
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

1932年11月５日結果 (都・東朝11月７日・東日11月６日、統計年表29回)
品川区 28,513 15,001 高木正年 民政党 3,859 当選 14,754

15,183 53.2 石原永明 政友会 2,921 当選
歌橋憲一 民政党 2,509 当選
秋沢吉蔵 政友会 2,070 当選
庄司又三郎 民政党 1,320 落選
大神善吉 政友会 925 落選
高品増之助 社会大衆党 666 落選
太田欽吾 政友会 484 落選 247

目黒区 無投票 神山錠五郎 民政党 無投票 当選
角田光五郎 政友会 無投票 当選

荏原区 19,881 10,268 石井良太郎 民政党 2,347 当選
10,443 52.5 鏑木小平次 政友会 1,946 当選

伊藤武七郎 民政党 1,806 当選
山口直 無所属 1,777 落選
鏑木俊 政友会 1,027 落選
千安家継 国民同盟会 559 落選
安部兵衛 無所属 544 落選
高橋忠次 政友会 262 落選 0

大森区 無投票 永久保新蔵 政友会 無投票 当選
酒井熊次郎 政友会 無投票 当選
田中祐貞 民政党 無投票 当選

蒲田区 15,396 8,240 吉田直治 民政党 3,231 当選 8,241
8,360 54.3 代田朝義 政友会 2,970 当選

木曾小源次 無所属 2,040 落選 -1 
世田谷区 18,727 8,243 鈴木堅次郎 民政党 2,217 当選

8,539 45.6 河野惣八 政友会 2,078 当選
豊田正治 政友会 1,861 当選
広川弘 政友会 1,166 落選
横尾勝弥 政友会 959 落選
吉賀貞輔 政友会 142 落選 0

渋谷区 28,145 11,875 朝倉虎治郎 政友会 3,676 当選
12,085 42.9 吉田丕文 民政党 2,585 当選

川田友之 政友会 2,246 当選
秋山文次 政友会 1,630 当選
山田広治 民政党 1,509 落選
山田権太 民政党 229 落選 0

淀橋区 19,856 10,601 萩島茂留 政友会 2,668 当選
10,718 54.0 小針孫太郎 民政党 2,112 当選

佐藤栄志 民政党 1,967 当選
市倉兼吉 民政党 1,772 落選
中林吉三郎 国民同盟会 1,117 落選
鬼倉重次郎 政友会 965 落選 0

中野区 17,692 7,530 森俊成 政友会 2,222 当選
7,624 43.1 関口新太郎 民政党 1,713 当選

花村四郎 政友会 1,669 当選
東保山平 政友会 1,336 落選
勝田穂策 社会大衆党 590 落選 0

杉並区 18,345 9,119 内田秀五郎 政友会 2,691 当選 9,118
9,208 50.2 高橋徳三郎 政友会 2,127 当選

浅川保平 国民同盟会 1,615 当選
大野粛寛 民政党 1,454 落選
三上英雄 政友会 1,231 落選 1

豊島区 32,497 14,893 中村梅吉 民政党 3,915 当選
15,211 46.8 川口玉造 政友会 3,031 当選

田中静衛 政友会 1,718 当選
後藤松之助 政友会 1,559 当選
布施泰治 民政党 1,424 当選
田口鏡次郎 政友会 952 落選
丹野虎吉 無所属 947 落選
吉田昇起 民政党 821 落選
斎藤武弥 国民同盟会 526 落選 0

滝野川区 16,248 7,577 有馬浅雄 政友会 3,117 当選
7,727 47.6 戸枝●太郎 民政党 2,718 当選

榎本初五郎 民政党 1,742 落選 0
荒川区 45,595 25,755 林連 政友会 4,461 当選

26,126 57.3 川口久太郎 政友会 3,721 当選
天野頼義 政友会 3,438 当選
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桜井広直 政友会 3,189 当選
丸山秀天 政友会 2,728 当選
遠山丙市 民政党 2,543 当選
吉田治郎八 政友会 2,452 落選
朝比奈秀徳 民政党 2,114 落選
只野透四郎 国民同盟会 1,109 落選 0

王子区 20,777 13,502 鈴木仙八 政友会 2,880 当選
13,660 65.7 中村邦 政友会 2,829 当選

小川紋太郎 政友会 2,824 落選
高木惣市 民政党 2,659 落選
石川光孝 民政党 2,310 落選 0

板橋区 18,631 11,061 水村清 民政党 4,314 当選
11,162 59.9 篠房輔 政友会 3,575 当選

鈴木義顕 政友会 3,172 落選 0
足立区 22,105 13,723 板垣信春 民政党 3,806 当選

13,873 62.8 吉田四郎平 政友会 3,237 当選
伊東喜八 民政党 2,031 当選
星野弥右衛門 政友会 1,887 落選
新井京太 政友会 1,714 落選
竹本信一 社会大衆党 1,048 落選 0

向島区 26,417 10,836 大沢梅次郎 民政党 3,905 当選
11,002 41.6 有馬秀雄 政友会 3,426 当選

小宮次郎七 政友会 2,251 当選
佐藤忠蔵 政友会 1,254 落選 0

城東区 24,682 15,848 山田清 民政党 3,733 当選 15,599
16,187 65.6 小川銀蔵 政友会 3,468 当選

宇田川啓輔 無所属 3,336 当選
上代芳太郎 無所属 2,823 落選
川村熊吉 民政党 2,239 落選 249

葛飾区 14,019 7,223 安藤徳雄 政友会 2,887 当選
7,394 52.7 茂沢茂富 政友会 2,239 当選

高橋幸雄 民政党 1,953 落選
二方芳松 国民同盟会 144 落選 0

江戸川区 17,732 10,952 田中源 政友会 4,414 当選
11,094 62.6 島田文治 政友会 4,155 当選

野口辰五郎 政友会 2,383 落選 0

1933年３月16日結果 (都３月18日、統計年表30回)
品川区 29,428 17,781 大橋清太郎 民政党 3,248 当選

17,933 60.9 石原永明 政友会 3,086 当選
中島勝五郎 民政党 2,682 当選
松原伝吉 政友会 2,566 当選
仲沢芳朗 政友会 2,223 当選
庄司又三郎 民政党 1,785 落選
森茂 政友会 1,680 落選
高品増之助 社会大衆党 511 落選 0

目黒区 17,237 8,863 須田●治 民政党 2,676 当選
8,983 52.1 神山錠五郎 民政党 2,315 当選

加藤栄助 無所属 2,117 当選
小杉久吉 政友会 1,755 落選 0

荏原区 22,106 11,627 山口直 無所属 3,012 当選
11,761 53.2 伊藤武七郎 民政党 2,454 当選

鏑木小平治 政友会 2,279 当選
馬野由松 政友会 2,024 落選
市川治作 民政党 1,317 落選
安平鹿一 無産 541 落選 0

大森区 無投票 横溝直也 民政党 無投票 当選
酒井熊次郎 政友会 無投票 当選
山本半蔵 政友会 無投票 当選
田中祐貞 民政党 無投票 当選

蒲田区 無投票 代田朝義 政友会 無投票 当選
吉田直治 民政党 無投票 当選

世田谷区 21,647 8,617 鈴木堅次郎 民政党 2,523 当選
8,748 40.4 河野惣八 政友会 2,393 当選

広川弘 政友会 2,145 当選
上保利三郎 民政党 1,476 落選
伊藤友治郎 政友会 80 落選 0

渋谷区 32,409 18,044 朝倉虎治郎 政友会 3,648 当選 18,024
18,244 56.3 辰野保 政友会 3,392 当選

平川進市郎 民政党 2,646 当選
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川田友之 政友会 2,182 当選
石原勘右衛門 政友会 1,852 当選
並木代右衛門 政友会 1,645 落選
秋山文次 政友会 1,364 落選
山田広治 民政党 1,227 落選
渡辺秀笹 無所属 68 落選 20

淀橋区 22,263 11,801 萩島茂留 政友会 2,719 当選
11,954 53.7 佐藤栄志 無所属 2,569 当選

市倉兼吉 民政党 2,358 当選
小針孫太郎 民政党 1,720 当選
中林吉三郎 国民同盟会 1,506 落選
小沢万作 民政党 929 落選 0

中野区 20,860 10,350 森俊成 政友会 2,792 当選
10,465 50.2 小池長太郎 政友会 2,379 当選

花村四郎 政友会 2,376 当選
関口新太郎 民政党 2,302 落選
安藤博 無所属 501 落選 0

杉並区 21,211 10,415 内田秀五郎 政友会 2,673 当選
10,525 49.6 浅川保平 国民同盟会 1,975 当選

高橋徳三郎 政友会 1,467 当選
渡辺長作 政友会 1,384 落選
高山兼吉 民政党 1,126 落選
大野粛寛 民政党 961 落選
相沢弥一 無所属 829 落選 0

豊島区 36,285 20,102 中村梅吉 民政党 2,449 当選
20,296 55.9 鏑木由七郎 政友会 2,233 当選

山口玉造 政友会 1,835 当選
滝沢竜太郎 政友会 1,547 当選
笠井重治 政友会 1,346 当選
須藤喜三郎 民政党 1,237 当選
醍醐惣之助 政友会 1,219 落選
田口鏡次郎 政友会 1,143 落選
吉田昇起 民政党 1,114 落選
西山茂幹 民政党 1,063 落選
佐藤久太郎 民政党 1,036 落選
小室信 政友会 1,001 落選
田中静衛 政友会 925 落選
袴田円助 民政党 898 落選
小野清太郎 国民同盟会 643 落選
篠崎三四 政友会 207 落選
寺山栄太郎 政友会 206 落選 0

滝野川区 16,780 9,754 浅香銀治郎 民政党 2,425 当選
9,871 58.8 戸枝●太郎 民政党 2,380 当選

横瀬精一 国民同盟会 1,913 当選
有馬浅雄 政友会 1,872 落選
中島政治郎 政友会 931 落選
広光章造 無所属 117 落選
西山武八 無所属 116 落選 0

荒川区 49,023 30,347 林連 政友会 3,455 当選
31,254 63.8 天野頼義 政友会 3,474 当選

田中栄蔵 無所属 3,113 当選
川口久太郎 政友会 2,985 当選
丸山秀天 政友会 2,865 当選
遠山丙市 民政党 2,743 当選
吉田治郎八 政友会 2,628 当選
三橋鷹二 政友会 2,542 落選
朝比奈秀徳 民政党 2,095 落選
滝沢清一 政友会 1,587 落選
前田松蔵 政友会 1,358 落選
松谷与二郎 国民同盟会 1,159 落選
根本佳守 政友会 343 落選 0

王子区 23,726 16,416 小川紋太郎 政友会 3,199 当選
16,591 69.9 高木惣市 民政党 2,797 当選

江口義一 政友会 2,755 当選
鈴木仙八 政友会 2,089 落選
石川光孝 民政党 1,976 落選
中村邦 政友会 1,758 落選
峰岸教三郎 無所属 1,712 落選
大前滝三 民政党 130 落選 0

板橋区 20,010 12,910 鈴木義顕 政友会 4,142 当選
13,049 65.2 瀬田●一 民政党 3,181 当選
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篠房輔 政友会 3,039 当選
鴨下義次 民政党 2,548 落選 0

足立区 24,186 15,655 吉田四郎平 政友会 3,646 当選
15,839 65.5 板垣信春 民政党 3,406 当選

千ケ崎嘉助 政友会 3,288 当選
伊東喜八 民政党 2,713 落選
新井京太 政友会 2,499 落選
須藤淳次 無所属 103 落選 0

向島区 27,162 17,251 小野内寿松 民政党 3,442 当選
17,453 64.3 有馬秀雄 政友会 3,198 当選

大沢梅次郎 民政党 3,185 当選
小宮次郎七 政友会 2,914 当選
木村元吉 政友会 2,352 落選
右川慶治 政友会 1,480 落選
佐藤忠蔵 政友会 680 落選 0

城東区 26,140 16,588 山田清 民政党 3,469 当選
16,871 64.5 鈴木菊太郎 民政党 3,248 当選

宇田川啓輔 政友会 3,078 当選
綾井樹 政友会 2,563 当選
小川銀蔵 政友会 2,271 落選
小宮芳次郎 民政党 1,025 落選
中島重徳 政友会 934 落選 0

葛飾区 15,385 10,170 奥田重兵衛 民政党 4,107 当選
10,284 66.8 安藤徳雄 政友会 3,048 当選

茂沢茂富 政友会 3,015 落選 0
江戸川区 18,770 10,768 田中源 政友会 4,810 当選

10,903 58.1 島田文治 政友会 3,365 当選
米村嘉一郎 民政党 2,593 落選 0

1937年３月16日結果 (東京市公報３月20日・東日17日号外、東朝３月10日)
品川区 38,701 23,772 大橋清太郎 民政党 4,171 当選

23,964 61.9 石原永明 政友会 3,195 当選
松原伝吉 政友会 2,915 当選
石山賢吉 市政革新同盟 2,531 当選
西本啓 民政党 2,040 当選
森茂 政友会 2,020 落選
仲沢芳朗 政友会 1,857 落選
佐々木勝三 労協 1,733 落選
徳永正毅 社会大衆党 1,483 落選
庄司又三郎 民政党 898 落選
植田重義 社会大衆党 789 落選
三上正教 無所属 140 落選 0

目黒区 27,169 19,341 加藤勘十 労協 2,896 当選
19,508 71.8 高梨二男 社会大衆党 2,444 当選

宮尾舜治 市政革新同盟 2,381 当選
島崎七郎 政友会 2,354 当選
神山錠五郎 民政党 2,112 落選
須田●治 民政党 1,988 落選
岡田衛 政友会 1,412 落選
小杉久吉 政友会 1,034 落選
加藤栄助 政友会 1,003 落選
宇野政吉 政友会 951 落選
石井文作 無所属 405 落選
堀越節義 無所属 361 落選 0

荏原区 30,328 19,784 安平鹿一 労協 3,003 当選
19,983 65.9 鏑木小平治 政友会 2,995 当選

石井良太郎 民政党 2,640 当選
山口直 無所属 2,440 落選
高山金一 民政党 2,174 落選
市川治作 民政党 1,950 落選
菊池慎三 市政革新同盟 1,646 落選
河野平次 社会大衆党 1,526 落選
谷乾治郎 民政党 960 落選
小林寛一 政治革新協議会 330 落選
舞木友衛 青日 120 落選 0

大森区 37,431 24,272 原虎一 社会大衆党 2,708 当選
24,432 65.3 横溝直也 民政党 2,684 当選

松野喜内 市政革新同盟 2,505 当選
平林浅次郎 政友会 2,299 当選
杉崎欽八 民政党 2,281 当選
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小原厚 政友会 1,867 落選
田中弥次右衛門 民政党 1,787 落選
三輪盛吉 労協 1,672 落選
原田光 民政党 1,538 落選
小高長三郎 政友会 1,222 落選
高橋峰吉 政治革新協議会1,073 落選
菊地慎 民政党 991 落選
久保井長輔 民政党 636 落選
寺田健蔵 民政党 496 落選
井上安治郎 民政党 418 落選
西野義美 民政党 95 落選 0

蒲田区 27,507 16,627 吉田直治 民政党 3,662 当選
16,837 61.2 仙波虎五郎 政友会 3,239 当選

藤巻多一 社会大衆党 3,098 当選
伊藤与三郎 民政党 2,026 落選
石崎幸銀 市政革新同盟 1,734 落選
木村栄三 政友会 1,105 落選
山内房吉 労協 1,024 落選
斎藤助尭 無所属 739 落選 0

世田谷区 38,210 21,948 広川弘 政友会 3,317 当選
22,108 57.9 東舜英 民政党 2,711 当選

鈴木堅次郎 民政党 2,663 当選
吉川末次郎 社会大衆党 2,642 当選
上原平太郎 無所属 2,512 落選
河野惣八 政友会 2,306 落選
浪貝清豪 民政党 2,194 落選
中西伊之助 労協 1,369 落選
世良田進 政友会 1,178 落選
石川右三郎 政友会 932 落選
田中誠造 地方無産党 124 落選 0

渋谷区 39,896 26,576 丸山鶴吉 市政革新同盟 5,701 当選
26,716 67.0 川田友之 政友会 3,596 当選

関口弥三郎 民政党 2,700 当選
北田一郎 労協 1,916 当選
吉峰誠一 政友会 1,610 当選
柴田久一 政友会 1,578 落選
平川進市郎 民政党 1,543 落選
細野三千雄 社会大衆党 1,383 落選
今関大造 無所属 1,293 落選
富田喜作 民政党 953 落選
西谷一郎 政友会 941 落選
福田虎亀 無所属 848 落選
小栗誉次 政友会 661 落選
鈴木嘉吉 民政党 645 落選
栗山力 無所属 599 落選
飯室信吉 無所属 389 落選
影山由巳 無所属 220 落選 0

淀橋区 26,183 19,950 萩島茂留 政友会 2,961 当選
20,095 76.7 佐藤栄志 政友会 2,668 当選

曾我祐邦 市政革新同盟 2,026 当選
小針孫太郎 民政党 1,831 当選
中島喜三郎 労協 1,677 落選
市倉兼吉 民政党 1,665 落選
大貫大人 社会大衆党 1,412 落選
森下国雄 民政党 1,344 落選
鈴木雄一 政友会 1,104 落選
野中富三郎 無所属 1,099 落選
芝田伝次 無所属 994 落選
金井重雄 無所属 601 落選
佐々城貢 無所属 519 落選
桶山栄蔵 無所属 49 落選 0

中野区 31,322 11,694 森俊成 政友会 3,404 当選
21,817 69.7 花村四郎 政友会 2,936 当選

小池長太郎 政友会 2,821 当選
菊川忠雄 社会大衆党 2,732 落選
窪寺伝吉 政友会 2,492 落選
伊藤金左エ門 政友会 2,379 落選
関口新太郎 民政党 1,721 落選
近藤乾郎 市政革新同盟 1,365 落選
小堀甚二 労協 1,299 落選
安藤博 民政党 545 落選 0
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杉並区 34,880 22,518 内田秀五郎 政友会 3,955 当選
22,684 65.0 平野（村林）学 社会大衆党 3,021 当選

三上英雄 政友会 2,493 当選
鈴木茂三郎 労協 2,373 当選
高橋徳三郎 政友会 2,279 落選
浅野清一 民政党 1,829 落選
大森一雄 無所属 1,510 落選
岡野●一 民政党 1,501 落選
桐沢正彦 無所属 804 落選
相沢馨 政友会 716 落選
大村英一 無所属 703 落選
野口良生 無所属 641 落選
小沢作二郎 民政党 582 落選
田辺忠夫 無所属 111 落選 0

豊島区 48,878 33,044 菊池寛 市政革新同盟 4,587 当選
33,262 68.1 中村梅吉 民政党 3,342 当選

須藤喜三郎 民政党 2,873 当選
為藤五郎 社会大衆党 2,681 当選
山口玉造 政友会 2,042 当選
佐藤徳松 無所属 1,751 当選
林隼三 民政党 1,732 落選
足立銀次郎 政友会 1,657 落選
原定良 民政党 1,332 落選
滝沢竜太郎 政友会 1,288 落選
笠井重治 政友会 1,140 落選
的場茂 社会大衆党 1,096 落選
川島美保 民政党 1,062 落選
大堀庫次 政友会 1,027 落選
渡辺善友 民政党 913 落選
吉井保次郎 政友会 828 落選
醍醐惣之助 政友会 767 落選
玉井理勝 政友会 739 落選
丹野虎吉 政友会 698 落選
大脇松太郎 労協 670 落選
柏木一夫 民政党 513 落選
堤倉次 政友会 306 落選 0

滝野川区 20,754 13,345 横瀬精一 国民同盟会 3,858 当選
13,486 65.0 匹田秀雄 社会大衆党 3,075 当選

折本勝治 政友会 2,769 当選
清水留三郎 民政党 2,344 落選
金原藤一 民政党 1,299 落選 0

荒川区 59,272 41,793 遠山丙市 民政党 5,020 当選
42,118 71.1 川口久太郎 政友会 4,248 当選

林連 政友会 4,079 当選
天野頼義 政友会 3,652 当選
岩内善作 社会大衆党 3,553 当選
一ノ瀬藤之助 民政党 2,789 当選
高野納康 政友会 2,277 当選
田中栄蔵 民政党 2,068 当選
吉田治郎八 政友会 2,046 落選
小柴惣九郎 政友会 1,952 落選
富田繁蔵 社会大衆党 1,910 落選
倉持邦造 政友会 1,580 落選
老沼秀雄 無所属 1,421 落選
高瀬孝仁 無所属 1,410 落選
赤尾敏 建国 1,312 落選
滝沢清一 政友会 888 落選
三浦惣太郎 養正会 807 落選
白石清 無所属 461 落選
森直次 政治革新協議会 320 落選 0

王子区 32,114 21,024 鈴木仙八 政友会 5,144 当選
23,586 73.4 浜野清吾 国民同盟会 4,989 当選

松永義雄 社会大衆党 4,124 当選
高木惣市 民政党 4,038 当選
小川紋太郎 政友会 2,146 落選
米村嘉一郎 民政党 1,268 落選
山田毅一 無所属 792 落選
小川友三 昭和会 523 落選 0

板橋区 29,372 18,132 鈴木義顕 政友会 3,454 当選
18,324 62.4 渋谷常三郎 社会大衆党 3,176 当選

瀬田●一 民政党 2,762 当選
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篠房輔 政友会 2,128 落選
加藤隆太郎 政友会 1,800 落選
大野百之助 政友会 1,306 落選
矢作甚右エ門 民政党 1,138 落選
金子二久 民政党 1,101 落選
今進一 無所属 978 落選
佐々木与右エ門 労協 289 落選 0

足立区 35,782 23,136 新井京太 政友会 4,337 当選
23,357 65.3 鴨下栄吉 民政党 3,910 当選

板垣信春 民政党 3,834 当選
西野吉三郎 民政党 3,447 当選
高橋渉 労協 2,749 落選
小宮直太郎 政友会 2,217 落選
山口清治郎 社会大衆党 1,098 落選
竹本信一 無所属 843 落選
須藤淳次 無所属 367 落選
新関新一 政友会 334 落選 0

向島区 34,917 23,307 有馬秀雄 政友会 2,778 当選
23,680 67.8 山田七郎 民政党 2,589 当選

大越半忠 社会大衆党 2,151 当選
滝沢逸平 政友会 2,116 当選
佐藤正 民政党 2,070 落選
国枝薫 政友会 1,808 落選
小野内真一 民政党 1,803 落選
馬場七郎 民政党 1,621 落選
山田義春 労協 1,485 落選
滝沢秀守 政友会 1,404 落選
梅野峰作 民政党 1,377 落選
長谷川正一 民政党 1,345 落選
成田直 政友会 760 落選 0

城東区 31,980 21,650 山田清 民政党 5,681 当選
22,036 68.9 熊本虎蔵 社会大衆党 4,679 当選

鈴木菊太郎 民政党 4,645 当選
宇田川啓輔 政友会 2,315 当選
綾井樹 政友会 1,989 落選
斎藤春吉 政友会 1,845 落選
武田金太郎 無所属 496 落選 0

葛飾区 20,968 13,788 安藤徳雄 政友会 3,305 当選
13,922 66.4 伊東金太郎 民政党 2,938 当選

森居康 社会大衆党 2,851 落選
鈴木久左エ門 政友会 2,030 落選
松見博正 政友会 1,460 落選
茂沢茂富 政友会 1,204 落選 0

江戸川区 26,865 19,333 野口辰五郎 政友会 3,474 当選
19,470 72.5 島村一郎 政友会 3,461 当選

真鍋儀十 民政党 3,387 落選
中里民平 政友会 2,299 落選
島田文治 政友会 1,905 落選
福井憲治 無所属 1,704 落選
小久保松保 政友会 1,653 落選
三好利生 社会大衆党 1,450 落選 0

1942年６月15日結果 (市会議員選挙に関する調査、東朝５月26日)
品川区 41,337 33,233 西本啓 推薦 4,981 当選

33,822 81.8 関山延 推薦 4,479 当選
風間実 推薦 3,959 当選
石山賢吉 推薦 3,834 当選
石原永明 3,800 当選
金子梅吉 推薦 3,453 当選
池田操 推薦 2,818 落選
平山巌 1,844 落選
小野慶十 1,547 落選
植田重義 1,233 落選
大塚実 975 落選
山本益次郎 310 落選 0

目黒区 37,612 27,610 鏑木太郎 推薦 4,883 当選
28,690 76.3 和泉勘次郎 推薦 4,231 当選

安藤又五郎 推薦 3,741 当選
喜多村実 推薦 3,547 当選
須田●治 推薦 3,461 当選
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高梨二男 1,971 落選
飯島与志雄 1,850 落選
熊本利男 1,774 落選
鈴木与一 1,011 落選
堀越節義 846 落選
柳迫国比古 295 落選 0

荏原区 36,298 29,403 鏑木小平次 推薦 7,951 当選
29,936 82.5 石井良太郎 推薦 5,737 当選

鏑木政五郎 推薦 5,693 当選
斎藤卯吉 推薦 5,386 当選
鏡省三 3,638 落選
浜田慶二 998 落選 0

大森区 50,509 39,951 本位田祥男 推薦 6,139 当選
40,513 80.2 平林浅次郎 推薦 4,724 当選

松野喜内 推薦 3,570 当選
小沼虎之助 推薦 3,193 当選
岸本正雄 推薦 2,986 当選
平林真之助 推薦 2,620 当選
丹羽五郎 2,376 当選
吉崎久一 2,348 落選
原虎一 2,250 落選
安藤章一郎 1,740 落選
酒井熊次郎 1,481 落選
八木沢鶴吉 1,429 落選
原国 1,261 落選
大宮一郎 1,181 落選
笹原庄之助 993 落選
志津清輝 932 落選
北代章 728 落選 0

蒲田区 42,656 34,549 代田朝義 推薦 7,176 当選
35,083 82.2 藤吉男 5,418 当選

吉田直治 推薦 4,661 当選
伊東啓二 推薦 3,674 当選
柴田元喜 推薦 3,335 当選
沢畑英貫 推薦 2,453 落選
石崎幸銀 2,450 落選
仙波虎五郎 1,995 落選
井上弥一郎 1,505 落選
大野正大 1,170 落選
中島茂治郎 712 落選 0

世田谷区 49,154 38,993 金原賢之助 推薦 5,030 当選
39,550 80.5 匝瑳胤次 推薦 4,796 当選

広川弘禅 4,457 当選
東舜英 4,102 当選
鈴木政治 推薦 3,969 当選
岩本喜悦 推薦 3,888 当選
松本勇平 推薦 3,824 落選
河野清三 推薦 3,517 落選
鈴木堅次郎 3,515 落選
三田隆真 822 落選
坂下芳助 455 落選
李東華 302 落選
原田縫一 199 落選
梅谷芳光 117 落選 0

渋谷区 45,939 36,704 丸山鶴吉 推薦 10,794 当選
37,137 80.8 栗山力 推薦 3,824 当選

関口弥三郎 3,813 当選
田中正之助 推薦 2,893 当選
斎藤清亮 2,881 当選
柴田久一 2,558 当選
吉峰誠一 2,488 落選
長岩友栄 2,148 落選
梅地庸彦 推薦 1,993 落選
山本猛夫 1,848 落選
佐藤健造 推薦 1,464 落選 0

淀橋区 33,783 26,776 佐藤栄志 3,929 当選
27,122 80.3 堤倉次 推薦 3,736 当選

石井絹治郎 推薦 3,698 当選
野村専太郎 推薦 3,146 当選
川本金太郎 3,094 落選
小針孫太郎 2,576 落選

p.8 



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)

中野浩 推薦 2,359 落選
当山清 1,706 落選
小河原新一郎 865 落選
武士垣外佐蔵 555 落選
松下喜代松 389 落選
斎藤守男 308 落選
榊純義 242 落選
弓場栄蔵 173 落選 0

中野区 39,256 31,765 花村四郎 8,586 当選
32,222 82.1 森俊成 推薦 6,381 当選

石井泰一 推薦 6,267 当選
窪寺伝吉 推薦 4,226 当選
伊藤金左衛門 推薦 3,759 落選
市川三郎 1,291 落選
金子良一 1,255 落選 0

杉並区 43,339 34,432 内田秀五郎 推薦 6,921 当選
34,941 80.6 藤井一彦 推薦 5,029 当選

西野邦三郎 推薦 2,469 当選
高橋徳三郎 2,392 当選
服部寅雄 2,244 当選
松本金重 推薦 2,239 落選
古川丈吉 2,147 落選
鈴木新三郎 1,735 落選
高山兼吉 1,687 落選
大森一雄 1,571 落選
今田誠貴 推薦 1,468 落選
野間政文 1,157 落選
林鉄男 1,068 落選
神長倉豊 795 落選
相沢馨 506 落選
朝倉昇 386 落選
堀内幾三郎 342 落選
高村三郎 276 落選 0

豊島区 59,055 49,011 平山泰 推薦 6,607 当選
49,692 84.1 須藤喜三郎 6,060 当選

足立銀次郎 推薦 4,998 当選
林隼三 4,147 当選
白石伝助 推薦 3,607 当選
原定良 3,364 当選
片桐勝昌 2,664 当選
小沢今麿 2,605 落選
腰野不二雄 推薦 2,559 落選
山口玉造 2,270 落選
須藤理助 推薦 2,049 落選
的場茂 1,634 落選
安西伊之助 推薦 1,604 落選
小沢三男 1,246 落選
丹野虎吉 1,245 落選
丸山久清 860 落選
渡辺惣蔵 800 落選
野波淳 602 落選
柴田次郎 90 落選 0

滝野川区 25,674 20,868 横瀬精一 4,712 当選
21,119 82.3 北島真平 推薦 4,097 当選

折本勝治 推薦 3,494 当選
長岡慶信 推薦 2,482 落選
戸枝●太郎 2,072 落選
岡野俊雄 1,597 落選
匹田秀雄 1,260 落選
西山武八 1,154 落選 0

荒川区 69,865 59,812 天野頼義 推薦 10,008 当選
60,332 86.4 川口久太郎 推薦 6,116 当選

林連 推薦 4,850 当選
中村徳太郎 4,542 当選
田中国男 推薦 3,932 当選
高野納康 3,866 当選
遠山丙市 3,330 当選
春日井秀雄 推薦 3,234 当選
小柴惣九郎 推薦 3,084 当選
山田正夫 2,562 落選
大出常三朗 2,314 落選
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岩内善作 2,268 落選
篠崎政治 推薦 2,089 落選
森毅 推薦 2,034 落選
佐々木恒司 1,901 落選
宇野喜重 1,811 落選
倉持邦造 1,583 落選
三木豊樹 288 落選 0

王子区 42,226 36,029 鈴木仙八 7,712 当選
36,433 86.3 高木惣市 4,240 当選

石井金一郎 推薦 4,135 当選
富田直之 推薦 3,706 当選
埴原小次郎 推薦 3,499 当選
松本武男 推薦 3,124 落選
北島義彦 2,722 落選
小川友三 2,548 落選
遠山隆一 推薦 2,544 落選
田辺鉄五郎 925 落選
岩井円太郎 874 落選 0

板橋区 43,746 36,269 加藤隆太郎 推薦 5,335 当選
36,845 84.2 三浦忠三郎 推薦 4,496 当選

鈴木義顕 推薦 4,446 当選
吉田知吉 推薦 4,181 当選
瀬田●一 推薦 3,721 当選
平林武 3,319 落選
渋谷常三郎 3,135 落選
市川由勇 2,057 落選
大野百之助 1,939 落選
金子二久 1,701 落選
内河丑寿 1,274 落選
高野一郎 358 落選
塩田純 307 落選 0

足立区 47,248 39,813 新井京太 7,068 当選
40,372 85.4 山田百政 推薦 5,757 当選

小西幸助 推薦 5,548 当選
鯨岡兵衛 推薦 5,120 当選
鴨下栄吉 推薦 4,688 当選
森敬之助 3,045 落選
川名脩太郎 2,398 落選
伊東喜八 1,838 落選
千ケ崎嘉助 1,747 落選
関原春重 1,517 落選
阿部敬喜 705 落選
宇波太三郎 382 落選 0

向島区 38,600 35,177 大沢梅次郎 6,169 当選
35,517 92.0 山田七郎 4,797 当選

有馬秀雄 推薦 3,990 当選
伊藤一郎 推薦 3,694 当選
小野内寿松 2,882 落選
国枝薫 2,142 落選
内古閑一誠 推薦 1,973 落選
滝沢逸平 1,850 落選
半藤末松 推薦 1,816 落選
梅野峰作 1,440 落選
勝田菊蔵 1,428 落選
小宮次郎七 1,330 落選
伊佐治三郎 1,291 落選
井上竜吉 375 落選 0

城東区 36,464 30,688 冠木栄吉 推薦 7,542 当選
32,088 88.0 竹内現四郎 推薦 6,124 当選

磯部静男 推薦 5,095 当選
榎本貞治郎 推薦 4,983 当選
草野豊 2,346 落選
新実忠 2,126 落選
清水専二 1,417 落選
向山祐義 717 落選
熊田徹事 338 落選 0

葛飾区 29,879 24,683 原田千代太郎 推薦 4,909 当選
25,039 83.8 水野熊雄 推薦 4,513 当選

安藤徳雄 3,573 当選
伊東金太郎 2,439 落選
森居康 2,437 落選

p.10 
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広沢栄孝 推薦 1,947 落選
関根孝一 1,509 落選
石毛慶次郎 1,355 落選
三品光雄 508 落選
佐野広中 487 落選
星野保永 440 落選
櫛部荒熊 333 落選
秋元七三郎 233 落選 0

江戸川区 35,285 28,928 島村一郎 推薦 7,756 当選
30,289 85.8 中里民平 推薦 6,575 当選

山口与八郎 3,308 当選
加藤好雄 2,553 落選
山沢真竜 2,134 落選
千葉藤左衛門 2,037 落選
松下芳治 1,993 落選
内田雄三 1,451 落選
矢作秀男 754 落選
松下武義 367 落選 0

p.11 


