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“ありがとう”の気持ちで品川区の街に優しさと夢を
一人一人が輝く街をめざします

5期目の無所属 品川区議会議員のスタートラインへ
H31年品川区議会議員選挙結果4/22午前3時20分確定（開票率100.00％）定数40名

当日有権者数 当日投票者数 期日前投票者数 不在者投票者数 投票者総数 最終投票率 （前回投票率）

322,379人 89,536人 37,912人 587人 128,035人 39.72% 40.08%

立候補者氏名 所属 得票数

当 1 高橋 しんじ 無所属 6,205.403

当 2 あべ 祐美子 立民 6,069

当 3 西村 なおこ 自民 3,641.546

当 4 鈴木 ひろ子 共産 3,526.058

当 5 なかつか 亮 共産 3,353

当 6 せお 麻里 無所属 3,290

当 7 筒井 ようすけ 都民ファ 3,163

当 8 あくつ 広王 公明 3,053

当 9 こんの 孝子 公明 2,980

当 10 石田 ひでお 自民 2,960.482

当 11 高橋 のぶあき 自民 2,911.596

当 12 鈴木 ますみ 自民 2,910.630

当 13 せりざわ 裕次郎 自民 2,896

当 14 松本 ときひろ 維新 2,844

当 15 つる 伸一郎 公明 2,817

当 16 西本 たか子 無所属 2,711
当 17 新妻 さえ子 公明 2,688

当 18 木村 健悟 無所属 2,669

当 19 おくの 晋治 共産 2,588

当 20 塚本 よしひろ 公明 2,542

当 21 くにば 雄大 NHK 2,532

当 22 須貝 ゆきひろ 無所属 2,522

当 23 石田 ちひろ 共産 2,449.168

当 24 鈴木 博 無所属 2,427.766

当 25 若林 ひろき 公明 2,392

当 26 渡辺 ゆういち 自民 2,291

当 27 安藤 たい作 共産 2,215

当 28 本多 たけのぶ 自民 2,203

当 29 ゆざわ 一貴 自民 2,200

当 30 吉田 ゆみこ ネット 2,195.863

当 31 横山 ゆかり 自民 2,188

当 32 たけうち 忍 公明 2,162

当 33 のだて 稔史 共産 2,149

当 34 田中 さやか ネット 2,134

当 35 わたべ 茂 自民 2,109

当 36 大倉 たかひろ 国民民主 1,994

当 37 まつざわ 和昌 無所属 1,933

当 38 大沢 しんいち 自民 1,932

当 39 こしば 新 自民 1,900

当 40 ふじわら 正則 無所属 1,898

41 タカノ ヨウスケ 無所属 1,860

42 いとう 昌宏 自民 1,843.501

43 松永 よしひろ 国民民主 1,822

44 西村 柳一郎 無所属 1,814.995

45 いそべ しょうさい 立民 1,777

46 宗 かずみ 共産 1,707

47 いながわ 貴之 国民民主 1,513

48 くわつか 透 共産 1,241

49 石田 しんご 国民民主 1,074.990

50 よしだ あつみ 自由 871.136

51 伊藤 しんご 無所属 450.856

※同一の氏・名の候補者が2人以上いる場合、その氏または名のみ記載した投票は、候補者
の有効投票数の割合で按分されます。
そのため、得票数に小数点が生じる場合があります



無所属を貫き、仲間に支えられ勝利を勝ち取りました！！
5期目の品川区議会議員として区民の皆様のために

しっかり活動いたします！！

2019年 品川区議会議員 5期目当選


