
歴代参議院議員一覧

議員氏名 読み方
議員氏名
（本名）

性
別 会派（最終） 選挙回次等

選挙区
（最終）

備考

齋　　　武雄 さい　たけお 男 日本社会党（第二控室）〔右〕 第1回(昭22) 宮城県

西園寺　公一 さいおんじ　きんかず 男 第一クラブ 第1回(昭22) 全国

西川　彌平治 さいかわ　やへいじ 男 自由民主党 第3回(昭28)、逝去(昭33.12.16) 新潟県

西郷　吉之助 さいごう　きちのすけ 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 鹿児島県

斎藤　栄三郎 さいとう　えいざぶろう 男 自由民主党 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

斉藤　　滋宣 さいとう　しげのぶ 男 自由民主党 第18回(平10) 秋田県

斎藤　　十朗 さいとう　じゅうろう 男 自由民主党
第8回(昭43)補欠(昭47.10.22)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第
14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10)

三重県 議長(第21、22代)

齋藤　　　勁 さいとう　つよし 男 民主党・新緑風会 第17回(平7)、第19回(平13)、退職[公選90](平17.8.30) 神奈川県

斎藤　　寿夫 さいとう　としお 男 自由民主党 第8回(昭43)補欠(昭47.12.10) 静岡県

斎藤　　　昇 さいとう　のぼる 男 自由民主党
第2回(昭25)補欠(昭30.8.7)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回
(昭43)、逝去(昭47.9.8)

三重県

斎藤　　文夫 さいとう　ふみお 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4) 神奈川県

佐伯　卯四郎 さえき　うしろう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 愛知県

酒井　　利雄 さかい　としお 男 自由民主党 第3回(昭28) 福井県

境野　　清雄 さかいの　きよお 男 民主クラブ 第1回(昭22)補欠(昭22.8.15) 群馬県

榊原　　　亨 さかきばら　とおる 男 自由民主党 第3回(昭28) 全国

坂倉　　藤吾 さかくら　とうご 男 日本社会党 第11回(昭52) 三重県

坂野　　重信 さかの　しげのぶ 男 自由民主党・保守党
第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4)、第18
回(平10)、逝去(平14.4.17)

鳥取県

坂本　　　昭 さかもと　あきら 男 日本社会党 第4回(昭31) 高知県

坂元　　親男 さかもと　ちかお 男 自由民主党 第9回(昭46)補欠(昭51.12.12)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 宮崎県

坂本　由紀子 さかもと　ゆきこ 女 自由民主党 第20回（平16）、辞職（平21.6.17） 静岡県

櫻井　　　新 さくらい　しん 男 自由民主党 第19回（平13） 比例代表
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櫻井　　規順 さくらい　きじゅん 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 静岡県

櫻井　　三郎 さくらい　さぶろう 男 自由民主党 第5回(昭34)、逝去(昭35.4.8) 熊本県

櫻井　　志郎 さくらい　しろう 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 富山県

櫻内　　辰郎 さくらうち　たつろう 男 改進党 第1回(昭22) 東京都

桜内　　文城 さくらうち　ふみき 男 みんなの党 第22回（平22）、退職［公選90］（平24.12.4） 比例代表

櫻内　　義雄 さくらうち　よしお 男 国民民主党 第2回(昭25)、退職[当選無効](昭26.12.22) 島根県

迫水　　久常 さこみず　ひさつね 男 自由民主党
第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、逝去
(昭52.7.25)

全国

佐々木　鹿藏 ささき　しかぞう 男 自由党 第1回(昭22)、逝去(昭25.11.2) 広島県

佐々木　静子 ささき　しずこ 女 日本社会党 第9回(昭46) 大阪府

佐々木　知子 ささき　ともこ 女 自由民主党 第18回(平10) 比例代表

佐々木　　満 ささき　まん 男 自由民主党
第10回(昭49)補欠(昭51.5.23)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第
16回(平4)

秋田県

佐々木　良作 ささき　りょうさく 男 第一クラブ 第1回(昭22) 全国

笹野　　貞子 ささの　ていこ　 女 各派に属しない議員 第15回(平元)、第17回(平7) 京都府

笹森　　順造 ささもり　じゅんぞう 男 自由民主党 第2回(昭25)補欠(昭28.7.30)、第4回(昭31)、第6回(昭37) 青森県

佐田　　一郎 さた　いちろう 男 自由民主党 第6回(昭37)補欠(昭42.8.20)、第8回(昭43) 群馬県

佐多　　宗二 さた　そうじ 男 自由民主党 第9回(昭46)補欠(昭50.9.21) 鹿児島県

佐多　　忠隆 さた　ただたか 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37) 鹿児島県

佐佐　　弘雄 さっさ　ひろお 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、逝去(昭23.10.9) 全国

佐藤　　昭夫 さとう　あきお 男 日本共産党 第11回(昭52)、第13回(昭58) 京都府

佐藤　　昭郎 さとう　あきお 男 自由民主党 第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

佐藤　　一郎 さとう　いちろう 男 自由民主党 第6回(昭37)補欠(昭42.2.12)、第8回(昭43) 神奈川県
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佐藤　栄佐久 さとう　えいさく 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58)、辞職(昭63.8.3) 福島県

左藤　　義詮 さとう　ぎせん 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31)、退職[公選
90](昭34.3.29)

大阪府

佐藤　謙一郎 さとう　けんいちろう 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58)補欠(昭62.11.1) 神奈川県

佐藤　　公冶 さとう　こうじ 男 生活の党 第21回（平19） 広島県

佐藤　　三吾 さとう　さんご 男 日本社会党・護憲民主連合 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

佐藤　　静雄 さとう　しずお 男 自由民主党 第16回(平4) 福島県

佐藤　　信二 さとう　しんじ 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、辞職(昭54.9.14) 全国

佐藤　清一郎 さとう　せいいちろう 男 自由民主党 第3回(昭28) 栃木県

佐藤　　泰介 さとう　たいすけ 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16） 愛知県

佐藤　　泰三 さとう　たいぞう 男 自由民主党 第15回（平元）補欠（平4.7.26）、第17回（平7）、第19回（平13） 埼玉県

佐藤　　　隆 さとう　たかし 男 自由民主党 第7回(昭40)補欠(昭42.11.5)、第9回(昭46)、辞職(昭51.11.4) 新潟県

佐藤　　尚武 さとう　なおたけ 男 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 青森県 議長(第2、3代)

佐藤　　道夫 さとう　みちお 男 民主党・新緑風会 第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

佐藤　　雄平 さとう　ゆうへい 男 民主党・新緑風会 第18回(平10)、第20回(平16)、辞職(平18.10.23) 福島県

佐藤　ゆかり さとう　ゆかり 女 自由民主党 第22回（平22）、辞職（平26.11.21） 比例代表

佐藤　　芳男 さとう　よしお 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、逝去(昭42.8.29) 新潟県

佐野　　　廣 さの　ひろし 男 自由民主党 第3回(昭28)補欠(昭30.11.11)、第5回(昭34) 島根県

佐野　　芳雄 さの　よしお 男 日本社会党 第6回(昭37)、第8回(昭43)、逝去(昭47.9.27) 兵庫県

沢　　たまき さわ　たまき 山本　　昌子 女 公明党 第18回(平10)、逝去(平15.8.9) 比例代表

澤　　　雄二 さわ　ゆうじ 男 公明党 第20回（平16） 東京都

沢田　　一精 さわだ　いっせい 男 自由民主党・自由国民会議
第5回(昭34)補欠(昭37.11.30)、第7回(昭40)、退職[公選90](昭
46.1.6)、第13回(昭58)、第15回(平元)

熊本県
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沢田　　　実 さわだ　みのる 男 公明党 第8回(昭43) 全国

沢田　　政治 さわた　まさじ 男 日本社会党 第7回(昭40)補欠(昭42.9.15)、第9回(昭46) 秋田県

三治　　重信 さんじ　しげのぶ 男 民社党・スポーツ・国民連合 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 愛知県

椎井　　康雄 しい　やすお 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 宮崎県

椎名　　一保 しいな　かずやす 男 自由民主党 第18回（平10）補欠（平14.10.27）、第20回（平16） 千葉県

椎名　　素夫 しいな　もとお 男 無所属の会 第16回(平4)、第18回(平10) 岩手県

塩崎　　恭久 しおざき　やすひさ 男 自由民主党・保守党 第17回(平7)、辞職(平12.5.12) 愛媛県

塩出　　啓典 しおで　けいすけ 男 公明党・国民会議
第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、退職
[公選90](平2.2.3)

比例代表

塩見　　俊二 しおみ　しゅんじ 男 自由民主党・自由国民会議 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49) 高知県

宿谷　　榮一 しゅくたに　えいいち 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

重富　吉之助 しげとみ　きちのすけ 男 自由民主党・自由国民会議 第14回(昭61)補欠(平3.9.29) 福岡県

重成　　　格 しげなり　かく 男 自由民主党 第4回(昭31)、逝去(昭31.10.16) 鹿児島県

重政　　庸徳 しげまさ　ようとく 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国 副議長(第9代)

重宗　　雄三 しげむね　ゆうぞう 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭
37)、第8回(昭43)

全国
議長(第8、9、10
代)、副議長(第4代)

重盛　　壽治 しげもり　としはる 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 東京都

志苫　　　裕 しとま　ゆたか 男 社会民主党・護憲連合
第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、退職[公選90](平
元.5.15)、第16回(平4)

比例代表

篠崎　　年子 しのざき　としこ 女 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 長崎県

芝　　　博一 しば　ひろかず 男 立憲民主・社民 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 三重県

柴田　　　栄 しばた　さかえ 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 愛知県

柴田　　政次 しばた　まさじ 男 自由党 第1回(昭22)、逝去(昭25.9.15) 茨城県

柴田利右エ門 しばた　りえもん 男 民社党 第9回(昭46)、逝去(昭48.2.3) 全国
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柴立　　芳文 しばたて　よしふみ 男 自由民主党 第9回(昭46)、逝去(昭50.8.5) 鹿児島県

柴野　和喜夫 しばの　わきお 男 自由民主党 第3回(昭28)補欠(昭33.12.7) 石川県

柴谷　　　要 しばや　かなめ 男 日本社会党 第4回(昭31)[3年任期]、第6回(昭37) 全国

渋谷　　邦彦 しぶや　くにひこ 男 公明党・国民会議 第6回(昭37)、第8回(昭43)、第11回(昭52) 全国

島　　　　清 しま　きよし 男 民主社会党 第1回(昭22)、第4回(昭31)、辞職(昭35.10.28) 東京都

嶋崎　　　均 しまさき　ひとし 男 自由民主党
第7回(昭40)補欠(昭46.2.7)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13
回(昭58)、第16回(平4)繰上(平8.10.9)、逝去(平9.5.11)

比例代表

島尻　安伊子 しまじり あいこ 女 自由民主党 第20回（平16）補欠（19.4.22）、第22回（平22） 沖縄県

島田　　三郎 しまだ　さぶろう 男 自由民主党・国民の声 第23回（平25）、逝去（令元.5.8） 島根県

島田　　千壽 しまだ　せんじゅ 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 福岡県

島田　智哉子 しまだ　　ちやこ 女 民主党・新緑風会 第20回（平16） 埼玉県

島津　　忠彦 しまづ　ただひこ 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 鹿児島県

島袋　　宗康 しまぶくろ　そうこう 男 無所属の会 第16回(平4)、第18回(平10) 沖縄県

島村　　軍次 しまむら　ぐんじ 男 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28) 岡山県

自見　庄三郎 じみ　しょうざぶろう 男 各派に属しない議員 第21回（平１９） 比例代表

清水　嘉与子 しみず　かよこ　 女 自由民主党 第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

清水　　澄子 しみず　すみこ 女 社会民主党・護憲連合 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

清水　　武夫 しみず　たけお 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期]、逝去(昭22.11.22) 長崎県

清水　　達雄 しみず　たつお 男 自由民主党 第16回(平4)、第18回(平10)繰上(平12.10.12) 比例代表

志村　　愛子 しむら　あいこ 女 各派に属しない議員 第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

志村　　哲良 しむら　てつろう 男 自由民主党 第13回(昭58)、第16回(平4) 山梨県

下稲葉　耕吉 しもいなば　こうきち 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表
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下條　　恭兵 しもじょう　きょうへい 男 日本社会党（第二控室）〔右〕 第1回(昭22) 新潟県

下条　進一郎 しもじょう　しんいちろう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 長野県

下條　　康麿 しもじょう　やすまろ 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第4回(昭31) 全国

下田　　敦子 しもだ　あつこ 女 民主党・新緑風会 第20回（平16） 比例代表

下田　　京子 しもだ　きょうこ 女 日本共産党 第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

下村　　　定 しもむら　さだむ 男 自由民主党 第5回(昭34) 全国

下村　　　泰 しもむら　ゆたか 男 二院クラブ 第10回(昭49)、第13回(昭58)繰上(昭58.12.24)、第15回(平元) 比例代表

主濱　　　了 しゅはま　りょう 男 生活の党と山本太郎となかまたち 第20回（平16）、第22回（平22） 岩手県

城　　　義臣 じょう　ぎしん 男 自由党 第1回(昭22)補欠(昭23.2.15) 熊本県

庄司　　　中 しょうじ　あたる 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 比例代表

白井　　　勇 しらい　いさみ 男 自由民主党
第3回(昭28)、第4回(昭31)補欠(昭34.7.24)、第6回(昭37)、第8回
(昭43)

山形県

白川　　一雄 しらかわ　かずお 男 自由民主党 第3回(昭28)、逝去(昭32.5.14) 香川県

白木　義一郎 しらき　ぎいちろう 男 公明党・国民会議
第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回
(昭55)

大阪府

白波瀬　米吉 しらはせ　よねきち 男 自由民主党 第2回(昭25) 全国

白浜　　一良 しらはま　かずよし 男 公明党 第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19） 大阪府

新坂　　一雄 しんさか　かずお　 男 連合参議院 第15回(平元)、逝去(平3.12.28) 奈良県

新谷　寅三郎 しんたに　とらさぶろう 男 自由民主党・自由国民会議
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭
37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、逝去(昭
59.12.16)

奈良県

陣内　　孝雄 じんのうち　たかお 男 自由民主党
第13回（昭58）補欠（昭63.4.10）、第15回（平元）、第17回（平7）、
第19回（平13）

佐賀県

新間　　正次 しんま　しょうじ 男 各派に属しない議員 第16回(平4)、退職[公選251](平6.7.29) 愛知県

末広　まきこ すえひろ　まきこ 末広　真樹子 女 自由民主党・保守党 第17回(平7) 愛知県
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菅野　　久光 すがの　ひさみつ 男 各派に属しない議員 第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 北海道 副議長(第23代)

杉浦　　武雄 すぎうら　たけお　 男 自由民主党 第5回(昭34)、逝去(昭38.9.12) 愛知県

杉原　　荒太 すぎはら　あらた　 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 佐賀県

杉原　　一雄 すぎはら　かずお 男 日本社会党 第8回(昭43) 富山県

杉元　　恒雄 すぎもと　つねお 男 自由民主党 第13回(昭58) 神奈川県

杉山　　昌作 すぎやま　しょうさく 男 参議院同志会 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

杉山　善太郎 すぎやま　ぜんたろう 男 日本社会党 第6回(昭37)、第9回(昭46) 新潟県

杉山　　令肇 すぎやま　れいじょう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)補欠(昭56.6.28)、第13回(昭58) 岐阜県

菅川　　健二 すげかわ　けんじ 男 民主党・新緑風会 第17回(平7) 広島県

菅野　　儀作 すげの　ぎさく 男 自由民主党・自由国民会議
第7回(昭40)補欠(昭42.11.5)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、逝去
(昭56.1.25)

千葉県

鈴木　　一司 すずき　いちじ 男 自由民主党 第5回(昭34)補欠(昭38.9.18) 茨城県

鈴木　　市藏 すずき　いちぞう 男 各派に属しない議員 第6回(昭37) 全国

鈴木　　一弘 すずき　かずひろ 男 公明党・国民会議 第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55) 全国

鈴木　　和美 すずき　かずみ 男 社会民主党・護憲連合 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

鈴木　　寛 すずき　かん 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 東京都

鈴木　　恭一 すずき　きょういち 男 自由民主党 第2回(昭25)[3年任期]、辞職(昭28.3.23)、第5回(昭34) 全国

鈴木　　強平 すずき　きょうへい 男 自由民主党 第2回(昭25) 群馬県

鈴木　　憲一 すずき　けんいち 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 神奈川県

鈴木　　順一 すずき　じゅんいち 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 群馬県

鈴木　　正一 すずき　しょういち 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 福島県

鈴木　　清一 すずき　せいいち 男 労働者農民党 第1回(昭22) 全国
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鈴木　　省吾 すずき　せいご 男 自由民主党
第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16
回(平4)

福島県

鈴木　　政二 すずき　せいじ 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19） 愛知県

鈴木　　　強 すずき　つよし 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

鈴木　　貞敏 すずき　ていびん 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4) 山形県

鈴木　　直人 すずき　なおと 男 自由党 第1回(昭22)、辞職(昭27.9.4) 全国

鈴木　　　一 すずき　はじめ　 男 自由民主党 第3回(昭28)、退職[公選90](昭33.5.1) 秋田県

鈴木　　　壽 すずき　ひとし 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 秋田県

鈴木　文四郎 すずき　ぶんしろう 男 緑風会 第2回(昭25)、逝去(昭26.2.23) 全国

鈴木　　正孝 すずき　まさたか 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 静岡県

鈴木　　万平 すずき　まんぺい 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 静岡県

鈴木　美枝子 すずき　みえこ 女 日本社会党 第9回(昭46) 全国

鈴木　　安孝 すずき　やすたか 男 自由党 第1回(昭22) 秋田県

鈴木　　陽悦 すずき　ようえつ 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 秋田県

鈴木　　　力 すずき　りき 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

須藤　　五郎 すどう　ごろう　 男 日本共産党 第2回(昭25)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

須藤　美也子 すとう　みやこ 女 日本共産党 第17回(平7) 比例代表

須藤　良太郎 すどう　りょうたろう 男 自由民主党・保守党 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

須原　　昭二 すはら　しょうじ 男 日本社会党 第9回(昭46)、逝去(昭50.3.4) 愛知県

関　　　嘉彦 せき　よしひこ 男 民社党・国民連合 第13回(昭58) 比例代表

関口　　恵造 せきぐち　けいぞう 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

関根　　久藏 せきね　きゅうぞう 男 自由民主党
第3回(昭28)、退職[選挙無効](昭29.9.24)、第3回(昭28)再選挙
(昭29.10.17)

全国
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関根　　則之 せきね　のりゆき 男 自由民主党 第14回(昭61)補欠(平3.6.16)、第16回(平4) 埼玉県

関谷　　勝嗣 せきや　かつつぐ 男 自由民主党 第17回（平7）補欠（平12.6.25）、第19回（平13） 愛媛県

世耕　　政隆 せこう　まさたか 男 自由民主党
第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元)、第17
回(平7)、逝去(平10.9.25)

和歌山県

瀬谷　　英行 せや　ひでゆき 男 社会民主党・護憲連合
第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14
回(昭61)、第16回(平4)

埼玉県 副議長(第18代)

相馬　　助治 そうま　すけじ 男 民主社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 栃木県

添田　増太郎 そえた　ますたろう 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58)補欠(昭60.2.17) 福島県

曾祢　　　益 そね　えき 男 民主社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、辞職(昭42.1.5) 神奈川県

曽根田　郁夫 そねだ　いくお 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58) 茨城県

園木　　　登 そのき　のぼる 男 自由民主党 第6回(昭37)、逝去(昭37.12.23) 熊本県

園田　　清充 そのだ　きよみつ 男 自由民主党・自由国民会議
第6回(昭37)補欠(昭40.7.18)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12
回(昭55)、逝去(昭60.9.7)

熊本県

そのだ　修光 そのだ　しゅうこう 男 自由民主党・国民の声 第24回（平28） 比例代表
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