8,864 8,540 7,380 6,969 6,954 5,943 5,354 3,861 1,920 627

佐藤けんいち 加藤かずと うさみいく愛 坂野こうじゅ 山口きよあき 安井しんじ 服部こうしょう 瀬島いさお
(公明党) (民主党) (減税日本) （自由民主党） (日本共産党) (民主党) (減税日本) (減税日本) 47,287
9,552 8,325 7,941 5,527 5,037 4,098 3,472 3,335

よこい利明 福田せいじ 藤沢ただまさ 中村孝道 ゆかわひでみつ 岡江智子 佐野たかふみ 石川朋 橋本ひろき
（自由民主党） (公明党) （自由民主党） (減税日本) (減税日本) (減税日本) (日本共産党) (民主党) (民主党) 52,534
10,357 9,078 7,036 5,778 5,269 4,102 3,771 3,581 3,562

小川としゆき こんばのぶお 松山とよかず 松井よしのり 東郷てつや とみぐち潤之輔 まつばらみさこ かまくら安男 くれまつ順子 増田ゆうじ
（民主党） （公明党） (減税日本) （自由民主党） （自由民主党） (減税日本) (減税日本) （民主党） (日本共産党) (みんなの党) 60,156
9,257 7,676 6,895 6,854 6,101 5,765 5,709 5,004 4,752 2,143

近藤かずひろ 河合まさる 余語さやか 中里高之 岩本たかひろ さはしあこ 山本久樹 岡本やすひろ 佐野しゅんすけ 田中達成 杉山ひとし さいとうゆきお 安藤えいご
（公明党） (減税日本) (減税日本) （自由民主党） （自由民主党） (日本共産党) （民主党） （民主党） (減税日本) (減税日本) (無所属) (みんなの党) (無所属) 81,105
11,288 11,142 9,205 7,587 6,153 5,916 5,873 5,720 4,307 4,248 3,614 3,374 2,678

こばやし祥子 ひび健太郎 舟橋たけし 丹羽ひろし あさい康正 ひがしゆうこ ちかざわ昌行 井上しんいちろう 高橋すすむ
（公明党） （民主党） (減税日本) （自由民主党） (減税日本) (減税日本) （民主党） (みんなの党) (日本共産党) 51,783
8,295 7,687 6,948 6,889 6,020 4,959 4,289 3,775 2,921

三輪よしひろ 成田たかゆき 鈴木たかゆき 堀田たいき 田口かずと 田中りか びとう裕子 もろくま修身 福岡ゆう作 太田敏光
（公明党） （自由民主党） (減税日本) (減税日本) （日本共産党） （民主党） (減税日本) （民主党） (みんなの党) (無所属) 52,498.999
8,956 7,868.029 7,416.970 6,171 5,394 4,564 4,547 4,017 2,572 993
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