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調布市議会議員選挙 立候補者一覧

番号 候補者名 ふりがな 党派 新現元 年齢

1 大河 みとこ おおかわ みとこ 無所属 現 52

2 川畑 英樹 かわばた ひでき 民主党 現 49

3 五嶋 ゆきひろ ごしま ゆきひろ 無所属 新 60

4 丸田 絵美 まるた えみ 民主党 新 46

5 おぎくぼ 貞寛 おぎくぼ さだひろ 公明党 現 57

6 宮本 かずみ みやもと かずみ 民主党 現 40

7 福田 たかし ふくだ たかし 民主党 新 37

8 ふくもり 誠治 ふくもり せいじ 無所属 新 40

9 ドゥマンジュ 恭子 どぅまんじゅ きょうこ 調布・生活者ネットワーク 新 49

10 渡辺 進二郎 わたなべ しんじろう 無所属 現 64

11 小林 みつお こばやし みつお 無所属 現 56

12 内藤 みき子 ないとう みきこ 公明党 新 46

13 内藤 よしお ないとう よしお 社会民主党 現 55

14 鮎川 ゆうすけ あゆかわ ゆうすけ 無所属 現 34

15 庄司 洋子 しょうじ ようこ 無所属 新 59

16 たちばな 正俊 たちばな まさとし 公明党 新 49

17 真山 ゆういち まやま ゆういち 無所属 新 63

18 林 あきひろ はやし あきひろ 無所属 現 46

19 元木 勇 もとき いさむ 無所属 現 68

20 井上 耕志 いのうえ こうし 民主党 現 30
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21 漁 ぐんじ すなどり ぐんじ 社会民主党 元 55

22 むとう 千里 むとう ちさと 日本共産党 現 43

23 伊藤 まなぶ いとう まなぶ 自由民主党 現 54

24 雨宮 幸男 あめみや ゆきお 日本共産党 現 55

25 山口 茂 やまぐち しげる 無所属 現 61

26 いび 匡利 いび まさとし 日本共産党 元 43

27  ながひさ ひじかた ながひさ 無所属 現 65

28 大須賀 ひろすけ おおすが ひろすけ 無所属 現 47

29 広瀬 みち子 ひろせ みちこ 民主党 現 54

30 栗田 一秋 くりた かずあき 無所属 新 74

31 福山 めぐみ ふくやま めぐみ 公明党 現 58

32 鈴木 正昭 すずき まさあき 自由民主党 現 66

33 小林 いちゆき こばやし いちゆき 公明党 現 53

34 清水 ひとえ しみず ひとえ 社会民主党 新 30

35 岸本 なお子 きしもと なおこ 日本共産党 元 45

36 田中 ひさかず たなか ひさかず 無所属 新 53

平成19年4月22日執行 調布市議会議員選挙
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