
選挙区 氏名 党 派 得票数

1 S22.4.30 水 47 青森市 松尾　常助 自由党 4,969.0
淡谷　清藏 民主党 3,630.0
佐藤　義男 社会党 3,541.0

弘前市 桜田　清芽 国民協同党 7,453.0
島口　重次郎 社会党 3,453.0
相馬　五郎 無所属 3,309.0

八戸市 鈴木　惣吉 民主党 5,015.0
近藤　喜一 自由党 4,752.0
西村　菊次郎 社会党 3,970.0
高谷　金五郎 民主党 3,799.0

東津軽郡 東　正義 自由党 3,281.0
三上　兼四郎 無所属 2,705.0
田中　助藏 自由党 2,608.0
伊香　善吉 自由党 2,600.0
木村　貴三郎 民主党 2,524.0

西津軽郡 森田　キヨ 無所属 6,895.0
中村　清次郎 民主党 6,584.0
福士　繁喜 民主党 5,442.0
岩淵　謙二郎 社会党 3,925.0

中津軽郡 對馬　竹五郎 無所属 6,445.0
木村　亨貞 民主党 4,229.0
兼平　慶治 自由党 3,779.0

南津軽郡 田澤　吉郎 民主党 5,984.0
櫻田　佐兵衛 自由党 5,477.0
木村　文男 自由党 5,456.0
高樋　竹次郎 自由党 5,446.0
藤本　豊作 民主党 5,035.0
相馬　謙次 国民協同党 4,945.0
柴田　久次郎 社会党 4,721.0

北津軽郡 三和　精一 民主党 9,588.0
伊藤　正逸 民主党 9,073.0
阿部　敏雄 自由党 6,660.0
館山　米藏 自由党 5,552.0

上北郡 菅原　光珀 民主党 7,287.0
三村　泰右 自由党 6,898.0
斉下　與助 自由党 6,600.0
中野　吉太郎 民主党 5,684.0
工藤　徳三 民主党 5,513.0
鈴木　穠 自由党 4,352.0

下北郡 山内　啓助 無所属 6,766.0
山本　八三郎 自由党 5,047.0
中島　清助 自由党 4,848.0

三戸郡 松尾　節三 自由党 5,975.0
坂本　正夫 自由党 4,231.0
柳澤　豊吉 民主党 4,178.0
三浦　久次郎 民主党 3,906.0
四戸　徳藏 自由党 3,411.0

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

2 S26.4.30 月 50 青森市 山田　寅三 無所属 6,228.0
佐藤　義男 日本社会党 5,539.0
盬谷　眞吉 国民民主党 5,492.0
淡谷　清藏 国民民主党 4,363.0

弘前市 工藤　浩 無所属 9,261.0
島口　重次郎 日本社会党 6,648.0
成田　要次郎 自由党 4,793.0

八戸市 高谷　金五郎 自由党 7,514.0
中村　拓道 国民民主党 6,785.0
月舘　彦太郎 自由党 6,563.0
寺下　岩藏 国民民主党 6,092.0

東津軽郡 白鳥　大八 自由党 4,550.0
太田　堯 国民民主党 4,108.0
田中　助藏 自由党 4,091.0
櫻田　一義 国民民主党 3,829.0

西津軽郡 鈴木　泰治 国民民主党 5,980.0
中村　清次郎 自由党 5,100.0
福士　繁喜 自由党 4,942.0
毛内　豊吉 自由党 4,661.0

中津軽郡 兼平　慶治 自由党 5,924.0
工藤　彌七 無所属 5,575.0
木村　亨貞 自由党 5,427.0
土屋　雅夫 日本社会党 4,990.0

南津軽郡 佐藤　與三郎 自由党 7,871.0
高樋　竹次郎 自由党 6,204.0
山谷　清作 無所属 6,098.0
清藤　勇吉 国民民主党 5,778.0
田澤　吉郎 自由党 5,553.0
小倉　豊 無所属 5,340.0
櫻田　佐兵衛 自由党 4,866.0

北津軽郡 珍田　福伍郎 自由党 7,972.0
木村　慶藏 自由党 7,904.0
外川　鶴松 社会民主党 6,839.0
伊藤　正逸 国民民主党 5,757.0

上北郡 小山田　茂 無所属 5,579.0
米内山　義一郎 日本社会党 5,381.0
中野　吉十郎 国民民主党 5,112.0
三星　實 無所属 4,608.0
本多　浩治 自由党 4,282.0
沼山　吉助 無所属 3,960.0
鈴木　穠 自由党 3,920.0

下北郡 杉山　勝雄 日本社会党 6,986.0
山内　啓助 自由党 6,065.0
古瀬　兵次 無所属 5,776.0
中島　清助 自由党 5,245.0

三戸郡 大島　勇太郎 無所属 6,329.0
三浦　道雄 国民民主党 5,973.0
柳澤　豊吉 国民民主党 5,332.0
小坂　甚義 自由党 5,200.0
四戸　徳藏 自由党 4,609.0

補欠 S29.11.29 月 2 上北郡 菅原　光珀 改進党 17,933.0
三村　泰右 自由党 14,876.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

3 S30.4.23 土 50 青森市 松尾　常助 無所属 9,196.0
山田　寅三 無所属 8,133.0
白鳥　大八 日本民主党 8,047.0
佐藤　義男 日本社会党 7,971.0
米沢　鉄五郎 自由党 7,291.0
千葉　民蔵 日本社会党 7,187.0

弘前市 島口　重次郎 日本社会党 6,252.0
中村　富士夫 無所属 4,919.0
相馬　五郎 無所属 4,352.0

八戸市 中村　拓道 日本民主党 11,370.0
佐々木　秀文 日本社会党 9,105.0
寺下　岩蔵 日本民主党 6,829.0
高谷　金五郎 自由党 6,730.0

黒石市 伊藤　貞文 無所属 5,907.0
五所川原市 山内　久三郎 自由党 9,594.0
東津軽郡 小野　清七 無所属 6,835.0

丸山　元三郎 無所属 6,353.0
三上　兼四郎 日本民主党 5,105.0

西津軽郡 中村　清次郎 自由党 5,921.0
鈴木　泰治 日本民主党 5,742.0
三橋　儀郎 日本民主党 5,608.0
福士　繁喜 自由党 5,580.0

中津軽郡 対馬　得一 日本民主党 7,810.0
秋元　岩五郎 無所属 7,676.0
藤田　重雄 無所属 5,923.0
斎藤　篤意 無所属 4,860.43

南津軽郡 田沢　吉郎 自由党 8,479.0
山谷　清作 自由党 7,357.0
松岡　儀助 日本民主党 6,983.0
浅利　崇 無所属 6,561.0
小倉　豊 日本民主党 6,443.0

北津軽郡 珍田　福伍郎 自由党 11,539.0
外川　鶴松 自由党 7,989.0
阿部　敏雄 日本民主党 7,148.0

上北郡 菅原　光珀 日本民主党 7,975.0
三村　泰右 日本民主党 7,705.0
米内山　義一郎 日本社会党 7,680.0
工藤　正六 日本民主党 7,355.53
小比類巻　富雄 中立 6,319.0
三星　実 自由党 6,236.0
北村　正 日本民主党 5,425.0

下北郡 中島　清助 自由党 8,522.0
杉山　勝雄 日本社会党 7,764.0
山内　啓助 自由党 7,616.0
古瀬　兵次 日本民主党 6,227.0

三戸郡 沢田　操 自由党 6,701.0
大島　勇太郎 日本民主党 5,574.0
小坂　甚義 自由党 4,827.0
茨島　豊蔵 日本民主党 4,733.0
三浦　道雄 日本民主党 4,470.0

補欠 S33.6.18 水 2 上北郡 小山田　茂 自由民主党 16,724.0
工藤　一成 日本社会党 12,568.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

4 S34.4.23 木 51 青森市 寺山　竹四郎 自由民主党 10,072.0
米沢　鉄五郎 自由民主党 9,019.0
関　晴正 日本社会党 8,994.0
千葉　民蔵 日本社会党 8,765.0
塩谷　真吉 自由民主党 8,538.0
白鳥　大八 自由民主党 8,451.0
山田　寅三 無所属 7,352.0

弘前市 相馬　五郎 自由民主党 8,765.0
中村　富士夫 自由民主党 8,229.0
石田　喜一郎 無所属 7,598.0
秋元　岩五郎 無所属 7,579.0
藤田　重雄 自由民主党 7,224.0
轟　泰諄 無所属 7,219.0

八戸市 秋山　皐二郎 無所属 13,439.0
岩岡　三夫 無所属 9,282.0
大島　勇太郎 自由民主党 8,702.0
佐々木　秀文 日本社会党 8,307.0
中村　拓道 自由民主党 8,138.0

黒石市 中村　亀吉 自由民主党 7,626.0
宇野　良作 自由民主党 6,558.0

五所川原市 原　清司 自由民主党 5,673.0
佐々木　栄造 無所属 5,437.0

十和田市 小山田　茂 自由民主党 7,351.0
菅原　光珀 自由民主党 6,346.0

三沢市 北村　正 自由民主党 7,522.0
東津軽郡 小野　清七 自由民主党 5,908.0

森　豊秀 無所属 5,131.0
西津軽郡 原田　正司 無所属 7,267.0

脇川　利勝 自由民主党 6,620.0
毛内　豊吉 自由民主党 6,126.0
斎藤　豊三郎 自由民主党 6,044.0

南津軽郡 佐藤　誠治 無所属 10,614.0
山谷　清作 自由民主党 8,372.0
小倉　豊 自由民主党 8,006.0
外川　豊造 自由民主党 6,740.0

北津軽郡 花田　一 無所属 10,917.0
外川　鶴松 自由民主党 9,176.0
珍田　福伍郎 自由民主党 8,841.0

上北郡 岡山　久吉 自由民主党 8,829.0
工藤　正六 自由民主党 7,778.23
三村　泰右 自由民主党 7,500.0
谷内　一雄 自由民主党 7,449.0
工藤　一成 日本社会党 6,854.67

下北郡 河野　幸蔵 自由民主党 9,162.0
佐藤　健次 無所属 8,967.0
古瀬　兵次 自由民主党 7,607.0
中島　清助 自由民主党 7,532.0

三戸郡 三浦　道雄 自由民主党 8,926.0
沢田　操 自由民主党 8,506.0
小坂　甚義 自由民主党 7,704.0
太田　勝美 自由民主党 6,926.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

5 S38.4.17 水 52 青森市 寺山　竹四郎 自由民主党 10,485.0
千葉　民蔵 日本社会党 10,056.0
米沢　鉄五郎 自由民主党 9,245.0
大塚　英五郎 日本共産党 8,643.0
白鳥　大八 自由民主党 8,300.0
関　晴正 日本社会党 8,185.0
山田　寅三 自由民主党 7,760.0
奈良岡　末造 無所属 7,743.0

弘前市 秋元　岩五郎 民社党 9,190.0
藤田　重雄 自由民主党 8,496.0
石田　喜一郎 自由民主党 7,662.0
中村　富士夫 自由民主党 7,056.0
白取　善三 無所属 6,638.0
津川　武一 日本共産党 6,635.0

八戸市 秋山　皐二郎 自由民主党 13,722.0
中村　拓道 自由民主党 12,888.0
岩岡　三夫 自由民主党 12,001.0
佐々木　秀文 日本社会党 11,068.0
寺下　岩蔵 自由民主党 10,461.0
大島　勇太郎 自由民主党 8,472.0

黒石市 中村　亀吉 自由民主党 7,213.0
工藤　重行 自由民主党 6,313.0

五所川原市 秋田　正 自由民主党 8,002.0
山内　久三郎 無所属 7,980.0

十和田市 小山田　茂 自由民主党 7,592.0
菅原　光珀 自由民主党 6,586.0

三沢市 北村　正 自由民主党 7,511.0
むつ市 中島　清助 自由民主党 7,569.0

東津軽郡 小野　清七 自由民主党 8,106.0
船橋　祐太郎 日本社会党 7,640.0

西津軽郡 成田　幸男 無所属 8,055.0
古川　芳雄 無所属 7,726.0
斎藤　豊三郎 自由民主党 7,613.0
毛内　豊吉 自由民主党 7,351.0

南津軽郡 小倉　豊 自由民主党 9,655.0
山口　末作 日本社会党 9,230.0
佐藤　誠治 自由民主党 8,919.0
山谷　清作 自由民主党 8,739.0

北津軽郡 花田　一 自由民主党 10,074.0
外川　鶴松 自由民主党 7,748.0
鳴海　文四郎 無所属 6,964.0

上北郡 野村　英次郎 自由民主党 9,634.0
三村　泰右 自由民主党 8,783.0
岡山　久吉 自由民主党 8,487.0
工藤　正六 自由民主党 7,825.0
工藤　一成 日本社会党 7,501.0

下北郡 菊池　利一郎 自由民主党 9,806.0
古瀬　兵次 自由民主党 8,255.0

三戸郡 松尾　官平 自由民主党 8,326.0
沢田　操 自由民主党 7,225.0
小坂　甚義 自由民主党 6,621.0
三浦　道雄 自由民主党 6,438.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

6 S42.4.15 土 51 青森市 大塚　英五郎 日本共産党 9,840.0
白鳥　大八 自由民主党 9,450.0
渡辺　三夫 日本社会党 9,017.0
柿崎　徳衛 自由民主党 8,648.0
関　晴正 日本社会党 8,281.0
成田　芳造 自由民主党 8,242.0
千葉　民蔵 日本社会党 7,858.0
川村　武智雄 自由民主党 6,953.0

弘前市 福沢　芳穂 無所属 9,764.0
山内　弘 日本社会党 8,952.0
中村　富士夫 自由民主党 8,775.0
津川　武一 日本共産党 8,739.0
斎藤　篤意 自由民主党 8,639.272
東海　正次郎 日本社会党 7,915.0

八戸市 秋山　皐二郎 自由民主党 13,725.0
田名部　匡省 自由民主党 9,515.0
中村　政衛 無所属 8,360.0
川村　喜一 自由民主党 8,318.0
寺下　岩蔵 自由民主党 8,227.0
佐々木　秀文 日本社会党 8,032.0
滝沢　章次 無所属 7,809.0

黒石市 工藤　重行 自由民主党 9,358.0
五所川原市 佐々木　啓二 無所属 8,407.0

秋田　正 自由民主党 6,801.0
十和田市 江渡　誠一 自由民主党 9,180.0

苫米地　正義 無所属 6,241.0
三沢市 鈴木　元 自由民主党 5,463.0
むつ市 菊池　渙治 無所属 10,802.0

東津軽郡 小野　清七 自由民主党 7,359.0
船橋　祐太郎 日本社会党 6,354.0

西津軽郡 伊藤　藤吉 自由民主党 11,413.0
斎藤　豊三郎 自由民主党 10,980.0
成田　幸男 無所属 9,320.0

南津軽郡 木村　守男 無所属 8,685.0
相馬　保重 無所属 7,794.0
小倉　豊 自由民主党 6,584.0
山口　末作 日本社会党 6,349.086

北津軽郡 花田　一 無所属 9,516.0
外川　鶴松 自由民主党 8,841.0
成田　年亥 自由民主党 8,511.0

上北郡 吉田　博彦 自由民主党 11,697.0
岡山　久吉 自由民主党 8,420.0
竹内　哲夫 無所属 8,231.0
馬場　春男 日本社会党 7,975.0
工藤　一成 日本社会党 6,617.0

下北郡 菊池　利一郎 自由民主党 8,531.0
古瀬　兵次 自由民主党 8,077.0

三戸郡 松尾　官平 自由民主党 11,709.0
三浦　道雄 自由民主党 8,096.0
小坂　甚義 自由民主党 7,457.0
茨島　豊蔵 自由民主党 7,013.0

補欠 S44.9.23 火 2 西津軽郡 石田　清治 自由民主党 13,073.0
神　四平 無所属 12,768.0

補欠 S44.11.30 日 2 八戸市 河村　忠輔 自由民主党 17,875.0
柾谷　伊勢松 自由民主党 15,683.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

補欠 S45.1.25 日 2 南津軽郡 今井　盛男 自由民主党 9,904.0
佐藤　寿 自由民主党 9,190.0

2 弘前市 藤田　重雄 無所属 26,222.0
福島　力男 日本社会党 18,763.0

7 S46.4.11 日 51 青森市 大塚　英五郎 日本共産党 11,799.0
山田　寅三 自由民主党 10,518.0
関　晴正 日本社会党 10,282.0
成田　芳造 自由民主党 10,268.0
柿崎　徳衛 自由民主党 10,047.0
浅利　稔 公明党 9,970.0
名古屋　作蔵 農政連 9,358.0
渡辺　三夫 日本社会党 9,228.0

弘前市 藤田　重雄 無所属 17,815.0
福島　力男 日本社会党 12,648.0
中村　富士夫 自由民主党 11,696.0
山内　弘 日本社会党 11,375.0
木村　公磨 日本共産党 11,329.0
福沢　芳穂 自由民主党 10,832.0

八戸市 田名部　匡省 自由民主党 11,037.0
吉田　秀雄 自由民主党 10,689.0
寺下　岩蔵 自由民主党 9,963.0
滝沢　章次 無所属 9,582.0
中里　信男 自由民主党 9,464.0
鳥谷部　孝志 日本社会党 8,800.0
佐々木　秀文 日本社会党 8,362.0

黒石市 工藤　重行 自由民主党 9,538.0
五所川原市 櫛引　留吉 自由民主党 8,232.0

秋田　正 自由民主党 7,544.0
十和田市 苫米地　正義 自由民主党 7,371.0

国分　有 農政連 7,102.0
三沢市 小檜山　哲夫 無所属 6,898.0
むつ市 菊池　渙治 無所属 11,021.0

東津軽郡 小野　清七 自由民主党 8,433.0
船橋　祐太郎 日本社会党 7,588.0

西津軽郡 脇川　利勝 自由民主党 13,791.0
石田　清治 自由民主党 11,523.0
神　四平 自由民主党 10,916.0

南津軽郡 木村　守男 農政連 12,291.048
今井　盛男 自由民主党 9,872.946
佐藤　寿 自由民主党 9,577.0
小田桐　健 日本社会党 9,280.0

北津軽郡 花田　一 無所属 8,275.0
原田　一實 自由民主党 8,037.0
木村　章一 無所属 7,636.0

上北郡 岡山　久吉 自由民主党 9,860.0
吉田　博彦 自由民主党 9,686.0
工藤　省三 無所属 8,342.0
小原　文平 自由民主党 7,825.0
竹内　哲夫 無所属 7,016.0

下北郡 菊池　利一郎 自由民主党 8,999.0
古瀬　兵次 自由民主党 8,384.0

三戸郡 松尾　官平 自由民主党 11,487.0
工藤　清司 無所属 8,250.0
小坂　甚義 自由民主党 8,134.0
野々上　武治 日本社会党 7,724.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

補欠 S48.10.28 日 1 むつ市 杉山　粛 無所属 8,697.0
8 S50.4.13 日 52 青森市 浅利　稔 公明党 13,920.0

関　晴正 日本社会党 12,761.0
山内　和夫 自由民主党 11,731.0
毛内　喜代秋 無所属 10,956.0
高橋　弘一 自由民主党 10,443.0
小倉　ミキ 日本共産党 10,416.0
成田　芳造 自由民主党 10,397.0
和田　耕十郎 日本社会党 9,632.0
山田　寅三 自由民主党 9,051.0

弘前市 藤田　重雄 自由民主党 15,657.0
福沢　芳穂 自由民主党 13,096.0
中村　富士夫 自由民主党 11,768.0
斎藤　篤意 自由民主党 11,461.0
山内　弘 日本社会党 11,162.0
福島　力男 日本社会党 10,145.0

八戸市 高橋　長次郎 自由民主党 12,076.0
大島　理森 無所属 11,182.0
照井　善朝 公明党 10,697.0
中里　信男 自由民主党 10,579.0
滝沢　章次 自由民主党 9,223.0
川村　喜一 自由民主党 9,122.0
野沢　剛 自由民主党 8,749.0
鳥谷部　孝志 日本社会党 7,666.0

黒石市 鳴海　広道 自由民主党 11,567.0
五所川原市 櫛引　留吉 自由民主党 10,238.0

秋田　正 自由民主党 8,618.0
十和田市 江渡　誠一 自由民主党 11,666.0

丸井　英信 自由民主党 7,907.0
三沢市 小檜山　哲夫 自由民主党 無投票
むつ市 杉山　粛 無所属 12,139.0

東津軽郡 小野　清七 自由民主党 8,691.0
船橋　祐太郎 日本社会党 7,702.0

西津軽郡 石田　清治 自由民主党 12,558.0
神　四平 自由民主党 11,593.0
脇川　利勝 自由民主党 9,782.0

南津軽郡 木村　守男 自由民主党 14,227.0
佐藤　寿 自由民主党 11,901.0
今井　盛男 自由民主党 11,283.0
小田桐　健 日本社会党 9,556.0

北津軽郡 花田　一 自由民主党 11,453.0
原田　一實 自由民主党 9,751.0
木村　章一 自由民主党 8,700.0

上北郡 工藤　省三 自由民主党 11,463.0
小原　文平 自由民主党 10,616.0
吉田　博彦 自由民主党 10,417.0
中谷　権太 自由民主党 9,577.0

下北郡 菊池　利一郎 自由民主党 8,029.0
古瀬　兵次 自由民主党 7,634.0

三戸郡 三浦　道雄 自由民主党 10,934.0
松尾　官平 自由民主党 9,869.0
工藤　清司 自由民主党 8,449.0
小坂　甚義 自由民主党 8,315.0

補欠 S53.7.30 日 1 黒石市 鳴海　広道 無所属 13,786.0
補欠 S53.10.22 日 1 三沢市 林　肇 自由民主党 無投票
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

9 ５４．４．８ 日 52 東津軽郡 小野　清七 自由民主党 10,114.0
船橋　祐太郎 日本社会党 8,572.0

西津軽郡 石田　清治 自由民主党 12,845.0
神　四平 自由民主党 12,467.0
脇川　利勝 自由民主党 10,876.0

南津軽郡 今井　盛男 自由民主党 13,831.0
太田　定昭 無所属 10,105.0
佐藤　寿 自由民主党 9,876.0
小田桐　健 日本社会党 8,477.0

北津軽郡 花田　一 自由民主党 無投票
原田　一實 自由民主党 無投票
木村　章一 自由民主党 無投票

上北郡 工藤　省三 自由民主党 14,334.0
吉田　博彦 自由民主党 13,733.0
中谷　権太 自由民主党 13,129.0
小原　文平 自由民主党 11,077.0

下北郡 古瀬　兵次 自由民主党 8,420.0
菊池　利一郎 自由民主党 7,518.0

三戸郡 松尾　官平 自由民主党 14,735.0
工藤　清司 自由民主党 13,018.0
三浦　道雄 自由民主党 12,011.0

青森市 高橋　弘一 自由民主党 16,096.0
和田　耕十郎 日本社会党 13,109.0
山内　和夫 自由民主党 12,548.0
小倉　ミキ 日本共産党 12,508.0
毛内　喜代秋 無所属 11,949.0
浅利　稔 公明党 11,844.816
白鳥　揚士 無所属 11,382.0
森内　勇 新自由クラブ 10,866.0
建部　玲子 日本社会党 10,388.0

弘前市 黒滝　秀一 無所属 14,685.0
藤田　重雄 自由民主党 14,396.0
福島　力男 日本社会党 12,625.0
木村　公磨 日本共産党 12,188.0
斎藤　篤意 自由民主党 11,830.0
福沢　芳穂 自由民主党 10,769.0

八戸市 中里　信男 自由民主党 13,030.0
高橋　長次郎 自由民主党 12,952.0
金入　明義 自由民主党 12,137.0
大島　理森 自由民主党 11,976.0
滝沢　章次 自由民主党 9,976.0
大沢　基男 自由民主党 9,496.0
野沢　剛 自由民主党 9,358.0
鳥谷部　孝志 日本社会党 8,567.0

黒石市 鳴海　広道 無所属 13,631.0
五所川原市 秋田　正 自由民主党 8,976.0

櫛引　留吉 自由民主党 7,831.0
十和田市 丸井　英信 自由民主党 11,742.0

江渡　誠一 自由民主党 10,783.0
三沢市 鈴木　重令 無所属 11,326.0
むつ市 杉山　粛 無所属 10,338.0

宮下　春雄 無所属 6,684.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

10 S58.4.10 日 52 東津軽郡 小野　清七 自由民主党 8,243.0
船橋　祐太郎 日本社会党 7,599.0

西津軽郡 冨田　重次郎 自由民主党 15,456.0
秋田　柾則 自由民主党 13,018.0
石田　清治 自由民主党 12,453.0

南津軽郡 清藤　六郎 無所属 13,515.0
太田　定昭 自由民主党 13,428.0
小田桐　健 日本社会党 12,533.0
今井　盛男 自由民主党 11,752.0

北津軽郡 成田　一憲 無所属 11,295.0
原田　一實 自由民主党 10,923.0
長峰　一造 無所属 10,806.0

上北郡 工藤　省三 自由民主党 16,602.654
小原　文平 自由民主党 13,722.0
吉田　博彦 自由民主党 11,000.0
中谷　権太 無所属 9,440.0

下北郡 菊池　利一郎 自由民主党 9,762.0
古瀬　兵次 自由民主党 8,858.0

三戸郡 三浦　道雄 自由民主党 13,654.0
沢田　啓 自由民主党 13,159.0
上野　正蔵 自由民主党 13,024.0

青森市 高橋　弘一 自由民主党 17,670.0
須藤　健夫 民社党 16,521.0
白鳥　揚士 自由民主党 14,800.0
浅利　稔 公明党 14,278.0
建部　玲子 日本社会党 13,234.0
森内　勇 自由民主党 13,084.0
小倉　ミキ 日本共産党 13,015.0
毛内　喜代秋 自由民主党 12,304.0
和田　耕十郎 日本社会党 11,444.0

弘前市 山内　弘 日本社会党 15,319.0
福島　力男 日本社会党 12,578.0
黒滝　秀一 無所属 12,088.0
奈良岡　峰一 自由民主党 10,858.0
木村　公磨 日本共産党 10,698.0
芳賀　富弘 自由民主党 10,639.0

八戸市 中村　寿文 無所属 21,853.0
中里　信男 自由民主党 15,551.0
高橋　長次郎 自由民主党 12,713.0
間山　隆彦 公明党 10,881.0
金入　明義 自由民主党 10,024.0
野沢　剛 自由民主党 10,020.0
鳥谷部　孝志 日本社会党 9,420.0
滝沢　章次 自由民主党 9,132.0

黒石市 鳴海　広道 自由民主党 14,569.0
五所川原市 櫛引　留吉 自由民主党 10,594.0

成田　守 無所属 9,140.0
十和田市 丸井　彪 自由民主党 13,761.0

田中　三千雄 自由民主党 11,312.0
三沢市 鈴木　重令 自由民主党 12,016.0
むつ市 杉山　粛 無所属 9,464.0

宮下　春雄 自由民主党 6,352.0
補欠 S61.7.27 日 2 弘前市 相馬　錩一 無所属 17,964.5

相馬　堅蔵 自由民主党 13,915.496
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

11 S62.4.12 日 51 東津軽郡 小野　清七 自由民主党 10,902.0
西津軽郡 冨田　重次郎 自由民主党 11,553.0

秋田　柾則 自由民主党 10,399.0
工藤　章 日本共産党 9,231.0

南津軽郡 小田桐　健 日本社会党 14,452.0
今井　盛男 自由民主党 12,427.0
佐藤　寿 自由民主党 11,780.0
清藤　六郎 自由民主党 11,737.0

北津軽郡 原田　一實 自由民主党 11,386.0
長峰　一造 自由民主党 10,206.0
花田　一 無所属 9,511.0

上北郡 工藤　省三 自由民主党 12,166.0
細井　石太郎 日本社会党 11,626.0
佐藤　純一 無所属 11,473.0
三村　輝文 自由民主党 11,204.0

下北郡 平井　保光 無所属 10,536.0
木下　千代治 日本社会党 8,698.0

三戸郡 沢田　啓 自由民主党 13,033.0
三浦　雄一 自由民主党 12,862.0
上野　正藏 自由民主党 12,721.0

青森市 山内　和夫 自由民主党 16,245.0
高橋　弘一 自由民主党 14,150.0
建部　玲子 日本社会党 13,714.0
今村　修 日本社会党 12,880.0
浅利　稔 公明党 12,104.0
森内　勇 自由民主党 11,729.0
諏訪　益一 日本共産党 10,691.0
和田　耕十郎 無所属 10,452.0
須藤　健夫 民社党 9,574.0

弘前市 福岡　礼次郎 日本社会党 17,066.0
木村　公磨 日本共産党 13,811.0
芳賀　富弘 自由民主党 12,800.0
相馬　錩一 無所属 12,385.971
石岡　朝義 無所属 11,961.0
奈良岡　峰一 自由民主党 11,001.0

八戸市 中村　寿文 自由民主党 17,390.0
鳥谷部　孝志 日本社会党 17,229.0
高橋　長次郎 自由民主党 14,042.0
金入　明義 自由民主党 11,723.0
野沢　剛 自由民主党 11,492.0
間山　隆彦 公明党 11,461.0
大沢　基男 無所属 11,085.0
山田　弘志 自由民主党 8,899.0

黒石市 鳴海　広道 自由民主党 13,856.0
五所川原市 成田　守 自由民主党 8,507.0

浅川　勇 日本社会党 8,432.0
十和田市 丸井　彪 自由民主党 12,593.0

田中　三千雄 自由民主党 11,070.0
三沢市 小比類巻　雅明 自由民主党 11,653.0
むつ市 菊池　渙治 無所属 9,454.087

菊池　健治 無所属 7,587.912
補欠 H2.3.25 日 1 東津軽郡 神山　久志 無所属 9,738.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

12 H3.4.7 日 51 東津軽郡 神山　久志 無所属 11,931.0
西津軽郡 秋田　柾則 自由民主党 15,261.0

冨田　重次郎 自由民主党 12,310.0
成田　幸男 無所属 8,528.0

南津軽郡 木村　太郎 無所属 14,936.0
太田　定昭 自由民主党 12,635.0
清藤　六郎 無所属 10,352.0
佐藤　寿 自由民主党 8,926.0

北津軽郡 今　誠康 無所属 12,257.0
成田　一憲 無所属 11,085.0
長峰　一造 自由民主党 10,724.0

上北郡 小原　文平 無所属 15,419.0
佐藤　純一 自由民主党 14,042.0
工藤　省三 自由民主党 13,131.0
三村　輝文 自由民主党 12,236.0

下北郡 平井　保光 自由民主党 無投票
木下　千代治 日本社会党 無投票

三戸郡 沢田　啓 自由民主党 12,573.0
上野　正蔵 自由民主党 12,564.0
久保　晴一 農民政治連盟青森県本部 10,884.0

青森市 森内　勇 自由民主党 14,306.0
山内　和夫 自由民主党 13,929.0
高橋　弘一 自由民主党 12,832.0
毛内　喜代秋 自由民主党 11,665.0
佐藤　斌規 無所属 11,525.0
浅利　稔 公明党 10,745.0
和田　耕十郎 無所属 9,832.0
須藤　健夫 民社党 9,276.0
鹿内　博 無所属 8,486.0

弘前市 芳賀　富弘 自由民主党 13,244.0
相馬　錩一 無所属 11,647.366
西谷　洌 無所属 10,440.0
奈良岡　峰一 無所属 9,579.0
下田　敦子 無所属 9,070.0
石岡　朝義 自由民主党 8,805.0

八戸市 中村　寿文 自由民主党 15,514.0
高橋　長次郎 自由民主党 14,370.0
金入　明義 自由民主党 10,975.0
間山　隆彦 公明党 9,645.0
山田　弘志 自由民主党 9,614.0
野沢　剛 自由民主党 9,547.0
中山　安弘 自由民主党 9,440.0
滝沢　章次 自由民主党 9,258.0

黒石市 鳴海　広道 自由民主党 無投票
五所川原市 成田　守 自由民主党 11,529.0

櫛引　留吉 自由民主党 8,706.0
十和田市 丸井　彪 自由民主党 10,665.0

田中　順造 無所属 10,439.0
三沢市 小比類巻　雅明 自由民主党 無投票
むつ市 菊池　健治 自由民主党 8,953.0

中新　鐵男 無所属 7,774.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

13 H7.4.9 日 51 東津軽郡 神山　久志 自由民主党 9,436.0
西津軽郡 秋田　柾則 自由民主党 15,258.0

冨田　重次郎 自由民主党 13,754.0
成田　幸男 新進党 8,677.0

南津軽郡 太田　定昭 自由民主党 無投票
小田桐　健 日本社会党 無投票
清藤　六郎 自由民主党 無投票
木村　太郎 新進党 無投票

北津軽郡 今　誠康 自由民主党 無投票
長峰　一造 新進党 無投票
成田　一憲 自由民主党 無投票

上北郡 工藤　省三 無所属 13,970.0
小原　文平 自由民主党 11,053.0
三村　輝文 自由民主党 10,633.0
斗賀　寿一 新進党 10,564.0

下北郡 平井　保光 自由民主党 8,963.0
木下　千代治 日本社会党 7,352.0

三戸郡 北　紀一 新進党 14,565.0
上野　正蔵 自由民主党 12,653.0
沢田　啓 自由民主党 11,969.0

青森市 高橋　弘一 自由民主党 13,302.0
森内　勇 自由民主党 12,872.0
山内　和夫 自由民主党 12,788.0
鹿内　博 無所属 11,443.0
上村　武之助 公明 11,142.0
諏訪　益一 日本共産党 10,217.0
毛内　喜代秋 自由民主党 10,113.0
須藤　健夫 新進党 9,821.0
佐藤　斌規 自由民主党 7,954.0

弘前市 芳賀　富弘 無所属 13,169.0
西谷　洌 自由民主党 11,021.0
下田　敦子 無所属 10,381.0
相馬　錩一 無所属 10,263.0
三上　和子 日本共産党 8,631.0
山内　崇 無所属 8,420.0

八戸市 中村　寿文 新進党 14,558.0
金入　明義 自由民主党 12,826.0
中山　安弘 自由民主党 12,036.0
野沢　剛 新進党 11,512.0
高橋　長次郎 自由民主党 11,213.0
山田　弘志 新進党 10,071.0
間山　隆彦 公明 9,905.0
滝沢　章次 無所属 9,408.0

黒石市 高樋　憲 無所属 12,928.0
五所川原市 石岡　裕 無所属 無投票

成田　守 自由民主党 無投票
十和田市 田中　順造 無所属 無投票

丸井　彪 自由民主党 無投票
三沢市 小比類巻　雅明 自由民主党 無投票
むつ市 中新　鐵男 自由民主党 8,529.0

菊池　健治 新進党 7,837.0
補欠 H10.4.26 日 2 八戸市 滝沢　求 自由民主党 30,934.0

田名部　定男 無所属 21,280.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

補欠 H10.7.26 日 2 南津軽郡 阿部　広悦 無所属 14,266.0
長尾　忠行 無所属 12,255.0

1 黒石市 中村　弘 無所属 13,215.409
14 H11.4.11 日 51 東津軽郡 神山　久志 自由民主党 9,409.0

西津軽郡 成田　幸男 無所属 無投票
秋田　柾則 自由民主党 無投票
冨田　重次郎 自由民主党 無投票

南津軽郡 阿部　広悦 無所属 13,386.0
太田　定昭 自由民主党 12,312.0
長尾　忠行 自由民主党 10,931.0
清藤　六郎 無所属 7,193.0

北津軽郡 升田　世喜男 無所属 13,139.0
長峰　一造 無所属 9,452.0
成田　一憲 自由民主党 9,226.0

上北郡 三村　輝文 無所属 13,095.0
工藤　省三 自由民主党 12,794.0
中谷　純逸 無所属 11,493.0
斗賀　寿一 無所属 11,479.0

下北郡 平井　保光 無所属 7,369.0
大見　光男 自由民主党 6,591.0

三戸郡 北　紀一 無所属 15,035.0
上野　正藏 自由民主党 12,696.0
沢田　啓 自由民主党 9,980.0

青森市 高橋　弘一 自由民主党 13,822.068
鹿内　博 無所属 12,871.0
渡辺　英彦 社会民主党 12,403.0
山内　和夫 自由民主党 11,643.0
上村　武之助 公明党 10,322.0
森内　之保留 無所属 9,885.0
毛内　喜代秋 自由民主党 9,699.0
須藤　健夫 無所属 9,178.0
高橋　千鶴子 日本共産党 8,518.931

弘前市 山内　崇 無所属 11,995.0
下田　敦子 無所属 11,666.0
三上　和子 日本共産党 10,811.33
相馬　錩一 無所属 10,380.0
芳賀　富弘 無所属 9,692.0
三上　隆雄 無所属 9,308.666

八戸市 滝沢　求 自由民主党 13,697.0
中村　寿文 無所属 11,738.0
田名部　定男 無所属 11,353.0
中山　安弘 自由民主党 10,354.0
野沢　剛 無所属 10,166.0
間山　隆彦 公明党 10,150.0
高橋　長次郎 自由民主党 10,105.0
清水　悦郎 自由民主党 9,996.0

黒石市 高樋　憲 無所属 14,185.0
五所川原市 平山　誠敏 無所属 11,712.0

石岡　裕 無所属 8,275.0
十和田市 丸井　彪 自由民主党 12,663.0

田中　順造 無所属 10,734.0
三沢市 小比類巻　雅明 無所属 11,758.0
むつ市 菊池　健治 無所属 9,770.0

越前　陽悦 無所属 8,640.0
補欠 H14.8.25 日 1 東津軽郡 松森　俊逸 自由民主党 無投票
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

15 H15.4.13 日 51 東津軽郡 神山　久志 無所属 10,308.0
西津軽郡 冨田　重次郎 自由民主党 13,897.0

三橋　一三 無所属 11,443.0
工藤　兼光 無所属 8,996.0

南津軽郡 長尾　忠行 自由民主党 12,129.0
阿部　広悦 自由民主党 9,990.0
太田　定昭 無所属 9,288.0
中村　弘 無所属 8,979.0

北津軽郡 升田　世喜男 自由民主党 12,963.0
成田　一憲 自由民主党 8,642.0
相川　正光 無所属 8,584.0

上北郡 三村　輝文 無所属 無投票
斗賀　寿一 無所属 無投票
中谷　純逸 自由民主党 無投票
工藤　省三 自由民主党 無投票

下北郡 大見　光男 自由民主党 7,789.0
新保　英治 無所属 6,772.0

三戸郡 北　紀一 無所属 11,369.0
上野　正藏 自由民主党 10,731.0
松尾　和彦 無所属 10,693.0

青森市 鹿内　博 無所属 15,351.0
伊吹　信一 公明党 12,703.0
山内　和夫 自由民主党 11,994.0
諏訪　益一 日本共産党 11,957.0
高橋　弘一 自由民主党 11,084.0
渡辺　英彦 社会民主党 10,696.0
山谷　清文 無所属 10,357.0
森内　之保留 無所属 10,231.0
藤本　克泰 自由民主党 9,159.0

弘前市 岡元　行人 無所属 13,062.0
相馬　錩一 無所属 11,514.0
三上　隆雄 無所属 10,593.593
三上　和子 日本共産党 10,384.403
西谷　洌 自由民主党 10,067.0
山内　崇 自由民主党 10,012.0

八戸市 山田　知 無所属 11,897.0
間山　隆彦 公明党 11,596.0
滝沢　求 自由民主党 11,428.0
中山　安弘 自由民主党 9,196.0
田名部　定男 無所属 8,878.0
山内　正孝 無所属 7,617.0
熊谷　雄一 自由民主党 7,346.0
清水　悦郎 自由民主党 7,224.0

黒石市 高樋　憲 自由民主党 無投票
五所川原市 平山　誠敏 無所属 9,066.0

今　博 無所属 8,027.0
十和田市 丸井　彪 自由民主党 10,874.0

中村　友信 無所属 10,282.0
三沢市 小比類巻　雅明 自由民主党 無投票
むつ市 菊池　健治 無所属 8,642.0

越前　陽悦 無所属 8,162.0
補欠 H18.2.26 日 2 十和田市 田中　順造 自由民主党 12,477.0

丸井　裕 自由民主党 9,349.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

16 H19.4.8 日 48 東津軽郡 神山　久志 自由民主党 無投票
西津軽郡 工藤　兼光 自由民主党 無投票
南津軽郡 阿部　広悦 自由民主党 7,324.0
北津軽郡 相川　正光 自由民主党 9,882.0
上北郡 中谷　純逸 自由民主党 11,293.0

三村　輝文 無所属 11,278.0
斗賀　寿一 民主党 10,397.0
工藤　慎康 自由民主党 9,724.0

三戸郡 夏堀　浩一 無所属 10,802.0
北　紀一 民主党 9,908.0
松尾　和彦 民主党 8,954.0

青森市 高橋　修一 自由民主党 14,157.0
鹿内　博 無所属 12,811.0
伊吹　信一 公明党 12,311.0
諏訪　益一 日本共産党 11,795.0
森内　之保留 自由民主党 11,502.0
山内　和夫 自由民主党 11,373.096
渋谷　哲一 無所属 10,155.0
古村　一雄 無所属 9,379.903
一戸　富美雄 無所属 8,699.0
奈良岡　克也 社会民主党 7,630.0

弘前市 川村　悟 無所属 13,687.0
岡元　行人 自由民主党 12,686.0
安藤　晴美 日本共産党 11,383.0
三上　隆雄 無所属 11,116.0
山内　崇 自由民主党 10,307.0
西谷　洌 自由民主党 9,867.664

八戸市 中村　寿文 無所属 17,561.0
滝沢　求 自由民主党 12,346.0
畠山　敬一 公明党 10,828.0
熊谷　雄一 自由民主党 10,198.0
田名部　定男 民主党 10,139.0
山内　正孝 民主党 9,256.0
山田　知 無所属 8,788.0
清水　悦郎 自由民主党 7,843.0

黒石市 高樋　憲 自由民主党 無投票
五所川原市 櫛引　ユキ子 自由民主党 11,948.0

成田　一憲 自由民主党 11,455.0
今　博 民主党 10,059.0

十和田市 田中　順造 自由民主党 11,535.0
丸井　裕 自由民主党 11,248.0

三沢市 小檜山　吉紀 無所属 14,097.0
むつ市 越前　陽悦 無所属 13,116.0

菊池　健治 無所属 12,456.0
大見　光男 自由民主党 8,574.0

つがる市 三橋　一三 自由民主党 13,152.0
平川市 中村　弘 自由民主党 無投票

長尾　忠行 自由民主党 無投票
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

17 H23.4.10 日 48 東津軽郡 神山　久志 自由民主党 無投票
西津軽郡 工藤　兼光 自由民主党 無投票
南津軽郡 阿部　広悦 自由民主党 6,088.0
北津軽郡 相川　正光 自由民主党 無投票
上北郡 工藤　慎康 自由民主党 12,015.442

吉田　絹恵 無所属 10,407.0
蛯沢　正勝 無所属 8,779.0
沼尾　啓一 無所属 8,598.0

三戸郡 夏堀　浩一 自由民主党 9,381.0
北　紀一 民主党 8,379.0
松尾　和彦 民主党 7,969.0

青森市 高橋　修一 自由民主党 14,670.0
森内　之保留 自由民主党 11,454.0
伊吹　信一 公明党 11,171.0
渋谷　哲一 民主党 9,663.0
関　良 無所属 8,727.0
古村　一雄 無所属 8,562.0
山谷　清文 自由民主党 7,921.0
花田　栄介 自由民主党 7,614.0
諏訪　益一 日本共産党 7,245.0
奈良岡　央 無所属 7,209.302

弘前市 相馬　錩一 無所属 10,284.0
西谷　洌 自由民主党 10,038.0
岡元　行人 自由民主党 9,765.0
安藤　晴美 日本共産党 8,974.0
川村　悟 無所属 8,609.0
齊藤　爾 無所属 7,366.0

八戸市 熊谷　雄一 自由民主党 13,125.0
滝沢　求 自由民主党 12,159.0
中村　寿文 民主党 10,058.0
山田　知 民主党 9,281.0
畠山　敬一 公明党 8,828.0
田名部　定男 民主党 8,627.0
清水　悦郎 自由民主党 8,112.0
藤川　友信 自由民主党 6,908.0

黒石市 高樋　憲 自由民主党 無投票
五所川原市 櫛引　ユキ子 無所属 12,846.0

寺田　達也 自由民主党 12,493.0
成田　一憲 自由民主党 7,044.0

十和田市 丸井　裕 自由民主党 無投票
田中　順造 自由民主党 無投票

三沢市 小檜山　吉紀 自由民主党 無投票
むつ市 横浜　力 自由民主党 11,730.0

菊池　憲太郎 無所属 10,781.0
越前　陽悦 無所属 9,574.0

つがる市 三橋　一三 自由民主党 無投票
平川市 長尾　忠行 自由民主党 9,789.0

工藤　義春 無所属 5,648.0
補欠 H26.6.22 日 1 黒石市 鳴海　惠一郎 自由民主党 無投票
補欠 H26.9.7 日 1 北津軽郡 齊藤　直飛人 自由民主党 4,589.0
18 H27.4.12 日 48 東津軽郡 神山　久志 自由民主党 無投票

西津軽郡 工藤　兼光 自由民主党 無投票
南津軽郡 阿部　広悦 自由民主党 無投票
北津軽郡 齊藤　直飛人 自由民主党 6,696.0
上北郡 工藤　慎康 自由民主党 10,634.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

18 H27.4.12 日 48 上北郡 吉田　絹恵 無所属 10,580.0
沼尾　啓一 自由民主党 8,949.0
蛯沢　正勝 自由民主党 8,921.0

三戸郡 夏堀　浩一 自由民主党 9,687.0
松尾　和彦 民主党 8,786.0
北　紀一 民主党 7,309.0

青森市 高橋　修一 自由民主党 15,965.0
諏訪　益一 日本共産党 13,180.0
伊吹　信一 公明党 11,464.0
森内　之保留 自由民主党 10,756.0
花田　栄介 自由民主党 9,232.0
関　良 無所属 9,140.0
渋谷　哲一 民主党 8,986.0
古村　一雄 無所属 8,305.0
一戸　富美雄 無所属 8,269.0
山谷　清文 自由民主党 7,577.0

弘前市 安藤　晴美 日本共産党 10,590.0
谷川　政人 自由民主党 9,622.0
川村　悟 無所属 9,347.0
岡元　行人 自由民主党 8,801.0
菊池　勲 無所属 8,561.0
齊藤　爾 自由民主党 8,403.0

八戸市 熊谷　雄一 自由民主党 14,718.0
田名部　定男 民主党 11,325.0
山田　知 民主党 10,722.0
畠山　敬一 公明党 9,944.0
清水　悦郎 自由民主党 8,690.0
藤川　友信 自由民主党 8,417.0
松田　勝 共産党 7,910.0
田中　満 民主党 7,405.0

黒石市 鳴海　惠一郎 自由民主党 無投票
五所川原市 寺田　達也 自由民主党 9,789.0

櫛引　ユキ子 無所属 8,556.0
成田　一憲 自由民主党 7,306.0

十和田市 丸井　裕 自由民主党 10,035.0
田中　順造 自由民主党 9,783.0

三沢市 小檜山　吉紀 自由民主党 11,566.0
むつ市 越前　陽悦 自由民主党 10,676.0

菊池　憲太郎 自由民主党 10,647.0
横浜　力 自由民主党 8,498.0

つがる市 三橋　一三 自由民主党 無投票
平川市 山口　多喜二 無所属 8,157.0

工藤　義春 自由民主党 5,732.0
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選挙区 氏名 党 派 得票数

青森県議会議員選挙　当選人一覧
青森県選挙管理委員会

当選者数曜日選挙期日回数
当 選 人

19 H31.4.7 日 48 東津軽郡 福士　直治 無所属 7,024.0
西津軽郡 工藤　兼光 自由民主党 6,498.0
南津軽郡 阿部　広悦 自由民主党 無投票
北津軽郡 齊藤　直飛人 自由民主党 7,735.0
上北郡 蛯沢　正勝 自由民主党 10,032.0

吉田　絹恵 無所属 9,450.0
工藤　慎康 自由民主党 9,083.0
木明　和人 無所属 9,049.0

三戸郡 夏堀　浩一 自由民主党 8,872.248
澤田　恵 自由民主党 7,186.0
和田　寛司 無所属 7,041.0

青森市 鹿内　博 無所属 14,961.0
高橋　修一 自由民主党 12,852.0
伊吹　信一 公明党 10,860.0
森内　之保留 自由民主党 9,736.0
吉俣　洋 日本共産党 9,263.0
山谷　清文 自由民主党 8,098.0
花田　栄介 自由民主党 7,910.0
関　良 無所属 7,379.0
一戸　富美雄 無所属 6,566.0
渋谷　哲一 無所属 6,341.0

弘前市 谷川　政人 自由民主党 10,156.0
安藤　晴美 日本共産党 10,152.0
川村　悟 無所属 9,226.0
齊藤　爾 自由民主党 9,107.0
岡元　行人 自由民主党 8,998.0
鶴賀谷　貴 立憲民主党 8,226.0

八戸市 熊谷　雄一 自由民主党 14,169.0
山田　知 無所属 10,943.0
田名部　定男 国民民主党 10,638.0
畠山　敬一 公明党 9,834.0
田中　満 国民民主党 7,711.0
清水　悦郎 自由民主党 7,499.0
大崎　光明 自由民主党 7,175.0
松田　勝 日本共産党 6,667.0

黒石市 鳴海　惠一郎 自由民主党 無投票
五所川原市 櫛引　ユキ子 自由民主党 9,488.0

寺田　達也 自由民主党 9,236.0
今　博 国民民主党 7,823.0

十和田市 丸井　裕 自由民主党 無投票
田中　順造 自由民主党 無投票

三沢市 小比類巻　正規 自由民主党 無投票
むつ市 菊池　憲太郎 自由民主党 11,339.0

山本　知也 無所属 9,519.0
越前　陽悦 自由民主党 7,810.0

つがる市 三橋　一三 自由民主党 無投票
平川市 工藤　義春 自由民主党 無投票

山口　多喜二 自由民主党 無投票
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