
平成２７年４月１２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

伊神　邦彦 たなべ　雄一 山田　昌弘 さいとう　まこと 手塚　まさゆき つた　えりな 酒井　ケンタロー 佐野　洋一郎 たまき　真悟 杉浦　さとし 黒川　けいいち
(自由民主党) (公明党) (民主党) (民主党) (減税日本) (自由民主党) (日本共産党) (維新の党) (無所属) (無所属の会) (生活なごや) 43,606

7,120 6,437 5,625 5,617 5,010 4,447 4,429 2,342 1,337 634 608

中川　たかもと 佐藤　ゆうこ 谷　こうぞう むらせ　和弘 近藤　とくひさ
(自由民主党) (減税日本) (民主党) (日本共産党) (生活なごや) 20,994

9,220 7,236 2,113 1,726 699

はっとり　将也 はせがわ　由美子 渡辺　義郎 岡田　ゆき子 田山　ひろゆき 山本　やすなり くまだ　賢 あらふか　くめお ながはか　一光
(民主党) (公明党) (自由民主党) (日本共産党) (減税日本) (自由民主党) (維新の党) (無所属) (無所属) 49,230
8,874 8,858 8,577 7,947 7,582 4,312 1,984 712 384

浅野　たもつ うえぞの　晋介 鹿島　としあき さわだ　晃一 青木　ともこ 小山　けんいち
(自由民主党) (民主党) (減税日本) (公明党) (日本共産党) (維新の党) 40,587
10,811 8,216 7,328 6,224 5,091 2,917

うかい　春美 小出　昭司 斉藤　たかお 中村　みつる 藤井　ひろき さの　勉 梅岡　ゆか 冨田　ひでとし 山本　コトミ
(民主党) (自由民主党) (自由民主党) (公明党) (日本共産党) (減税日本) (維新の党) (無所属) (無所属) 40,775
9,545 7,094 6,833 6,054 3,867 3,103 2,516 1,395 368

中田　ちづこ 高橋　圭三 西山　あさみ ひしだ　聡一郎 のりたけ　勅仁 かとう　南 榎沢　利彦 あんま　ゆき さいとう　実咲
(自由民主党) (減税日本) (日本共産党) (民主党) (次世代の党) (無所属) (維新の党) (無所属の会) (無所属) 17,556

6,534 3,638 1,626 1,597 1,197 1,179 720 572 493

おくむら　文洋 西川　ひさし 大村　光子 柴田　たみお まの　さとし 加藤　あやこ
(民主党) (自由民主党) (減税日本) (日本共産党) (維新の党) (次世代の党) 28,238
9,703 7,570 4,433 3,836 1,672 1,024

ふじた　和秀 土居　よしもと 塚本　つよし 金城　ゆたか かのう　拓人 前田　ゆういち 荒川　かずお 川崎　つとむ
(自由民主党) (民主党) (維新の党) (減税日本) (日本共産党) (無所属) (生活なごや) (無所属) 30,082
10,711 5,510 4,020 3,219 3,027 2,078 759 758

森　ともお 服部　しんのすけ 西田　とし子 森脇　けん かたぎり　えいこ
(民主党) (自由民主党) (日本共産党) (減税日本) (維新の党) 18,675
5,732 5,015 3,270 3,052 1,606

久の　浩平 木下　まさる 岡本　よしひろ あさい　正仁 ばば　のりこ 江上　ひろゆき 髙木　よしひで 山崎　まさひろ 広田　幸治 林　なおき いとう　ひろし 田畑　和紀
(民主党) (公明党) (自由民主党) (自由民主党) (公明党) (日本共産党) (減税日本) (民主党) (維新の党) (無所属) (社会民主党) (生活なごや) 61,026
11,643 7,907 7,714 7,591 7,293 6,641 5,186 2,859 2,510 814 442 426

加藤　かずと 佐藤　けんいち 山口　きよあき 吉田　茂 坂野　こうじゅ うさみ　いく愛 下村　ただし ぎょうぶ　光芳
(民主党) (公明党) (日本共産党) (自由民主党) (自由民主党) (無所属) (維新の党) (減税日本) 39,304
9,924 7,910 5,602 4,359 4,097 2,757 2,392 2,263

よこい　利明 藤沢　ただまさ 福田　せいじ 橋本　ひろき 高橋　ゆうすけ 湯川　ひでみつ 大大　大輔 との　周二 中村　こうどう 永田　真一
(自由民主党) (自由民主党) (公明党) (民主党) (日本共産党) (減税日本) (維新の党) (無所属) (生活なごや) (無所属) 43,222

9,255 8,892 7,449 6,371 4,450 3,309 2,637 355 335 169

小川　としゆき 松井　よしのり こんば　のぶお くれまつ　順子 北野　よしはる かまくら　安男 松山　とよかず 奥田　みつぐ 松原　みさこ
(民主党) (自由民主党) (公明党) (日本共産党) (自由民主党) (減税日本) (減税日本) (維新の党) (無所属の会) 49,271
13,787 9,632 6,867 5,737 3,993 3,981 2,988 1,340 946

近藤　かずひろ 岡本　やすひろ 岩本　たかひろ 中里　高之 さはし　あこ ますだ　成美 松本　まもる 余語　さやか 山本　久樹 古川　まこと おさじま　直人 さいとう　ゆきお
(公明党) (民主党) (自由民主党) (自由民主党) (日本共産党) (減税日本) (民主党) (減税日本) (維新の党) (日本共産党) (次世代の党) (無所属) 73,006
12,207 11,219 9,632 9,352 6,353 6,215 4,652 4,374 4,095 3,169 876 862

ひび　健太郎 丹羽　ひろし こばやし　祥子 さいとう　愛子 あさい　康正 くずや　利枝 高木　しほう
(民主党) (自由民主党) (公明党) (日本共産党) (減税日本) (自由民主党) (維新の党) 43,900
11,506 7,721 6,710 5,091 4,911 4,778 3,183

成田　たかゆき 三輪　よしひろ 田口　かずと 田中　りか 鈴木　たかゆき 加納　やすこ 堀田　たいき もろくま　修身 びとう　裕子 太田　敏光
(自由民主党) (公明党) (日本共産党) (民主党) (減税日本) (自由民主党) (維新の党) (無所属) (次世代の党) (無所属) 43,988.999
8,754.238 6,925 6,636 6,411 5,383.761 3,479 3,045 2,294 549 512
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