
戦前期東京府における府議会議員総選挙の結果について(櫻井良樹)

郡市区名 有権者数 有効投票数 候補者名 党　名 得票数 当落 不明票数
投票者数 投票率

1899年9月25日結果 (東朝9月27日、南葛飾・北多摩郡は東日9月27日、西多摩郡は時事9月27日、

西多摩・北多摩郡有権者数は東京府統計書、公文書館)

荏原郡 3,698 谷岡慶治 憲政党 1,015 当選
田中新造 憲政本党 903 当選
岸田吟次 223 落選
中村新蔵 69 落選
他９人 9 落選 1479

豊多摩郡 2,095 高松喜六 憲政党 662 当選
内藤庄三郎 憲政本党 489 当選
伊藤祐次 7 落選
相沢喜兵衛 4 落選
内藤正右衛門 2 落選
矢島万次郎 1 落選
巻野□太郎 1 落選
小清水佐右衛門 1 落選 928

北豊島郡 3,359 榎本常三郎 憲政党 865 当選
中村金之丞 憲政本党 825 当選
吉田金太郎 757 落選 912

南足立郡 1,702 牛込金三 憲政本党 702 当選
富岡彦太郎 無所属 414 落選
宮城金之助 無所属 204 落選
他 41 落選 341

南葛飾郡 2,518 中里民平 憲政党 960 当選
関根保太郎 無所属 687 当選
小沢庄助 憲政本党 355 落選
他 12 落選 504

西多摩郡 2,114 瀬沼伊兵衛 憲政党 564 当選
森田退蔵 無所属 516 当選
田中隆之助 348 落選 686

南多摩郡 3,641 林副重 憲政党 681 当選
井上吉之助 憲政党 387 当選
土方房五郎 憲政党 173 落選 2400

北多摩郡 3,926 富沢松之助 憲政本党 641 当選
比留間邦之助 憲政党 639 当選
大久保善左衛門 憲政党 51 落選
内野杢左衛門 憲政党 24 落選
他 4 落選 2567

1903年9月25日結果 (東日9月27日、有権者数は国民新聞9月29日)

荏原郡 3,223 1,960 谷岡慶治 992 当選
1,999 62.02 田中新造 887 当選

豊田周作 120 落選 -39
豊多摩郡 2,231 1,291 井田忠信 685 当選

1,321 59.21 伊藤祐次 589 当選 17
北豊島郡 3,728 1,142 大木金兵衛 574 当選

1,173 31.46 吉田金太郎 506 当選 62
南足立郡 1,667 423 牛込金三 399 当選

440 26.39 富岡彦太郎 17 落選 7
南葛飾郡 2,547 2,368 中里民平 877 当選

2,394 93.99 大川誠吾 795 当選
小島重兵衛 775 落選 -79

西多摩郡 2,256 1,173 瀬沼伊兵衛 当選
1,197 53.06 小沢芳重 当選 1173

南多摩郡 3,939 1,728 松井寅太郎 861 当選
1,755 44.55 井上吉之助 855 当選 12

北多摩郡 4,186 2,150 秋本喜七 1,274 当選

東　京　府(郡部)
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2,186 52.22 佐伯幸四郎 811 当選 65
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1907年9月25日結果 (府史、党名は東日9月27日、南足立郡の牛込は都月27日)

荏原郡 4,129 2,969 村林彦之 憲政本党 1,245 当選
3,090 74.84 谷岡慶治 政友会 971 当選

豊田周作 政友会 732 落選
その他10人 21 落選 0

豊多摩郡 2,893 1,888 井田忠信 政友会 960 当選
1,938 66.99 伊藤祐治 政友会 699 当選

玉置直門 無所属 222 落選
その他6人 7 落選 0

北豊島郡 4,103 3,268 川口彌三郎 政友会 1,351 当選
3,347 81.57 大木金兵衛 政友会 992 当選

吉田金太郎 政友会 871 落選
その他25人 54 落選 0

南足立郡 1,986 517 富岡彦太郎 政友会 503 当選
532 26.79 牛込金三 2 落選

その他3人 12 落選 0
南葛飾郡 3,317 2,561 中里民平 政友会 1,400 当選

2,581 77.81 鶴岡英文 政友会 1,161 当選 0
西多摩郡 3,525 1,274 瀬沼伊兵衛 政友会 759 当選

1,299 36.85 小沢芳重 政友会 498 当選
その他9人 17 落選 0

南多摩郡 4,805 1,266 松井寅太郎 政友会 716 当選
1,279 26.62 渋谷亀蔵 政友会 536 当選

その他8人 14 落選 0
北多摩郡 5,745 2,384 秋本喜七 政友会 1,590 当選

2,421 42.14 佐伯幸四郎 政友会 777 当選
その他16人 17 落選 0

1911年9月25日結果 (府史、党名は東日9月27日、荏原郡の栗山・北豊島郡の浅賀は国民9月27日)

荏原郡 4,760 3,726 豊田周作 政友会 955 当選
3,766 79.12 谷岡慶治 政友会 942 当選

村林彦之 国民党 933 当選
栗山友次郎 国民党 888 落選
その他8人 8 落選 0

豊多摩郡 3,767 2,648 井田忠信 政友会 976 当選
2,689 71.38 伊藤祐治 政友会 734 当選

相沢喜兵衛 政友会 521 当選
中西清一 415 落選
その他2人 2 落選 0

北豊島郡 4,677 3,935 大木金兵衛 政友会 1,107 当選
4,032 86.21 川口彌三郎 政友会 970 当選

篠五郎作 政友会 959 当選
浅賀長兵衛 政友会 888 落選
その他10人 11 落選 0

南足立郡 2,032 501 佐々木東海 政友会 491 当選
515 25.34 富岡彦太郎 4 落選

その他5人 6 落選 0
南葛飾郡 3,496 1,775 中島守利 政友会 933 当選

1,812 51.83 鶴岡英文 政友会 838 当選
その他4人 4 落選 0

西多摩郡 3,299 1,079 木崎平六 政友会 584 当選
1,090 33.04 瀬沼伊兵衛 政友会 490 当選

その他5人 5 落選 0
南多摩郡 4,750 1,558 斎藤政吉 政友会 811 当選

1,578 33.22 富沢政賢 政友会 690 当選
志村吉十郎 50 落選
その他5人 7 落選 0

北多摩郡 5,604 5,095 秋本喜七 政友会 2,193 当選
5,165 92.17 井上平左衛門 政友会 1,788 当選

紅林七五郎 政友会 1,113 落選
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某 1 落選 0
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1915年9月25日結果 (府史、党名は東日9月27日)

荏原郡 5,717 3,741 谷岡慶治 政友会 1,018 当選
3,788 66.26 栗山友次郎 無所属 922 当選

豊田周作 政友会 851 当選
村林彦之 無所属 820 当選
森正名 同志会 123 落選
その他5人 7 落選 0

豊多摩郡 5,559 3,669 朝倉虎治郎 無所属 885 当選
3,726 67.03 井田忠信 政友会 657 当選

市倉兼吉 無所属 575 当選
伊藤祐治 政友会 521 当選
相沢喜兵衛 無所属 516 落選
田村一清 同志会 402 落選
佐藤家吉 同志会 77 落選
岡部国太郎 無所属 35 落選
某 1 落選 0

北豊島郡 5,836 3,489 浅賀長兵衛 無所属 1,057 当選
3,542 60.69 大木金兵衛 政友会 967 当選

花井源兵衛 政友会 680 当選
吉田利兵衛 無所属 412 当選
青山菊次郎 無所属 346 落選
その他24人 27 落選 0

南足立郡 1,999 869 常田大蔵 無所属 568 当選
877 43.87 佐々木東海 政友会 289 落選

その他6人 12 落選 0
南葛飾郡 3,502 2,643 中島守利 政友会 873 当選

2,690 76.81 鶴岡英文 無所属 667 当選
木下勝太郎 無所属 511 当選
奈良林浅次郎 同志会 402 落選
田島誠一 国民党 185 落選
その他2人 5 落選 0

西多摩郡 3,481 2,717 木村信三 無所属 1,117 当選
2,745 78.86 瀬沼伊兵衛 政友会 888 当選

福島文長 政友会 709 落選
その他3人 3 落選 0

南多摩郡 4,690 3,781 大塚七兵衛 政友会 1,552 当選
3,817 81.39 平林定兵衛 政友会 1,308 当選

渋谷定吉 同志会 894 落選
その他12人 27 落選 0

北多摩郡 6,083 4,619 中村半左衛門 同志会 1,825 当選
4,696 77.20 紅林七五郎 政友会 1,443 当選

山本源太郎 政友会 1,343 落選
その他6人 8 落選 0

1919年9月25日結果 (府史、党名は東日・東朝・万朝9月27日)

八王子市 848 467 小川時太郎 無所属 458 当選
470 55.42 平林定兵衛 政友会 5 落選

その他 4 落選 0
荏原郡 5,841 4,420 平林浅次郎 政友会 1,039 当選

4,477 76.65 森田節 政友会 1,014 当選
伊藤武七郎 憲政会 1,005 当選
栗山友次郎 憲政会 775 当選
村林彦之 憲政会 580 落選
その他6人 7 落選 0

豊多摩郡 6,143 4,237 朝倉虎治郎 政友会 839 当選
4,278 69.64 伊藤祐治 政友会 792 当選

市倉兼吉 憲政会 749 当選
井田忠信 政友会 656 当選
秋好善太郎 政友会 534 当選
矢野芳弘 憲政会 414 落選
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岡部国太郎 憲政会 244 落選
その他7人 9 落選 0

北豊島郡 6,168 4,835 保坂治太郎 憲政会 852 当選
4,879 79.10 浅賀長兵衛 憲政会 813 当選

篠房輔 政友会 744 当選
大木金兵衛 政友会 632 当選
小宮山佐次郎 憲政会 605 当選
花井源兵衛 政友会 560 当選
吉田治郎八 351 落選
河端作兵衛 267 落選
その他10人 11 落選 0

南足立郡 1,926 1,601 鈴木儀兵衛 政友会 896 当選
1,606 83.39 常田大蔵 憲政会 702 落選

その他3人 3 落選 0
南葛飾郡 3,513 3,040 田中源 政友会 929 当選

3,079 87.65 小島重太郎 政友会 643 当選
鶴岡英文 憲政会 570 当選
中島守利 政友会 568 当選
木下勝太郎 憲政会 329 落選
某 1 落選 0

西多摩郡 3,331 2,941 岸忠左衛門 政友会 1,130 当選
2,962 88.92 根岸太助 政友会 1,079 当選

木村信三 無所属 731 落選
某 1 落選 0

南多摩郡 3,940 3,400 青木純造 政友会 1,327 当選
3,419 86.78 小川平吉 政友会 1,242 当選

尾崎栄治 無所属 829 落選
その他2人 2 落選 0

北多摩郡 5,994 4,945 小柳九一郎 憲政会 1,491 当選
4,997 83.37 石井寅三 政友会 1,412 当選

紅林七五郎 政友会 1,335 落選
桜井平八 無所属 706 落選
某 1 落選 0

1924年6月10日結果 (府史、党名は東日・東朝6月12日)

八王子市 2,233 2,084 木住野朝三 政友会 1,089 当選
2,096 93.86 城所国三郎 憲政会 994 落選

某 1 落選 0
荏原郡 14,953 11,395 立石知満 政友本党 2,239 当選

11,540 77.18 平林浅次郎 政友本党 1,760 当選
森田節 政友本党 1,694 当選
伊藤武七郎 革新倶楽部 1,432 当選
西村菊次郎 無所属 1,243 当選
石井孝三郎 革新倶楽部 1,152 落選
大橋清太郎 憲政会 1,011 落選
鈴木堅次郎 845 落選
その他16人 19 落選 0

豊多摩郡 15,907 10,764 内田秀五郎 政友会 1,713 当選
10,857 68.25 高橋信汎 無所属 1,460 当選

朝倉虎治郎 政友会 1,423 当選
市倉兼吉 憲政会 1,119 当選
吉田丕文 憲政会 961 当選
井田忠信 政友本党 886 当選
矢野芳弘 憲政会 684 落選
秋好善太郎 政友会 628 落選
佐藤栄志 570 落選
今仁伊之吉 532 落選
桑原晴民 303 落選
その他23人 485 落選 0

北豊島郡 16,761 12,584 大木金兵衛 政友会 1,348 当選
12,772 76.20 林連 政友会 1,266 当選
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小泉金之助 政友会 1,158 当選
榎本  太郎 憲政会 1,125 当選
篠房輔 政友会 1,052 当選
石井武一郎 憲政会 1,044 当選
有馬浅雄 憲政会 899 当選
丸沢万五郎 政友会 825 当選
保坂治太郎 憲政会 824 落選
吉田治郎八 772 落選
高木金次郎 765 落選
田代鈴吉 665 落選
その他12人 840 落選 1

南足立郡 3,713 2,986 鈴木清一 政友会 1,571 当選
3,001 80.82 岩田英男 憲政会 1,360 落選

その他5人 55 落選 0
南葛飾郡 9,682 8,550 鶴岡和文 憲政会 2,169 当選

8,642 89.26 田中源 政友会 1,985 当選
島田文治 政友会 1,301 当選
右川慶治 政友会 1,126 当選
木村元吉 憲政会 988 落選
宇田川啓輔 863 落選
松崎才次郎 112 落選
その他6人 6 落選 0

西多摩郡1 6,265 5,696 岩浪光二郎 政友会 3,412 当選
5,765 92.02 並木大松 憲政会 2,280 落選

その他3人 4 落選 0
西多摩郡2 3,653 2,451 岸忠左衛門 政友会 2,436 当選

2,499 68.41 その他7人 15 落選 0
南多摩郡 8,442 6,528 森円蔵 政友会 2,697 当選

6,604 78.23 高城正次 政友会 2,463 当選
木目田宗助 憲政会 1,347 落選
その他15人 21 落選 0

北多摩郡1 5,483 4,949 榎本利亮 政友会 2,461 当選
5,022 91.59 吉野豊次郎 憲政会 1,908 落選

矢部甚吾 577 落選
その他3人 3 落選 0

北多摩郡2 5,275 4,744 中村亨 政友会 2,827 当選
4,798 90.96 桜井平八 憲政会 1,917 落選 0

1928年6月10日結果 (府史、党名は東朝6月5日・12日)

八王子市 8,139 6,627 荻島健吉 民政党 3,452 当選
6,713 82.48 木住野朝三 政友会 3,006 落選

森田喜市郎 民衆党 169 落選 0
荏原郡 79,011 45,572 大橋清太郎 民政党 5,463 当選

46,701 59.11 平林真之助 民政党 3,974 当選
平林浅次郎 政友会 3,876 当選
立石知満 政友会 3,147 当選
横溝直也 民政党 3,024 当選
西村菊次郎 政友会 3,007 当選
伊藤武七郎 民政党 2,717 当選
須田金五郎 民政党 2,511 当選
相川常松 民政党 2,307 当選
鈴木堅次郎 民政党 2,191 当選
石田小太郎 無所属 1,751 落選
木村盛 民衆党 1,635 落選
鏑木小平次 政友会 1,567 落選
関根政治 日労 1,538 落選
秋山幸助 民政党 1,101 落選
森茂 政友会 1,019 落選
後藤伝兵衛 政友会 1,007 落選
中山作介 民政党 725 落選
菊池政雄 無所属 583 落選
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仲沢芳朗 無所属 547 落選
石丸優三 無所属 528 落選
中田惣寿 新党準備会 490 落選
太田欽吾 無所属 306 落選
高橋順之助 無所属 277 落選
田村満治 無所属 209 落選
吉瀬才市郎 民政党 落選
松井源次郎 民政党 落選
山崎賢次 無所属 落選
橋本幸市 無所属 落選 72

豊多摩郡 70,156 38,163 川本金太郎 民政党 3,748 当選
38,404 54.74 朝倉虎治郎 政友会 3,716 当選

内田秀五郎 政友会 2,848 当選
吉田丕文 民政党 2,608 当選
伊藤金左衛門 政友会 2,586 当選
三上英雄 政友会 1,997 当選
井上熊夫 政友会 1,941 当選
小針孫太郎 民政党 1,882 当選
永谷武右衛門 民政党 1,865 当選
山田広治 民政党 1,753 落選
鈴木雄一 無所属 1,698 落選
秋山文次 政友会 1,570 落選
関口新太郎 民政党 1,511 落選
川田友之 政友会 1,384 落選
佐藤栄志 無所属 1,383 落選
三輪寿壮 日労 1,217 落選
渡辺綱雄 民政党 1,046 落選
原虎一 民衆党 1,033 落選
集貝周造 無所属 840 落選
田利清 民政党 487 落選
宮城島勝造 無所属 313 落選
佐々城貢 無所属 230 落選
山田権太 民政党 176 落選
岡部国太郎 政友会 168 落選
菅谷洋一郎 無所属 落選
上木神秀三 無所属 落選
池田儀栄 民政党 落選 163

北豊島郡 103,738 65,738 中村梅吉 民政党 4,284 当選
66,345 63.95 有馬浅雄 政友会 3,949 当選

林連 政友会 3,593 当選
大木金兵衛 政友会 3,436 当選
山口久太郎 政友会 3,274 当選
石川光孝 民政党 3,249 当選
為藤五郎 民衆党 3,007 当選
篠房輔 政友会 2,866 当選
石井武一郎 政友会 2,738 当選
佐藤久太郎 民政党 2,685 当選
近藤誠一郎 民政党 2,564 当選
丸山秀天 無所属 2,554 当選
小柴惣九郎 政友会 2,362 当選
横瀬精一 民政党 2,253 落選
鏑木由七郎 政友会 2,056 落選
保坂治太郎 民政党 1,959 落選
小泉金之助 民政党 1,958 落選
天野頼義 政友会 1,766 落選
新条勝太郎 政友会 1,593 落選
藤井熊太郎 民政党 1,504 落選
浜野清吾 民衆党 1,496 落選
岩内善作 日労 1,308 落選
海老原武雄 民政党 1,177 落選
金田善吉 民政党 1,156 落選

 1999年８月21日訂正p.8



戦前期東京府における府議会議員総選挙の結果について(櫻井良樹)

布施泰治 民政党 1,059 落選
宮崎仙吾 民政党 936 落選
小形一栄 政友会 886 落選
田村忠之助 民政党 871 落選
荻原中 新党準備会 830 落選
高津福義 民政党 569 落選
飯塚仁助 民政党 395 落選
古家重朗 民政党 365 落選
斎藤孝一郎 政友会 305 落選
杉山三治 革新 273 落選
志村五郎作 安国党 落選
海老原武雄 民政党 落選
坂本辰之助 無所属 落選
森直次 無所属 落選
佐々木泰治 民政党 落選
下村利一 借家借地人同盟 落選 462

南足立郡 16,051 9,763 吉田四郎平 政友会 3,867 当選
9,833 61.26 石川勝祐 民政党 3,409 当選

土屋政愛 政友会 2,224 落選
柴田文次郎 民政党 263 落選 0

南葛飾郡 57,623 38,245 田中源 政友会 5,737 当選
38,716 67.19 島村一郎 無所属 5,165 当選

大沢梅次郎 民政党 3,469 当選
山田清 民政党 3,330 当選
小宮次郎七 政友会 3,209 当選
島田文治 政友会 2,962 当選
鈴木浅吉 民政党 2,635 当選
木村元吉 政友会 2,557 落選
田辺鉄蔵 民政党 1,936 落選
宇野信次郎 日労 1,749 落選
田口良之助 民政党 1,652 落選
貝瀬正雄 民衆党 1,346 落選
和気琴作 民政党 925 落選
丸山松江 無所属 417 落選
小林重太郎 無所属 297 落選
大友富蔵 民政党 263 落選
橋爪栄治郎 新党準備会 251 落選
市東孝 民政党 173 落選
藤谷龍雲 民政党 172 落選 0

西多摩郡 19,385 16,482 並木俊蔵 民政党 5,828 当選
16,583 85.55 森田幸三 政友会 5,376 当選

岩浪光二郎 政友会 5,278 落選 0
南多摩郡 17,359 10,778 森円蔵 政友会 3,703 当選

10,867 62.60 橋本喜市 政友会 2,662 当選
奥住相次郎 政友会 2,249 落選
武藤静三 民政党 2,164 落選 0

北多摩郡 24,670 18,663 原直治 民政党 5,715 当選
18,774 76.10 小川孝喜 政友会 4,950 当選

井上　三 政友会 3,665 当選
井野久太郎 政友会 3,596 落選
森谷三津太郎 民政党 737 落選 0

1932年6月10日結果 (東朝6月12日・6月12日夕、府会議員選挙調、東京府統計書・粛正1)

八王子市 9,079 6,748 北村勝 政友会 3,386 当選
6,835 75.31 荻島健吉 民政党 3,362 落選 0

荏原郡 120,723 66,852 大橋清太郎 民政党 6,142 当選
67,804 56.16 鈴木堅次郎 民政党 4,199 当選

伊藤武七郎 民政党 3,754 当選
石原永明 政友会 3,526 当選
渋谷鶴松 民政党 3,404 当選
石田小太郎 政友会 3,246 当選
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相川常松 民政党 3,222 当選
島崎七郎 政友会 3,214 当選
柴田元喜 民政党 3,201 当選
小原厚 政友会 2,950 当選
平林浅次郎 政友会 2,515 当選
浪貝清豪 民政党 2,488 当選
鏑木小平次 政友会 2,480 当選
正岡経利 民政党 2,459 当選
森茂 政友会 2,411 当選
仲沢芳朗 政友会 2,274 落選
三浦末吉 政友会 2,112 落選
幸塚善五郎 政友会 1,884 落選
原虎一 社会民衆党 1,635 落選
広川弘 政友会 1,464 落選
高梨二男 社会民衆党 1,219 落選
浅尾勝弥 政友会 1,187 落選
近藤栄蔵 国民日本 1,019 落選
岩波雅哉 政友会 1,000 落選
北代章 政友会 907 落選
中野清重 政友会 742 落選
猪熊八十太郎 民政党 706 落選
鏡省三 政友会 473 落選
原猪之助 民政党 397 落選
井上安治郎 無所属 321 落選
山崎賢次 政友会 301 落選 0

豊多摩郡 87,357 49,455 内田秀五郎 政友会 3,970 当選
50,025 57.27 朝倉虎治郎 政友会 3,781 当選

伊藤徳蔵 政友会 3,517 当選
川田友之 政友会 3,442 当選
石原堪右衛門 政友会 2,796 当選
伊藤金左衛門 政友会 2,792 当選
窪寺伝吉 政友会 2,754 当選
川本金太郎 民政党 2,720 当選
関口新太郎 民政党 2,469 当選
井上熊夫 政友会 2,409 当選
長岩友栄 民政党 2,151 当選
関口弥三郎 民政党 2,023 当選
小針孫太郎 民政党 1,997 落選
吉田丕文 民政党 1,952 落選
浅川保平 無所属 1,603 落選
勝田穂策 社会民衆党 1,582 落選
太田庄太郎 政友会 1,474 落選
戸田千葉 政友会 1,146 落選
藤田誓夫 政友会 1,124 落選
渡辺長重 民政党 942 落選
国友東吾 政友会 889 落選
友広信香 民政党 631 落選
赤羽六三郎 政友会 614 落選
荒木好三 政友会 289 落選
桑原晴民 無所属 225 落選
峰崎為次 愛国勤労 163 落選 0

北豊島郡 138,560 90,515 中村梅吉 民政党 6,760 当選
91,573 66.09 天野頼義 政友会 5,727 当選

丸山秀天 政友会 4,553 当選
小泉金之助 無所属 4,429 当選
横瀬精一 民政党 4,139 当選
飯島弥十郎 政友会 4,089 当選
近藤誠一郎 民政党 4,079 当選
浜野清吾 民政党 3,881 当選
山口久太郎 政友会 3,852 当選
佐藤久太郎 民政党 3,761 当選
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林連 政友会 3,564 当選
石山源助 民政党 3,260 当選
小柴惣九郎 政友会 3,256 当選
臼倉平十郎 政友会 2,813 当選
為藤五郎 社会民衆党 2,764 当選
石井武一郎 政友会 2,673 当選
鏑木由七郎 政友会 2,460 落選
小川紋太郎 政友会 2,429 落選
増田重徳 政友会 2,407 落選
篠房輔 政友会 2,390 落選
新条勝太郎 政友会 2,389 落選
下村元治郎 政友会 2,343 落選
藤井熊太郎 民政党 2,088 落選
海老原武雄 民政党 1,880 落選
俵次雄 大衆党 1,777 落選
新倉留吉 政友会 1,642 落選
須藤喜三郎 民政党 1,207 落選
西山茂幹 民政党 1,125 落選
田村忠之助 政友会 809 落選
山田正哉 民政党 572 落選
持田 政友会 532 落選
牛島観良 政友会 282 落選
坂本辰之助 無所属 272 落選
横田多門 地方無産 234 落選
小松一男 民政党 61 落選
平井正武 地方無産党 16 落選 0

南足立郡 22,281 10,742 佐久間栄吉 民政党 4,953 当選
10,942 49.11 土屋政愛 政友会 2,952 当選

新井京太 無所属 1,748 落選
竹本信一 無所属 1,089 落選 0

南葛飾郡 81,936 56,231 田中源 政友会 6,700 当選
56,980 69.54 大沢梅次郎 民政党 6,454 当選

山田清 民政党 5,461 当選
小宮次郎七 政友会 5,113 当選
野口辰五郎 政友会 4,638 当選
小林伝治 政友会 4,409 当選
木村元吉 政友会 3,663 当選
渋谷雄太郎 政友会 3,614 当選
大和久弥惣吉 民政党 3,606 当選
島田文治 政友会 3,228 落選
下河原金平 政友会 1,921 落選
熊本虎蔵 社会民衆党 1,792 落選
宇野信次郎 地方無産 1,728 落選
小松原光太郎 大衆党 1,532 落選
織本利 大衆党 990 落選
成田直 政友会 968 落選
矢作巳之助 政友会 224 落選
伊地知義一 日本生産党 190 落選 0

西多摩郡 20,633 無投票 岩浪光二郎 政友会 無投票 当選
並木俊蔵 民政党 無投票 当選

南多摩郡 17,850 9,621 五十嵐孝三 政友会 3,877 当選
9,735 54.54 横田秀隆 政友会 3,615 当選

小谷田弥市 民政党 2,129 落選 0
北多摩郡 28,574 18,618 小野熊太郎 民政党 4,889 当選

18,790 65.76 小川孝喜 政友会 3,816 当選
井上　三 政友会 3,781 当選
吉野豊次郎 政友会 3,082 落選
石井扇吉 政友会 2,581 落選
大沢賢治 政友会 469 落選 0

1936年6月10日結果 (東京市公報6月16日、東朝6月12日夕、東京府統計書・粛正1)
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品川区 38,539 22,847 大橋清太郎 民政党 5,495 当選
23,285 60.42 中島勝五郎 民政党 3,869 当選

植田重義 社会大衆党 3,658 当選
森茂 政友会 3,495 当選
安藤久蔵 政友会 3,334 落選
西本啓 民政党 2,237 落選
松原梅吉 政友会 759 落選 0

目黒区 29,725 16,376 島崎七郎 政友会 5,185 当選
16,708 56.21 渋谷鶴松 民政党 4,520 当選

高梨二男 社会大衆党 4,043 当選
牧野松太郎 労農無産 2,628 落選 0

荏原区 32,291 19,040 鏑木小平次 政友会 4,012 当選
19,385 60.03 安平鹿一 労農無産 3,512 当選

平沢忠七 民政党 3,027 当選
正岡経利 民政党 2,646 落選
飯田五平 社会大衆党 2,349 落選
市川治作 民政党 1,842 落選
斎藤和助 政友会 1,652 落選 0

大森区 38,418 21,384 平林浅次郎 政友会 5,104 当選
21,698 56.48 松本淳造 社会大衆党 4,111 当選

渡辺銀造 民政党 2,946 当選
三輪盛吉 労農無産 2,471 当選
原田光 民政党 1,682 落選
小沼虎之助 政友会 1,678 落選
久保井良輔 民政党 1,479 落選
北代章 政友会 1,415 落選
上村松五郎 無所属 498 落選 0
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蒲田区 27,916 15,951 小島富次郎 民政党 5,447 当選
16,367 58.63 藤巻多一 社会大衆党 4,827 当選

田中宗正 政友会 3,330 当選
伊藤与三郎 無所属 2,347 落選 0

世田谷区 34,020 18,656 吉川末次郎 社会大衆党 4,209 当選
19,024 55.92 広川弘禅 政友会 3,858 当選

浪貝清豪 民政党 2,743 当選
鈴木政治 民政党 2,211 落選
東舜英 民政党 2,187 落選
佐野保房 民政党 1,641 落選
石川右三郎 政友会 1,485 落選
島村仁一 無所属 322 落選 0

渋谷区 41,766 23,719 川田友之 政友会 6,123 当選
24,104 57.71 北田一郎 労農無産 4,290 当選

柴田久一 政友会 3,707 当選
長岩友栄 民政党 3,449 当選
関口弥三郎 民政党 3,362 落選
石原勘右衛門 政友会 2,788 落選 0

淀橋区 31,653 16,843 川本金太郎 民政党 3,962 当選
17,159 54.21 佐藤栄志 政友会 3,846 当選

中島喜三郎 労農無産 3,020 当選
萩島茂留 政友会 2,768 落選
加賀谷鉄蔵 無所属 1,006 落選
鯉淵芳璋 政友会 908 落選
国友東吾 無所属 769 落選
榊純義 政友会 564 落選 0

中野区 32,279 17,431 伊藤金左衛門 政友会 4,448 当選
17,750 54.99 渡辺潜 社会大衆党 3,696 当選

窪寺伝吉 政友会 2,716 当選
勝田穂策 無所属 2,026 落選
小俣延夫 民政党 1,760 落選
景山収 政友会 1,505 落選
安藤博 無所属 1,280 落選 0

杉並区 34,001 18,419 内田秀五郎 政友会 5,189 当選
18,731 55.09 磯崎真助 社会大衆党 3,592 当選

浅野清一 民政党 2,755 当選
高橋徳三郎 政友会 2,320 落選
大場京太郎 政友会 2,097 落選
渡部政盛 民政党 1,238 落選
喜多一雄 無所属 1,228 落選 0

豊島区 48,832 30,692 為藤五郎 社会大衆党 5,206 当選
31,050 63.59 須藤喜三郎 民政党 4,415 当選

林隼三 民政党 3,352 当選
足立銀次郎 政友会 2,563 当選
小沢今麿 民政党 2,553 当選
山口玉造 政友会 2,515 落選
鏑木由七郎 政友会 2,394 落選
妹尾義郎 無所属 1,864 落選
袴田円助 民政党 1,063 落選
丹野虎吉 無所属 918 落選
西山茂幹 民政党 810 落選
成瀬関次 無所属 791 落選
玉井理勝 政友会 726 落選
福田兵次郎 無所属 712 落選
片桐勝昌 民政党 535 落選
武井久雄 政友会 275 落選 0

瀧野川区 23,539 13,420 横瀬精一 無所属 4,641 当選
13,731 58.33 佐藤悟郎 民政党 3,409 当選

匹田秀雄 社会大衆党 2,746 落選
下村元治郎 政友会 2,624 落選 0

荒川区 65,609 39,298 遠山丙市 民政党 6,961 当選
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39,785 60.64 山口久太郎 政友会 6,949 当選
林連 政友会 5,601 当選
岩内善作 社会大衆党 5,468 当選
天野頼義 政友会 5,339 当選
吉田治郎八 政友会 2,914 当選
朝比奈秀徳 民政党 1,995 落選
一之瀬藤之助 民政党 1,933 落選
鈴木房之助 民政党 1,418 落選
春日誠一郎 無所属 720 落選 0

王子区 34,567 22,628 浜野清吾 国民同盟会 6,511 当選
23,059 66.71 鈴木仙八 政友会 5,491 当選

石井武一郎 政友会 4,776 当選
高城鈴吉 民政党 3,769 落選
小川友三 昭和会 1,248 落選
米田辰蔵 無所属 833 落選 0

板橋区 29,444 16,923 三浦忠三郎 民政党 4,691 当選
17,366 58.98 宮本由五郎 無所属 4,329 当選

飯島弥十郎 政友会 4,149 当選
今進一 無所属 2,038 落選
加藤隆太郎 政友会 1,616 落選 100

足立区 36,027 21,097 佐久間栄吉 民政党 5,280 当選
21,406 59.42 新井京太 政友会 5,103 当選

高橋渉 社会大衆党 4,156 当選
鴨下栄吉 民政党 4,114 落選
谷茂岡七五郎 政友会 2,444 落選 0

向島区 36,163 23,015 有馬秀雄 政友会 4,640 当選
23,696 65.53 山田七郎 民政党 3,261 当選

海老沢要 社会大衆党 3,068 当選
小野内真一 民政党 2,529 落選
鹿倉藤吉 政友会 2,312 落選
上条美友 民政党 1,949 落選
梅野峰作 民政党 1,918 落選
山口富三郎 政友会 1,055 落選
伊地知義一 無所属 993 落選
広田角太郎 政友会 686 落選
松尾定治 民政党 604 落選 0

城東区 33,607 22,796 山田清 民政党 6,022 当選
23,153 68.89 熊本虎蔵 社会大衆党 5,351 当選

鈴木菊太郎 民政党 5,006 当選
上代芳太郎 政友会 2,652 落選
下河原金平 無所属 1,515 落選
中島和平 民政党 1,241 落選
大港富四郎 政友会 1,009 落選 0

葛飾区 21,156 12,471 安藤徳雄 政友会 3,890 当選
12,780 60.41 森居康 社会大衆党 2,863 当選

奥田重兵衛 民政党 2,737 落選
高橋幸雄 民政党 1,498 落選
瓜生堪作 政友会 1,483 落選 0

江戸川区 26,440 16,087 島村一郎 政友会 7,626 当選
16,565 62.65 中里民平 政友会 5,579 当選

福井憲治 政友会 2,882 落選 0
八王子市 10,228 8,418 城所国三郎 民政党 4,775 当選

8,538 83.48 北村勝 政友会 3,643 落選 0
西多摩郡 20,769 17,672 岩浪光二郎 政友会 7,693 当選

17,898 86.18 並木俊蔵 民政党 5,008 当選
天野正平 政友会 3,379 落選
野島武吉 政友会 1,592 落選 0

南多摩郡 18,672 13,117 落合元一 政友会 5,906 当選
13,400 71.77 田代正芳 政友会 4,054 当選

小谷田弥市 民政党 3,157 落選 0
北多摩郡 33,354 無投票 吉野豊次郎 政友会 無投票 当選
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小川孝喜 政友会 無投票 当選
原直治 民政党 無投票 当選

1940年6月10日結果 (東日6月12日夕、読売6月4日、東京府統計書・粛正2)

品川区 40,716 25,229 大橋清太郎 民政党 5,210 当選
25,536 62.72 石原永明 政友会 5,151 当選

中島勝五郎 民政党 5,028 当選
西本啓 民政党 3,662 当選
松原伝吉 政友会 2,884 落選
植田重義 東方会 1,899 落選
松本芳市 政友会 1,395 落選 0

目黒区 35,940 16,876 島崎七郎 政友会 5,934 当選
17,137 47.68 渋谷鶴松 民政党 5,552 当選

高梨二男 社会大衆党 2,930 当選
熊本利男 無所属 2,460 落選 0

荏原区 35,319 21,090 鏑木小平次 政友会 6,567 当選
21,450 60.73 平沢忠七 民政党 5,254 当選

斎藤卯助 政友会 4,042 当選
飯田五平 社会大衆党 3,725 落選
坂本敬止 無所属 1,502 落選 0

大森区 45,896 24,040 平林浅次郎 政友会 5,475 当選
24,325 53.00 吉崎久一 民政党 5,122 当選

小沼虎之助 政友会 4,406 当選
渡辺銀造 民政党 2,828 落選
原虎一 無所属 2,468 落選
松本淳造 社会大衆党 2,143 落選
仏木剛策 無所属 1,350 落選
神庭仲之助 無所属 248 落選 0

蒲田区 38,797 22,266 代田朝義 政友会 5,052 当選
22,573 58.18 小島富次郎 民政党 4,045 当選

田中宗正 無所属 3,914 当選
柴田元喜 民政党 3,352 落選
石崎幸銀 東方会 2,863 落選
藤巻多一 社会大衆党 2,546 落選
広重亀一 無所属 494 落選 0

世田谷区 46,544 23,973 広川弘禅 政友会 5,979 当選
24,347 52.09 鈴木政治 民政党 3,939 当選

鈴木堅次郎 民政党 3,456 当選
鎗田馨吾 無所属 3,236 当選
吉川末次郎 無所属 2,423 落選
石川右三郎 政友会 2,059 落選
阿部太一 無所属 1,400 落選
坂下芳郎 無所属 761 落選
石川泰三 無所属 720 落選 0

渋谷区 44,216 24,320 今関大造 政友会 4,917 当選
24,611 55.66 関口弥三郎 民政党 3,596 当選

長岩友栄 民政党 2,672 当選
吉峰誠一 政友会 2,562 当選
斎藤清亮 民政党 2,408 落選
柴田久一 政友会 2,366 落選
石原勘右衛門 政友会 2,264 落選
細野三千雄 社会大衆党 1,675 落選
森本耕 日本革新党 1,020 落選
亀田一郎 無所属 840 落選 0

淀橋区 33,511 16,735 佐藤栄志 政友会 4,683 当選
16,897 50.42 川本金太郎 民政党 4,058 当選

小針孫太郎 民政党 3,257 当選
野村専太郎 政友会 2,512 落選
当山清 東方会 811 落選
山崎吉助 社会大衆党 798 落選
大門義雄 無所属 616 落選 0
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中野区 36,874 20,925 花村四郎 政友会 5,970 当選
21,115 57.26 伊藤金左衛門 政友会 3,621 当選

窪寺伝吉 政友会 3,289 当選
佐藤重太郎 民政党 2,210 落選
勝田穂策 東方会 2,144 落選
景山収 政友会 1,744 落選
渡辺潜 無所属 1,533 落選
小俣延夫 民政党 414 落選 0

杉並区 40,633 21,624 内田秀五郎 政友会 6,530 当選
22,357 55.02 浅野清一 民政党 4,130 当選

高山兼吉 東方会 3,967 当選
大場京太郎 政友会 2,733 落選
磯崎真助 無所属 1,769 落選
高橋長太郎 社会大衆党 1,416 落選
神長倉豊 無所属 1,079 落選 0

豊島区 57,461 34,277 須藤喜三郎 民政党 6,673 当選
34,559 60.14 原定良 民政党 4,539 当選

小沢今麿 民政党 4,314 当選
林隼三 民政党 4,030 当選
足立銀次郎 政友会 3,662 当選
為藤五郎 無所属 3,080 落選
山口玉造 政友会 2,598 落選
大堀庫次 政友会 1,778 落選
的場茂 東方会 1,563 落選
玉井理勝 政友会 1,111 落選
渡辺惣蔵 社会大衆党 929 落選 0

瀧野川区 25,022 15,271 横瀬精一 無所属 5,251 当選
15,539 62.10 浅香銀次郎 民政党 2,697 当選

有馬浅雄 政界革新会 2,463 落選
金原藤一 民政党 1,713 落選
匹田秀雄 無所属 1,644 落選
岡野俊雄 東方会 1,503 落選 0

荒川区 67,655 42,986 天野頼義 政友会 6,325 当選
43,420 64.18 山口久太郎 政友会 6,080 当選

遠山丙市 民政党 5,664 当選
高野納康 無所属 5,084 当選
林連 政友会 4,649 当選
田中栄蔵 民政党 3,482 当選
大出常三郎 民政党 3,257 落選
中村徳太郎 建国会 3,170 落選
坂本金一郎 無所属 2,739 落選
岩内善作 東方会 2,470 落選
森岡糾 無所属 66 落選 0

王子区 46,509 無投票 高木惣市 民政党 無投票 当選
浜野清吾 民政党 無投票 当選
鈴木仙八 政友会 無投票 当選

板橋区 37,676 22,081 三浦忠三郎 民政党 5,648 当選
22,384 59.41 鈴木義顕 政友会 4,495 当選

宮本由五郎 民政党 4,366 当選
加藤隆太郎 政友会 4,005 落選
渋谷常三郎 無所属 3,567 落選 0

足立区 44,240 29,030 新井京太 政友会 7,148 当選
29,395 66.44 鴨下栄吉 民政党 5,017 当選

小西幸助 民政党 4,476 当選
山田百政 政友会 2,780 落選
高橋渉 社会大衆党 2,174 落選
遠田漂治 民政党 2,148 落選
森敬之助 民政党 1,854 落選
酒井玉太郎 無所属 1,522 落選
山口清治郎 無所属 1,234 落選
海老根均 東方会 677 落選 0
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向島区 38,303 28,601 大沢梅次郎 民政党 7,577 当選
28,962 75.61 山田七郎 民政党 4,825 当選

有馬秀雄 政友会 4,770 当選
小野内寿松 民政党 3,430 落選
瀧沢逸平 東方会 2,883 落選
田中惣吉 政友会 1,776 落選
大村太子二 政友会 1,676 落選
海老沢要 無所属 1,015 落選
茅野真好 社会大衆党 649 落選 0

城東区 35,458 25,082 鈴木菊太郎 民政党 6,844 当選
25,616 72.24 上代芳太郎 政友会 4,482 当選

椎名房吉 民政党 3,344 当選
小林得三 社会大衆党 3,283 落選
木村市太郎 無所属 2,896 落選
熊本虎蔵 無所属 2,882 落選
太田弘之 民政党 1,351 落選 0

葛飾区 26,757 17,326 安藤徳雄 政友会 4,677 当選
17,497 65.39 伊東金太郎 民政党 3,351 当選

森居康 社会大衆党 3,165 落選
石毛慶次郎 政友会 3,138 落選
松見博正 政友会 3,121 落選
石崎英文 政友会 883 落選 -1009

江戸川区 32,819 21,938 島村一郎 政友会 6,253 当選
22,176 67.57 中里民平 政友会 4,950 当選

竹内操 無所属 3,011 落選
加藤好雄 政友会 2,145 落選
山口与八郎 民政党 2,103 落選
三好利生 社会大衆党 1,626 落選
須賀久次 政友会 769 落選
矢作秀夫 養正会 713 落選
千葉藤左衛門 民政党 368 落選 0

八王子市 10,597 9,170 西原貫一 政友会 4,944 当選
9,324 87.99 新井由松 民政党 4,226 落選 0

西多摩郡 20,798 18,064 岩浪光二郎 政友会 8,966 当選
18,216 87.59 並木俊蔵 民政党 4,908 当選

野島武吉 社会大衆党 2,096 落選
森田貞良 無所属 2,094 落選 0

南多摩郡 18,942 15,020 落合元一 政友会 4,229 当選
15,181 80.14 田代正芳 政友会 3,945 当選

平本栄一 政友会 3,872 落選
村内栄一 民政党 2,974 落選 0

北多摩郡 34,689 24,950 小川孝喜 政友会 7,619 当選
25,217 72.69 小野熊太郎 民政党 5,971 当選

秋本録之助 政友会 4,676 当選
井上　三 政友会 3,925 落選
中島舜司 社会大衆党 2,759 落選 0

島嶼 7,680 6,097 菊池民一 民政党 2,481 当選
藤田保治 民政党 1,955 落選
森口吉五郎 無所属 1,050 落選
猪子徹雄 無所属 611 落選 0

参考　東京府会議員選挙投票率（全体）
(東京府統計書による)

１９０３年 48.07 %
１９０７年 46.70 %
１９１１年 56.55 %
１９１５年 70.04 %
１９１９年 71.84 %
１９２４年 76.74 %
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１９２８年 58.82 %
１９３２年 59.26 %
１９３６年 60.39 %
１９４０年 61.40 %
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