
普通選挙期における東京市会議員総選挙の結果について(櫻井良樹)

区名 有権者数 有効投票数 候補者名 会派名 得票数 当落 不明票数
投票者数 投票率

1929年３月16日結果 (東日・時事３月18日、選挙と統計)
麹町区 8,790 6,089 池田清秋 民政党 1,107 当選

6,119 69.6 岡田和一郎 無所属 1,026 当選
笠井重治 無所属 966 当選
佐藤忠吾 政友会 910 落選
三輪田元道 無所属 747 落選
森山邦雄 政友会 707 落選
糸山貞親 民政党 408 落選
橋本良蔵 無所属 155 落選
花崎文造 無所属 63 落選 0

神田区 17,944 12,535 深沢豊太郎 政友会 1,887 当選
12,580 70.1 中川重政 民政党 1,617 当選

高橋秀臣 民政党 1,490 当選
岸辺福雄 無所属 1,398 当選
桑原信助 政友会 1,066 当選
小久江美代吉 民政党 921 落選
鈴木正之助 無所属 850 落選
安東正臣 無所属 701 落選
宇山繁吉 政友会 648 落選
福田又一 民政党 639 落選
中村高一 無所属 558 落選
渡辺末吉 無所属 543 落選
斎藤熊三郎 無所属 217 落選
宮崎浩一 無所属 0 落選 0

日本橋区 17,183 11,219 新居友三郎 無所属 2,070 当選
11,285 65.7 河村慶治郎 民政党 1,715 当選

柳田宗一郎 民政党 1,723 当選
伊東美代松 民政党 1,381 当選
松浦清三郎 民政党 1,326 当選
鈴木大次郎 民政党 934 落選
神山雄吉 実業同志会 763 落選
玉川彦次郎 無所属 472 落選
近藤三良 政友会 444 落選
小幡敏男 政友会 391 落選 0

京橋区 21,112 14,828 富田富治郎 革新党 2,187 当選
14,920 70.7 中南定太郎 民政党 1,608 当選

阿部温知 社会民衆党 1,332 当選
富岡袖吉 無所属 1,132 当選
橋本信次郎 無所属 1,053 当選
早川庄太郎 政友会 944 落選
玉木弥市 無所属 866 落選
篠原虎之助 民政党 844 落選
米本卯吉 無所属 836 落選
横山兼吉 民政党 820 落選
家入経晴 民政党 758 落選
前原栄次郎 政友会 726 落選
伊藤栄 民政党 562 落選
小駒重太郎 民政党 357 落選
掛谷清一 民政党 304 落選
矢田英夫 政友会 269 落選
八代康 無所属 126 落選
大石末吉 民政党 104 落選 0

芝区 28,950 19,614 大神田軍治 民政党 2,398 当選
19,755 68.2 高橋義次 民政党 2,009 当選

中塚栄次郎 民政党 1,708 当選
川手忠義 無所属 1,703 当選
柳沢保恵 無所属 1,426 当選
森原嘉逸 民政党 1,283 当選
和田操 社会民衆党 1,251 当選
畔高定行 無所属 1,040 落選
箱田市蔵 政友会 860 落選
大野伴睦 政友会 762 落選
手代木祐寿 民政党 719 落選
升田憲元 政友会 557 落選
杉山千蔵 民政党 555 落選
長峰安三郎 民政党 542 落選
野村此平 政友会 457 落選
岡田利之助 無所属 455 落選
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浜田藤次郎 日本大衆党 445 落選
高橋久太郎 無所属 408 落選
高橋一心 政友会 289 落選
近藤敏夫 政友会 269 落選
森峰吉 無所属 234 落選
石原美行 無所属 184 落選
山田義雄 無所属 60 落選 0

麻布区 16,141 10,365 塩月学 政友会 1,708 当選
10,442 64.7 和久利幾之助 社会民衆党 1,366 当選

八太茂 民政党 1,357 当選
小久保時之助 政友会 1,339 当選
花木実 無所属 908 落選
大西観光 民政党 762 落選
篠原重瓏 民政党 694 落選
池田宗吉 民政党 531 落選
畠田倉吉 無所属 410 落選
末木彰 無所属 402 落選
位上清 無所属 399 落選
菊沢亀一郎 無所属 249 落選
金子弥吉 民政党 240 落選 0

赤坂区 9,463 6,248 詫間武彦 無所属 944 当選
6,283 66.4 羽田如雲 無所属 855 当選

中西敏二 民政党 818 当選
入山祐次郎 民政党 738 落選
細川政夫 新党倶楽部 646 落選
三浦万二郎 無所属 535 落選
岡部嘉市郎 政友会 507 落選
羽田彦四郎 民政党 381 落選
森実昂 政友会 317 落選
森寅重 無所属 247 落選
橋本喜代太 無所属 103 落選
小山伊三郎 無所属 85 落選
上原好雄 無所属 72 落選 0

四谷区 13,360 9,987 本田義成 政友会 3,021 当選
10,044 75.2 橋本祐幸 民政党 1,593 当選

山田保 政友会 1,190 当選
結城礼一郎 無所属 1,096 当選
伊藤平蔵 無所属 681 落選
細野三千雄 日本大衆党 649 落選
鈴木幸三 民政党 632 落選
渡辺繁太郎 無所属 294 落選
宇田川孝吉 無所属 279 落選
藤原繁夫 無所属 167 落選
庄司新三郎 民政党 127 落選
前田郁 政友会 112 落選
服部毅 無所属 87 落選
中条政好 民政党 59 落選 0

牛込区 22,565 16,257 堺利彦 日本大衆党 2,275 当選
16,337 72.4 高木謙 無所属 1,826 当選

土倉宗明 政友会 1,550 当選
溝口新 民政党 1,447 当選
大野伝吉 民政党 1,380 当選
山下辰次郎 民政党 1,276 落選
山本繁吉 政友会 1,038 落選
春見晃 政友会 1,034 落選
福田市太郎 政友会 1,006 落選
田島三好 無所属 921 落選
横井春野 無所属 875 落選
井上善人 無所属 646 落選
小池素康 無所属 531 落選
渡辺民平 無所属 180 落選
上森子鉄 無所属 115 落選
雨宮義雄 無所属 108 落選
近藤定喜 無所属 49 落選 0

小石川区 27,465 19,537 島中雄三 社会民衆党 4,042 当選
19,672 71.6 島名建 政友会 2,133 当選

松永東 民政党 2,082 当選
大崎清作 政友会 1,912 当選
長島武治 民政党 1,675 当選
山口久吉 政友会 1,564 当選
森脇源三郎 民政党 1,527 落選
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佐藤武 民政党 1,477 落選
西川嘉門 政友会 1,316 落選
押川定秋 民政党 731 落選
山本忠俊 政友会 389 落選
黒川伝次郎 政友会 358 落選
佐々木保次郎 政友会 331 落選 0

本郷区 23,074 15,973 杉ノ原英太郎 民政党 2,789 当選
16,088 69.7 蓮江啓蔵 民政党 2,504 当選

安部利七 民政党 1,790 当選
村田忠三郎 政友会 1,696 当選
友成四郎 民政党 1,415 当選
高崎高次郎 民政党 1,254 当選
長町康夫 無所属 1,078 落選
加藤隆久 民政党 992 落選
恩田武市 政友会 989 落選
村上熊八 政友会 572 落選
中岡実 民政党 270 落選
辻井弥治右衛門 無所属 226 落選
谷田志摩生 政友会 202 落選
坂本和三郎 無所属 98 落選
中村源六 無所属 98 落選 0

下谷区 28,678 19,730 田代義徳 無所属 3,447 当選
19,887 69.3 福田勇 民政党 2,166 当選

倉持忠助 政友会 2,106 当選
小沢佐重喜 民政党 1,745 当選
小林半三郎 政友会 1,586 当選
渡亀造 政友会 1,535 当選
森富太 民政党 1,526 当選
中野寅吉 政友会 1,395 落選
坂入弥作 政友会 1,187 落選
福長正三 社会民衆党 1,104 落選
井上直弥 民政党 622 落選
岩井勇蔵 無所属 425 落選
三輪富十 無所属 414 落選
結城扇三郎 無所属 299 落選
木村東介 無所属 173 落選 0

浅草区 38,569 27,029 岡田四郎 政友会 2,426 当選
27,200 70.5 川村正夫 民政党 2,098 当選

山田種三郎 政友会 1,798 当選
寺部頼助 無所属 1,692 当選
小野養治 民政党 1,479 当選
茂木太市 民政党 1,456 当選
鈴木慶四郎 民政党 1,454 当選
佐藤庄吾 民政党 1,426 当選
島本龍太郎 民政党 1,357 当選
松崎権四郎 政友会 1,302 落選
有竹雅巳 民政党 1,300 落選
鮎貝昌蔵 民政党 1,209 落選
加藤辰之 政友会 1,141 落選
兼藤良三郎 政友会 1,105 落選
郡司市郎 民政党 1,104 落選
大久保秀俊 民政党 1,070 落選
大久保重直 無所属 1,053 落選
大竹太平 実業同志会 781 落選
泉留吉 日本大衆党 693 落選
八杉常松 無所属 357 落選
友田伍作 無所属 263 落選
竹内文治 無所属 220 落選
渡辺忠泰 無所属 136 落選
塚本喜三郎 政友会 109 落選 0

本所区 38,124 26,579 馬島● 社会民衆党 2,822 当選
26,782 70.2 新甫寛実 無所属 2,252 当選

森兼道 民政党 2,069 当選
糟谷磯平 革新党 1,947 当選
小俣政一 民政党 1,746 当選
北條彦四郎 政友会 1,562 当選
増田知治雄 無所属 1,503 当選
加藤正信 民政党 1,493 当選
杉野善作 政友会 1,178 落選
小林文之助 政友会 1,134 落選
小野孝行 民政党 1,098 落選
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伊藤誠 日本大衆党 1,072 落選
深山彦平 民政党 952 落選
武山繁十郎 政友会 870 落選
岡本滝雄 政友会 764 落選
木村伊之助 政友会 756 落選
井上学 政友会 697 落選
田辺邦秀 民政党 613 落選
下村栄二 無所属 597 落選
小宮豊蔵 無所属 471 落選
大西小太郎 無所属 233 落選
石黒栄一 無所属 222 落選
深谷立助 無所属 203 落選
赤城寿仙 無産 195 落選
柴田富槌 無所属 75 落選
中村彦太 政友会 55 落選 0

深川区 29,673 20,525 森健二 政友会 2,381 当選
20,711 69.8 古島宮次郎 民政党 2,074 当選

本多市郎 無所属 1,900 当選
高橋庄之助 無所属 1,780 当選
高橋俊太 民政党 1,638 当選
国枝捨次郎 政友会 1,567 当選
卯木国三郎 無所属 1,470 当選
広瀬新平 無所属 1,379 落選
浅沼稲次郎 日本大衆党 1,198 落選
龍野隆直 民政党 1,116 落選
鈴木源兵衛 無所属 1,023 落選
新妻清一郎 社会民衆党 696 落選
伊藤一徳斎 政友会 473 落選
刈屋省三 日本大衆党 442 落選
平野安蔵 無所属 403 落選
新倉文郎 実業同志会 395 落選
木村重勝 政友会 323 落選
唐沢清八 無所属 250 落選
藤井久治郎 無所属 17 落選 0

1933年３月16日結果 (都・東日３月10日、統計年表30回)
麹町区 9,209 4,725 池田清秋 民政党 1,988 当選

4,781 51.9 牛塚虎太郎 無所属 1,807 当選
別役増吉 政友会 637 落選
長谷部一之 社会大衆党 293 落選 0

神田区 21,126 12,583 高橋秀臣 民政党 2,558 当選
12,706 60.1 赤塚五郎 民政党 2,082 当選

深沢豊太郎 政友会 2,076 当選
桑原信助 政友会 1,941 当選
鈴木正之助 民政党 1,550 当選
三上秀雄 民政党 819 落選
中村高一 無産 812 落選
橋本整 民政党 652 落選
北条為之助 国民同盟会 65 落選
秀平庚子 民政党 28 落選 0

日本橋区 18,872 10,333 渡辺秀雄 民政党 1,733 当選
10,474 55.5 大野菊三 政友会 1,586 当選

野波淳 無所属 1,585 当選
河鰭義三郎 無所属 1,467 当選
松浦清三郎 無所属 1,444 落選
高橋喬一 国民同盟会 934 落選
新妻清一郎 無産 620 落選
方山正隆 政友会 596 落選
玉川彦次郎 無所属 368 落選 0

京橋区 25,562 16,610 篠原虎之輔 民政党 2,037 当選
16,809 65.8 早川庄太郎 政友会 1,870 当選

富田富治郎 国民同盟会 1,595 当選
中南定太郎 民政党 1,497 当選
黒田保次 民政党 1,347 当選
矢田英夫 政友会 1,157 落選
玉木弥市 政友会 1,101 落選
富岡袖吉 民政党 1,063 落選
柴崎輔 民政党 1,024 落選
阿部温知 社会大衆党 988 落選
建部秀二 民政党 939 落選
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戸村一正 民政党 909 落選
小駒重太郎 民政党 842 落選
中尾哲雄 無所属 241 落選 0

芝区 30,618 16,730 箱田市蔵 政友会 2,245 当選
16,993 55.5 黒井直良 民政党 1,879 当選

川手忠義 政友会 1,553 当選
畔高定行 政友会 1,500 当選
中塚栄次郎 民政党 1,470 当選
塩坂雄策 民政党 1,470 当選
手代木佑寿 民政党 1,104 落選
徳安実蔵 民政党 1,046 落選
大木兵吉 民政党 1,017 落選
多田友雄 民政党 838 落選
小山寿夫 社会大衆党 672 落選
和田操 社会大衆党 511 落選
寺岡篤三 民政党 428 落選
平野豊 社会大衆党 326 落選
杉山千蔵 民政党 291 落選
山本朗三 民政党 202 落選
西沢龍 政友会 178 落選 0

麻布区 15,035 6,757 小久保時之助 政友会 1,522 当選
6,891 45.8 村松恒一郎 民政党 1,442 当選

中村又一 民政党 1,385 当選
小野法順 政友会 1,019 落選
小林弁作 民政党 848 落選
峰村英一郎 国民同盟会 420 落選
井上明夫 無所属 121 落選 0

赤坂区 9,013 4,638 羽田如雲 民政党 1,528 当選
4,691 52.0 中西敏二 民政党 1,328 当選

三浦万二郎 民政党 953 落選
詫摩武彦 無所属 829 落選 0

四谷区 12,978 8,016 橋本祐幸 民政党 2,381 当選
8,212 63.3 本田義成 政友会 2,134 当選

広瀬喜之助 政友会 1,117 当選
杉村沖治郎 政友会 856 落選
庄司新三郎 民政党 823 落選
鈴木幸三 民政党 376 落選
市村斗鬼三 民政党 329 落選 0

牛込区 21,656 13,120 島田辰太郎 政友会 2,210 当選
13,266 61.3 菊池民一 無所属 1,971 当選

横井春野 無所属 1,779 当選
溝口新 民政党 1,688 当選
松葉武 政友会 1,549 落選
太田雅市 無所属 1,149 落選
金井織江 無所属 1,539 落選
北田正平 民政党 560 落選
久保山雄三 無所属 416 落選
田村益喜 無所属 145 落選
大石忠吉 民政党 66 落選
浅井茂一 民政党 48 落選 0

小石川区 26,867 16,075 松永東 民政党 2,146 当選
16,387 61.0 北川栄次郎 政友会 1,785 当選

田仲忠左衛門 政友会 1,709 当選
川口寿 政友会 1,693 当選
森脇源三郎 民政党 1,643 当選
押川定秋 民政党 1,588 落選
渡辺善寿 社会大衆党 1,361 落選
内田文広 政友会 1,354 落選
楠間亀楠 政友会 905 落選
倉田茂樹 民政党 890 落選
荒木丈太郎 民政党 884 落選
梶原計国 無所属 117 落選 0

本郷区 22,570 12,812 友成四郎 民政党 2,267 当選
12,963 57.4 杉ノ原英太郎 民政党 1,987 当選

安部利七 民政党 1,840 当選
高崎高次郎 民政党 1,714 当選
豊島茂一 民政党 1,633 当選
村田忠三郎 政友会 1,427 落選
原彪之助 社会大衆党 1,017 落選
佐伯敬一郎 政友会 643 落選
長町康夫 政友会 284 落選 0
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下谷区 30,947 20,060 長野高一 民政党 2,527 当選
20,320 65.7 森富太 民政党 2,342 当選

倉持忠助 政友会 2,336 当選
田代義徳 無所属 2,224 当選
小野利三郎 政友会 1,937 当選
中林軍平 政友会 1,850 当選
小沢佐重喜 民政党 1,843 落選
池田雅之助 民政党 1,787 落選
飛田円哲 無所属 1,675 落選
松井清吉 国民同盟会 915 落選
三輪富十 無所属 624 落選 0

浅草区 49,893 30,122 茂木太市 民政党 2,480 当選
30,641 61.4 松崎権四郎 政友会 2,364 当選

伊藤仁太郎 政友会 2,307 当選
山室仁太郎 無所属 2,023 当選
鈴木慶四郎 民政党 1,932 当選
加藤栄助 民政党 1,903 当選
鮎貝昌蔵 民政党 1,732 当選
有竹雅巳 民政党 1,701 当選
大久保重直 民政党 1,644 落選
平林発司 民政党 1,520 落選
坂田丑五郎 民政党 1,518 落選
八杉市松 民政党 1,494 落選
川村正夫 民政党 1,433 落選
小林幸重郎 民政党 1,261 落選
小野養治 民政党 1,227 落選
倉田金吾 民政党 1,199 落選
小柴市兵衛 民政党 1,064 落選
山田種三郎 政友会 792 落選
前沢四郎 無所属 380 落選
木村峻 国民同盟会 148 落選 0

本所区 46,433 32,350 糟谷磯平 国民同盟会 3,604 当選
32,744 70.5 小俣政一 民政党 3,211 当選

森兼道 民政党 3,201 当選
杉野善作 政友会 3,028 当選
井田友平 政友会 2,852 当選
滝沢七郎 政友会 2,561 当選
赤羽弥吾司 政友会 2,267 当選
阿部茂夫 社会大衆党 2,159 当選
山田竹治 民政党 2,134 落選
坂本一角 政友会 2,050 落選
新甫寛実 無所属 1,674 落選
増田知知雄 民政党 1,588 落選
山本清次郎 政友会 1,170 落選
馬島● 無産 481 落選
下村栄二 政友会 370 落選 0

深川区 39,130 26,302 浅沼稲次郎 社会大衆党 3,772 当選
26,778 68.4 一又安平 政友会 2,503 当選

本多市郎 国民同盟会 2,409 当選
広瀬新平 民政党 1,960 当選
宮村亀一 民政党 1,934 当選
中西雄洞 民政党 1,842 当選
高橋俊太 民政党 1,759 落選
伊藤吉助 政友会 1,470 落選
森健二 無所属 1,374 落選
杉田与次郎 無所属 1,373 落選
堀六太郎 政友会 1,365 落選
新倉文郎 無所属 1,215 落選
武智徳本 無所属 1,084 落選
野々村寛止 無所属 848 落選
山尾八万雄 政友会 745 落選
小笠原静雄 無産 374 落選
伊藤一徳斎 政友会 275 落選 0

1937年３月16日結果 (東京市公報３月20日、東朝３月10日)
麹町区 10,468 5,692 三輪田元道 無所属 1,976 当選

5,748 54.9 池田清秋 民政党 1,720 当選
溝口喜方 民政党 939 落選
大城盛隆 無所属 772 落選
鬼武十郎 民政党 285 落選 0
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神田区 23,012 15,558 中村高一 社会大衆党 2,460 当選
15,659 68.0 近藤次繁 市政革新同盟 2,166 当選

桑原信助 政友会 1,614 当選
深沢豊太郎 政友会 1,489 当選
坂下卯三郎 民政党 1,412 当選
鈴木正之助 民政党 1,340 当選
直江甲子三郎 民政党 1,285 落選
中村薫 政友会 770 落選
島田為次郎 民政党 732 落選
稲垣正明 民政党 581 落選
三上秀雄 民政党 443 落選
黒笹栄雄 無所属 403 落選
梅沢富三九 民政党 331 落選
浅沼実 民政党 272 落選
杉繁逸 無所属 200 落選
豊山清亮 無所属 60 落選 0

日本橋区 20,327 13,427 渡辺明 政友会 2,555 当選
13,552 66.7 石島参郎 民政党 1,849 当選

平尾東策 民政党 1,387 当選
細田綱吉 社会大衆党 1,286 当選
小幡敏男 政友会 1,075 当選
渡辺秀雄 民政党 965 落選
宮下学 政治革新協議会 866 落選
上田辰卯 市政革新同盟 848 落選
野波淳 無所属 798 落選
秋田直吉 無所属 724 落選
山口源二郎 政友会 572 落選
石橋義雄 無所属 211 落選
浜野信次郎 養正会 186 落選
茂木耕三 無所属 105 落選 0

京橋区 27,921 19,691 篠原虎之輔 民政党 2,362 当選
19,819 71.0 黒田保次 無所属 1,960 当選

小坂梅吉 民政党 1,673 当選
早川庄太郎 政友会 1,355 当選
柴崎輔 民政党 1,312 当選
富田富治郎 国民同盟会 1,222 当選
保田藤一 無所属 1,183 落選
中南定太郎 民政党 1,151 落選
矢田英夫 政友会 1,099 落選
土屋玉葉 無所属 1,015 落選
阿部温知 社会大衆党 879 落選
小林安定 民政党 765 落選
大久保一彦 政友会 734 落選
遠藤忠治 社会大衆党 719 落選
花岡敏夫 市政革新同盟 688 落選
小駒重太郎 民政党 568 落選
建部秀二 民政党 535 落選
掛谷清一 民政党 203 落選
米倉喜太郎 無所属 199 落選
鈴田周蔵 無所属 69 落選 0

芝区 34,648 20,717 高橋義次 民政党 2,407 当選
20,912 60.4 中塚栄次郎 民政党 2,158 当選

矢田直三 民政党 2,011 当選
塩坂雄策 民政党 1,830 当選
畔高定行 政友会 1,529 当選
林武一 社会大衆党 1,401 当選
黒井直良 民政党 1,373 当選
徳安実蔵 政友会 1,242 落選
手代木佑寿 民政党 1,068 落選
西沢喜三郎 政友会 1,048 落選
鍋島嘉門 民政党 875 落選
岡本丑太郎 労協 829 落選
伊集院兼清 市政革新同盟 791 落選
西沢竜 政友会 784 落選
皆川利吉 政治革新協議会 629 落選
多田友雄 無所属 542 落選
田中正義 民政党 200 落選 0

麻布区 16,992 11,109 染谷関太郎 民政党 1,302 当選
11,177 65.8 佐藤信一郎 民政党 1,238 当選

石原美行 社会大衆党 1,176 当選
羽生正 無所属 1,106 落選
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中村又一 民政党 975 落選
小野義一 市政革新同盟 951 落選
原田政治 政友会 908 落選
守田近三 無所属 837 落選
益田左右治 政友会 787 落選
石橋力次郎 民政党 655 落選
藤野衛 民政党 533 落選
若山猪作 無所属 423 落選
柳川玄徴 無所属 218 落選 0

赤坂区 10,183 6,637 中西敏二 民政党 1,474 当選
6,692 65.7 羽田如雲 民政党 1,126 当選

馬越旺輔 民政党 915 落選
月田藤三郎 市政革新同盟 738 落選
石橋一三 政友会 655 落選
和田操 社会大衆党 599 落選
三浦万二郎 民政党 450 落選
平野勇 無所属 406 落選
森広重 政友会 208 落選
大井政二 政友会 66 落選 0

四谷区 14,433 10,064 本田義成 政友会 2,461 当選
10,119 70.1 道家斉一郎 市政革新同盟 1,959 当選

橋本祐幸 民政党 1,776 当選
岡蕃 民政党 1,291 落選
高瀬清 社会大衆党 1,042 落選
広瀬喜之助 政友会 988 落選
杉村沖治郎 政友会 547 落選 0

牛込区 23,990 15,110 島田辰太郎 政友会 2,313 当選
15,234 63.5 菊池民一 民政党 2,230 当選

横井春野 政友会 1,955 当選
溝口新 民政党 1,889 当選
渡辺年之助 社会大衆党 1,502 落選
金井織江 民政党 1,342 落選
高津正道 労協 1,327 落選
山中長作 民政党 982 落選
西田米蔵 無所属 726 落選
豊田照 民政党 385 落選
横井剛平 無所属 297 落選
松原茂 無所属 134 落選
木下義趣 政友会 28 落選 0

小石川区 28,593 19,242 安部磯雄 社会大衆党 3,895 当選
19,485 68.1 川口寿 政友会 2,299 当選

井上卓一 政友会 2,131 当選
松永東 民政党 1,991 当選
荒木丈太郎 民政党 1,426 当選
森脇源三郎 民政党 1,283 落選
田仲忠左衛門 政友会 1,152 落選
島中雄三 無所属 1,102 落選
畠山霊賢 政友会 989 落選
押川定秋 民政党 962 落選
山口久吉 無所属 713 落選
吉田衛 無所属 676 落選
入沢基二 民政党 503 落選
長谷川清 無所属 120 落選 0

本郷区 25,083 16,201 友成四郎 民政党 2,997 当選
16,305 65.0 高久清一 社会大衆党 1,976 当選

萩原利右衛門 政友会 1,807 当選
安部利七 民政党 1,764 当選
大島正穂 市政革新同盟 1,744 当選
豊島茂一 民政党 1,505 落選
高崎高次郎 民政党 1,199 落選
塩川正蔵 政友会 914 落選
戸倉嘉市 民政党 891 落選
中岡実 民政党 536 落選
野畑暁 無所属 468 落選
松田順三 民政党 305 落選
薮谷薫 政友会 92 落選 0

下谷区 35,243 22,776 長野高一 民政党 4,084 当選
22,981 65.2 小沢佐重喜 民政党 2,861 当選

伊木寅雄 政友会 2,188 当選
小野利三郎 政友会 2,024 当選
森富太 民政党 1,947 当選
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倉持忠助 政友会 1,771 当選
佐伯健 社会大衆党 1,642 当選
池田雅之助 民政党 1,561 落選
小川兼四郎 民政党 1,273 落選
中林軍平 政友会 1,263 落選
木村貞 政友会 667 落選
山森利一 民政党 607 落選
中野寅吉 昭和会 501 落選
仲道義作 政治革新協議会 387 落選 0

浅草区 54,185 35,283 茂木太市 民政党 2,562 当選
35,589 65.7 松崎権四郎 政友会 2,357 当選

吉田真一郎 民政党 2,119 当選
伊藤仁太郎 政友会 1,945 当選
大久保重直 民政党 1,901 当選
上条貢 民政党 1,779 当選
泉留吉 社会大衆党 1,676 当選
加藤栄助 民政党 1,622 当選
有竹雅巳 民政党 1,549 当選
加藤辰之 政友会 1,413 落選
小岩井亮貫 無所属 1,388 落選
川村正夫 民政党 1,369 落選
渡辺正巳 政友会 1,330 落選
鮎貝昌蔵 民政党 1,327 落選
坂田丑五郎 政友会 1,296 落選
八杉市松 民政党 1,258 落選
鈴木慶四郎 民政党 1,171 落選
水野一善 民政党 1,147 落選
江口伊八 政友会 1,064 落選
平林発司 民政党 1,027 落選
小柴市兵衛 民政党 812 落選
根岸卯四郎 民政党 771 落選
堀喜一 政友会 726 落選
佐藤守義 政治革新協議会 700 落選
佐藤庄吾 民政党 424 落選
前沢四郎 無所属 286 落選
大竹平八郎 無所属 264 落選 0

本所区 53,131 35,623 山田竹治 民政党 4,053 当選
35,968 67.7 阿部茂夫 社会大衆党 3,930 当選

滝沢七郎 政友会 3,444 当選
森兼道 民政党 3,950 当選
糟谷磯平 国民同盟会 2,662 当選
井田友平 政友会 2,559 当選
小野孝行 民政党 2,416 当選
坂本一角 政友会 2,255 当選
小椋善男 民政党 1,831 当選
中野勇次郎 政友会 1,552 落選
藤原藻平 無所属 1,338 落選
伊藤薫 政友会 1,185 落選
山花秀雄 労協 1,172 落選
門倉国輝 民政党 1,146 落選
山本清次郎 政友会 1,000 落選
八木敬蔵 無所属 897 落選
川道甚太郎 民政党 741 落選
橘樹敬二 民政党 492 落選 0

深川区 46,579 31,887 浅沼稲次郎 社会大衆党 4,617 当選
32,224 69.2 本多市郎 無所属 4,374 当選

広瀬新平 民政党 2,511 当選
宮村亀一 民政党 2,389 当選
一又安平 政友会 2,379 当選
中西雄洞 民政党 2,357 当選
卯木国三郎 民政党 1,780 当選
野々村寛止 養正会 1,365 落選
古島宮次郎 民政党 1,253 落選
国枝捨次郎 政友会 1,230 落選
伊藤吉助 政友会 1,216 落選
高安安寿 民政党 1,129 落選
堀六太郎 無所属 1,002 落選
大岡孝一 民政党 993 落選
山屋八万雄 政友会 858 落選
伊藤信司 政治革新協議会 841 落選
清水米吉 無所属 792 落選
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花田佐助 無所属 514 落選
李慶奎 無所属 287 落選 0

1942年６月15日結果 (市会議員選挙に関する調査、朝日５月26日)
麹町区 9,516 7,653 中岡弥高 推薦 3,349 当選

7,812 82.1 三輪田元道 推薦 2,699 当選
小林昌治 895 落選
金子文吉 710 落選 0

神田区 21,731 18,388 藤田茂一郎 推薦 4,520 当選
18,593 85.6 桑原信助 推薦 1,753 当選

中村高一 1,557 当選
水戸部伴寿 推薦 1,346 当選
島田為次郎 1,280 当選
深沢豊太郎 1,245 当選
石和田八郎 1,114 落選
鈴木正之助 推薦 1,109 落選
竹岡輯 推薦 1,072 落選
庵本伊三 1,001 落選
稲垣正明 863 落選
遠山景光 711 落選
木村正雄 698 落選
北條為之助 119 落選 0

日本橋区 17,918 14,893 石島参郎 推薦 3,029 当選
15,248 85.1 宮下学 推薦 2,152 当選

前川万治郎 推薦 1,878 当選
守随彦太郎 推薦 1,750 当選
平尾東策 1,722 当選
脇田久勝 推薦 1,542 落選
杉山喜代太郎 1,458 落選
細田綱吉 1,097 落選
大林秀光 265 落選 0

京橋区 24,029 20,992 小松忠五郎 推薦 3,192 当選 20,993
21,311 88.7 安部小治郎 推薦 2,830 当選

篠原虎之輔 2,730 当選
岡本格治 推薦 2,330 当選
保田藤一 推薦 2,126 当選
柴崎輔 1,955 当選
丹羽要助 推薦 1,853 落選
保坂幸治 推薦 1,777 落選
黒田保次 1,122 落選
江畑久造 541 落選
小森七兵衛 537 落選 -1

芝区 33,440 26,453 高橋義次 4,230 当選
26,782 80.1 矢田直三 推薦 3,400 当選

塩坂雄策 推薦 2,467 当選
中塚栄次郎 推薦 2,296 当選
畔高定行 推薦 2,186 当選
大塚肇 推薦 1,971 当選
桑名邦雄 推薦 1,859 当選
野依秀市 1,381 落選
伊集院兼清 1,339 落選
稲見光 推薦 1,294 落選
上木長 1,152 落選
古沢六太郎 934 落選
林武一 861 落選
木下与市 654 落選
田中正義 429 落選 0

麻布区 16,766 13,735 友野直二 推薦 3,228 当選
13,981 83.4 福島正守 推薦 2,999 当選

羽生正 2,152 当選
佐藤信一郎 1,654 落選
原田政治 推薦 1,612 落選
藤野衛 773 落選
峰村英一郎 690 落選
小久保時之助 627 落選 0

赤坂区 9,637 7,809 馬越旺輔 2,166 当選
7,956 82.6 礒野八郎兵衛 推薦 2,164 当選

工富准 推薦 2,130 落選
石橋一三 1,349 落選 0

四谷区 13,920 11,463 前田利乗 推薦 3,044 当選
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11,662 83.8 新原太十郎 推薦 2,062 当選
案田八郎 推薦 1,954 当選
田林綱太 1,424 落選
大和熊雄 885 落選
村島文亮 773 落選
木村清五郎 700 落選
三島助治 621 落選 0

牛込区 23,622 19,779 長谷川正道 推薦 5,163 当選
20,018 84.7 菊地民一 推薦 3,965 当選

島田辰太郎 推薦 3,124 当選
中野四郎 2,106 当選
金原祐之助 推薦 1,873 落選
太田雅市 1,344 落選
椚茂策 713 落選
関春治 506 落選
飯野善一 372 落選
岩永栄一 362 落選
松原茂 251 落選 0

小石川区 28,470 23,721 中山五雄 推薦 3,506 当選
24,081 84.6 井上卓一 3,041 当選

染谷盛一 推薦 2,852 当選
宮川宗徳 推薦 2,817 当選
四宮久吉 2,758 当選
山内吉雄 推薦 2,630 落選
佐伯謙吉 推薦 1,857 落選
押川定秋 1,325 落選
畠山霊賢 1,137 落選
森脇源三郎 932 落選
河村百一 425 落選
山畔政次郎 315 落選
田中伊太郎 126 落選 0

本郷区 26,802 21,556 早川三郎 推薦 4,520 当選
21,973 82.0 友成四郎 4,519 当選

安部利七 2,251 当選
高崎高次郎 1,969 当選
萩原利右衛門 推薦 1,953 当選
真泉光頴 推薦 1,589 落選
蓮見由太郎 推薦 1,515 落選
大島正穂 推薦 1,408 落選
高久清一 1,032 落選
山岸実 432 落選
内田貞良 368 落選 0

下谷区 35,506 28,589 高木友三郎 推薦 4,242 当選
28,922 81.5 小沢佐重喜 3,067 当選

小野利三郎 2,961 当選
石井栄次郎 推薦 2,911 当選
天本治 推薦 2,400 当選
滝山清治 推薦 2,328 当選
大沢常太郎 推薦 2,289 当選
伊木寅雄 2,106 落選
小山貞雄 推薦 1,924 落選
倉持忠助 1,629 落選
三木貞一郎 1,421 落選
浜野保治郎 推薦 849 落選
大沢武三郎 462 落選 0

浅草区 54,783 43,999 大久保重直 推薦 4,712 当選 43,998
44,571 81.4 吉田真一郎 推薦 4,560 当選

松崎権四郎 推薦 4,320 当選
茂木太市 3,507 当選
宮本正義 推薦 3,406 当選
上条貢 3,121 当選
大塚正章 推薦 2,904 当選
二宮要也 推薦 2,451 当選
関口竜 推薦 2,421 当選
有竹雅巳 推薦 2,279 落選
水野一善 推薦 2,180 落選
加藤栄助 1,817 落選
佐藤守義 1,488 落選
寺部頼助 1,422 落選
樋口甲子郎 1,370 落選
建部順 1,222 落選
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泉留吉 818 落選 1
本所区 52,221 44,344 小椋善男 推薦 6,188 当選

44,895 86.0 山田竹治 4,463 当選
糟谷磯平 推薦 4,013 当選
小野孝行 推薦 3,807 当選
小森善七 推薦 3,085 当選
井田友平 2,982 当選
森兼道 2,887 当選
中野勇治郎 推薦 2,690 当選
伊藤薫 推薦 2,455 当選
坂本一角 1,652 落選
長谷川秀吉 推薦 1,558 落選
小栗●朗 推薦 1,470 落選
杉野善作 1,167 落選
井上学 1,134 落選
川道甚太郎 930 落選
秋山定吉 916 落選
高橋清吉 865 落選
八木敬蔵 推薦 811 落選
久保庭芳平 811 落選
白鳥庫近 460 落選 0

深川区 45,395 38,087 本多市郎 4,700 当選
38,555 84.9 名執安平 推薦 4,566 当選

中西雄洞 推薦 3,101 当選
太田信治郎 推薦 3,020 当選
押本又三 推薦 2,990 当選
広瀬新平 推薦 2,601 当選
菊池武治 推薦 2,114 当選
浅沼稲次郎 1,965 落選
宮村亀一 1,553 落選
野々村寛止 1,467 落選
伊藤信司 1,464 落選
伊藤吉助 1,357 落選
清水米吉 1,268 落選
卯木国三郎 1,034 落選
高安安寿 966 落選
山屋八万雄 922 落選
峰嘉六 900 落選
柴田福蔵 845 落選
林哲之輔 653 落選
古知政市 448 落選
藤原泰一 131 落選
阿部真佐之 22 落選 0
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