
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

大松　　博文 だいまつ　ひろふみ 男 自由民主党 第8回(昭43) 全国

大門　実紀史 だいもん  みきし 男 日本共産党
第18回（平10）繰、第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平
28）

比例代表

田浦　　　直 たうら　ただし 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 長崎県

田浦　　直蔵 たうら　なおぞう 男 自由民主党 第7回(昭40)、逝去(昭40.8.17) 長崎県

高井　　和伸 たかい　かずのぶ 男 民主改革連合 第15回(平元)、辞職(平5.6.21) 岐阜県

階　恵美子 たかがい　えみこ 階　恵美子 女 自由民主党・国民の声 第22回（平22）、第24回（平28）、退職[公選90](令3.10.19) 比例代表

高木　健太郎 たかぎ　けんたろう 男 公明党・国民会議 第12回(昭55)、第14回(昭61)、逝去(平2.9.24) 愛知県

高木　　正明 たかぎ　まさあき 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 北海道

高木　　正夫 たかぎ　まさお 男 緑風会 第2回(昭25) 全国

高桑　　栄松 たかくわ　えいまつ 男 平成会 第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

高崎　　裕子 たかさき　ゆうこ 女 日本共産党 第15回(平元) 北海道

高嶋　　良充 たかしま　よしみつ 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

高杉　　廸忠 たかすぎ　みちただ 男 日本社会党・護憲共同 第11回(昭52)、第13回(昭58) 茨城県

高瀬　荘太郎 たかせ　そうたろう 男 第二院クラブ 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

高瀬　　弘美 たかせ　ひろみ 藤井　　弘美 女 公明党 第24回（平28） 福岡県

高田　　浩運 たかた　こううん 男 自由民主党・自由国民会議 第8回(昭43)、第10回(昭49)、逝去(昭52.7.17) 熊本県

田方　　　進 たかた　すすむ 男 自由党 第1回(昭22)、辞職(昭27.9.2) 熊本県

高田　なほ子 たかだ　なおこ 女 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

高田　　　寛 たかだ　ひろし 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

高野　　一夫 たかの　かずお 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

高野　　博師 たかの　ひろし 男 公明党 第17回（平7）、第19回（平13） 埼玉県
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高橋　紀世子 たかはし　きせこ 女 みどりの会議 第18回(平10) 徳島県

高橋　　清孝 たかはし　きよたか 男 自由民主党・自由国民会議 第14回(昭61) 岩手県

高橋　　邦雄 たかはし　くにお 男 自由民主党 第9回(昭46) 群馬県

高橋　　　啓 たかはし　けい 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 宮城県

高橋　　圭三 たかはし　けいぞう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 全国

高橋　進太郎 たかはし　しんたろう 男 自由民主党
第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、退職[公選90](昭
40.3.3)

宮城県

高橋　　誉冨 たかはし　たかよし 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49) 千葉県

高橋　　千秋 たかはし　ちあき 男 民主党・新緑風会 第17回（平7）補欠（平12.6.25）、第19回（平13）、第21回（平19） 三重県

高橋　文五郎 たかはし　ぶんごろう 男 自由民主党 第6回(昭37)補欠(昭40.4.11)、第8回(昭43) 宮城県

高橋　　　衛 たかはし　まもる 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 福井県

高橋　　道男 たかはし　みちお 男 緑風会 第2回(昭25) 全国

高橋　雄之助 たかはし　ゆうのすけ 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 北海道

高橋　　令則 たかはし　よしのり　 男 自由党 第17回(平7) 岩手県

高橋　龍太郎 たかはし　りゅうたろう 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

高平　　公友 たかひら　きみとも 男 自由民主党 第11回(昭52)、第13回(昭58) 富山県

田上　　松衞 たがみ　まつえ 男 民主社会党 第5回(昭34) 神奈川県

高山　　恒雄 たかやま　つねお 男 民社党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

瀧井　治三郎 たきい　じさぶろう 男 自由民主党 第2回(昭25) 全国

田口　長治郎 たぐち　ちょうじろう 男 自由民主党 第8回(昭43) 全国

田口　政五郎 たぐち　まさごろう 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 兵庫県

竹内　　　功 たけうち　いさお 男 自由民主党・国民の声 第24回（平28）繰上(令3.10.29) 比例代表
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竹内　　　潔 たけうち　きよし 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58)、逝去(昭59.8.21) 比例代表

武内　　五郎 たけうち　ごろう 男 日本社会党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 新潟県

竹内　　則男 たけうち　のりお 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 高知県

竹内　　藤男 たけうち　ふじお 男 自由民主党 第9回(昭46)、辞職(昭50.3.14) 茨城県

竹腰　　徳藏 たけこし　とくぞう 男 民主党 第1回(昭22)、資格消滅[覚書](昭22.7.5) 群馬県

竹下　　豐次 たけした　とよじ 男 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28) 宮崎県

武田　邦太郎 たけだ　くにたろう 男 各派に属しない議員 第16回(平4) 比例代表

竹田　　現照 たけだ　げんしょう 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 北海道

竹田　　四郎 たけだ　しろう 男 日本社会党 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55) 神奈川県

武田　　節子 たけだ　せつこ 女 公明 第16回(平4) 比例代表

武田　　良介 たけだ　りょうすけ 男 日本共産党 第24回（平28） 比例代表

竹中　　勝男 たけなか　かつお 男 日本社会党 第3回(昭28)、逝去(昭34.1.26) 京都府

竹中　　七郎 たけなか　しちろう 男 自由党 第1回(昭22) 愛知県

竹中　　恒夫 たけなか　つねお 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

竹中　　平蔵 たけなか　へいぞう 男 自由民主党 第20回(平16)、辞職(平18.9.28) 比例代表

竹村　　泰子 たけむら　やすこ 女 民主党・新緑風会 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

竹山　　　裕 たけやま　ゆたか 男 自由民主党 第13回（昭58）、第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13） 静岡県

田沢　　智治 たざわ　ともはる 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

田嶋　　陽子 たじま　ようこ 女 各派に属しない議員 第19回(平13)、退職[公選90](平15.3.27) 比例代表

但馬　　久美 たじま　くみ 林　　久美子 女 公明党 第17回(平7) 比例代表

田城　　　郁 たしろ　かおる 男 民進党・新緑風会 第22回（平22）、第24回(平28)繰上(令4.6.27) 比例代表
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田代　富士男 たしろ　ふじお 男 各派に属しない議員
第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、辞職
(昭63.1.25)

大阪府

田代　由紀男 たしろ　ゆきお 男 自由民主党 第10回(昭49)補欠(昭52.9.4)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 熊本県

多田　　省吾 ただ　しょうご 男 公明党・国民会議 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

館　　　哲二 たち　てつじ 男 自由民主党 第2回(昭25)補欠(昭26.11.16)、第4回(昭31)、第6回(昭37) 富山県

立木　　　洋 たちき　ひろし 男 日本共産党
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)

比例代表

立花　　孝志 たちばな　たかし 男 みんなの党 第25回、退職[公選90](令元.10.10) 比例代表

橘　　　直治 たちばな　なおじ 男 自由民主党 第9回(昭46) 富山県

達田　　龍彦 たつた　たつひこ 男 日本社会党 第7回(昭40)繰上(昭40.8.24) 長崎県

辰巳　孝太郎 たつみ　こうたろう 男 日本共産党 第23回（平25） 大阪府

伊達　源一郎 だて　げんいちろう 男 緑風会 第1回(昭22) 島根県

伊達　　忠一 だて　ちゅういち 男 各派に属しない議員 第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25） 北海道 議長(第31代)

田中　　啓一 たなか　けいいち 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 岐阜県

田中　耕太郎 たなか　こうたろう 男 緑風会 第1回(昭22)、辞職(昭25.3.1) 全国

田中　　茂穂 たなか　しげほ 男 自由民主党 第4回(昭31)補欠(昭31.11.30)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 鹿児島県

田中　　　茂 たなか　しげる 男 自由民主党 第22回（平22）繰上（平26.3.31） 比例代表

田中　寿美子 たなか　すみこ 女 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

田中　　清一 たなか　せいいち 男 自由民主党 第5回(昭34) 全国

田中　　利勝 たなか　としかつ 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 福島県

田中　　直紀 たなか　なおき 男 民進党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 新潟県

田中　　信儀 たなか　のぶよし 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 鳥取県

田中　　　一 たなか　はじめ 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国
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田中　　正巳 たなか　まさみ 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

田中　　康夫 たなか　やすお 男 民主党・新緑風会・国民新・日本 第21回（平19）退職［公選90]（平21.8.18） 比例代表

棚橋　　小虎 たなはし　ことら 男 民主社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 長野県

田名部　匡省 たなぶ　まさみ 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16） 青森県

棚辺　　四郎 たなべ　しろう 男 自由民主党 第9回(昭46) 福島県

田辺　　哲夫 たなべ　てつお 男 自由民主党・自由国民会議 第14回(昭61)、第16回(平4)、逝去(平7.8.8) 比例代表

谷　　　博之 たに　ひろゆき 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 栃木県

谷　　　亮子 たに　りょうこ 女 生活の党と山本太郎となかまたち 第22回（平22） 比例代表

谷岡　　郁子 たにおか　くにこ 女 みどりの風 第21回（平19） 愛知県

谷川　　寛三 たにがわ　かんぞう 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)、第14回(昭61) 高知県

谷川　　秀善 たにがわ　しゅうぜん 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19） 大阪府

谷口　　慶吉 たにぐち　けいきち 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 鹿児島県

谷口　弥三郎 たにぐち　やさぶろう 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) 全国

谷畑　　　孝 たにはた　たかし 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 大阪府

谷林　　正昭 たにばやし　まさあき 男 民主党・新緑風会 第18回(平10)繰上(平10.9.1) 富山県

谷本　　　巍 たにもと　たかし 男 社会民主党・護憲連合 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

種田　　　誠 たねだ　まこと 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 茨城県

田畑　　金光 たばた　かねみつ 男 民主社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 福島県

田原　　武雄 たはら　たけお　 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 鹿児島県

田渕　　勲二 たぶち　くんじ 男 日本社会党・護憲共同 第14回(昭61) 比例代表

田渕　　哲也 たぶち　てつや 男 民社党・スポーツ・国民連合 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表
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玉置　　和郎 たまき　かずお 男 自由民主党・自由国民会議 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

玉置　　一弥 たまき　かずや 男 民主党・新緑風会 第21回（平19）繰上（平24.1.17） 比例代表

玉置　吉之丞 たまき　きちのじょう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 和歌山県

玉置　　猛夫 たまき　たけお 男 自由民主党 第8回(昭43) 全国

玉屋　　喜章 たまや　よしあき　 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 千葉県

玉柳　　　實 たまやなぎ　みのる 男 自由党 第1回(昭22)補欠(昭26.5.21) 愛媛県

田村　　賢作 たむら　けんさく 男 自由民主党 第7回(昭40) 栃木県

田村　耕太郎 たむら　こうたろう 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）補欠（平14.10.27）、第20回（平16） 鳥取県

田村　　公平 たむら　こうへい 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 高知県

田村　　秀昭 たむら　ひであき 男 国民新党 第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

田村　　文吉 たむら　ぶんきち 男 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28) 新潟県

樽井　　良和 たるい　よしかず 男 民主党・新緑風会 第21回（平19）繰上（平24.12.14） 比例代表

團　　　伊能 だん　いのお 男 日本民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、辞職(昭30.1.27) 福岡県

段本　　幸男 だんもと　ゆきお 男 自由民主党 第19回（平13） 比例代表

千田　　　正 ちだ　ただし 男 無所属クラブ 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31) 岩手県

千葉　　国男 ちば　くにお 男 公明党 第18回(平10)繰上(平15.8.22) 比例代表

千葉　　景子 ちば　けいこ 女 民主党・新緑風会 第14回（昭61）、第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 神奈川県

千葉　千代世 ちば　ちよせ 女 日本社会党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国

千葉　　　信 ちば　まこと 男 日本社会党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 北海道

中馬　猪之吉 ちゅうま　いのきち 男 緑風会 第1回(昭22)、辞職(昭22.6.28) 鹿児島県

塚田　　一郎 つかだ　いちろう 男 自由民主党・国民の声 第21回（平19）、第23回（平25） 新潟県
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塚田　十一郎 つかだ　じゅういちろう 男 自由民主党・自由国民会議 第8回(昭43)、第9回(昭46)補欠(昭51.12.12)、第11回(昭52) 新潟県

塚田　　大願 つかだ　だいがん 男 日本共産党 第9回(昭46) 全国

塚本　　重藏 つかもと　じゅうぞう 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

月原　　茂皓 つきはら　しげあき 月原　　重明 男 自由民主党 第18回(平10) 比例代表

辻　　　一彦 つじ　かずひこ 男 日本社会党 第9回(昭46) 福井県

辻　　　武寿 つじ　たけひさ 男 公明党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

辻　　　政信 つじ　まさのぶ 男 第二院クラブ 第5回(昭34) 全国

辻　　　泰弘 つじ　やすひろ 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 兵庫県

津島　　壽一 つしま　じゅいち? 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 香川県

対馬　　孝且 つしま　たかかつ 男 日本社会党・護憲共同 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 北海道

津島　　文治 つしま　ぶんじ 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、逝去(昭48.5.6) 青森県

津田　弥太郎 つだ　やたろう 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 比例代表

土田　國太郎 つちだ　くにたろう 男 自由民主党 第3回(昭28) 全国

土田　　博和 つちだ　ひろかず 男 民主党・新緑風会 第20回（平16）補欠（平21.10.25） 静岡県

土屋　　俊三 つちや　としぞう 男 自由党 第2回(昭25)、逝去(昭25.11.6) 千葉県

土屋　　義彦 つちや　よしひこ 男 自由民主党
第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15
回(平元)、退職[公選90](平4.6.1)

埼玉県 議長(第17、18代)

続　　　訓弘 つづき　くにひろ 男 公明党 第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

都築　　　譲 つづき　ゆずる 男 自由党 第16回(平4)再選挙(平6.9.11) 愛知県

常岡　　一郎 つねおか　いちろう 男 参議院同志会 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

常田　　享詳 つねだ　たかよし 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 鳥取県

常松　　克安 つねまつ　かつやす 男 平成会 第15回(平元) 比例代表
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角田　　義一 つのだ　ぎいち 男 民主党・新緑風会 第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13） 群馬県 副議長（第25代）

椿　　　繁夫 つばき　しげお 男 日本社会党 第2回(昭25)[3年任期]、第4回(昭31)、第6回(昭37) 大阪府

坪井　　一宇 つぼい　かずたか 男 自由民主党 第13回(昭58)補欠(昭62.12.27)、第16回(平4) 大阪府

坪山　　徳弥 つぼやま　とくや 男 自由民主党 第5回(昭34)補欠(昭38.4.6) 栃木県

鶴岡　　　洋 つるおか　ひろし 男 公明党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

鶴園　　哲夫 つるぞの　てつお 男 日本社会党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 鹿児島県

ﾂﾙﾈﾝ　ﾏﾙﾃｲ つるねん　まるてい 弦念　　丸呈 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）繰上（平14.2.8）、第21回（平19） 比例代表

鶴見　　祐輔 つるみ　ゆうすけ 男 自由民主党 第3回(昭28) 全国

出口　　廣光 でぐち　ひろみつ 男 自由民主党 第13回(昭58) 秋田県

手島　　　栄 てしま　さかえ 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、逝去(昭38.4.18) 全国

出淵　　勝次 でぶち　かつじ 男 緑風会 第1回(昭22)、逝去(昭22.8.19) 岩手県

寺内　　弘子 てらうち　ひろこ 女 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58)繰上(昭61.6.23) 比例代表

寺尾　　　博 てらお　ひろし 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

寺尾　　　豊 てらお　ゆたか 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)[3年任期]、第3回(昭28)、第
5回(昭34)、第7回(昭40)

高知県 副議長(第5、6代)

寺崎　　昭久 てらさき　あきひさ 男 民主党・新緑風会 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

寺澤　　芳男 てらさわ　よしお 男 民主党・新緑風会 第16回(平4) 比例代表

寺下　　岩蔵 てらした　いわぞう 男 自由民主党・自由国民会議 第9回(昭46)補欠(昭48.6.17)、第11回(昭52)、逝去(昭55.4.19) 青森県

寺田　　熊雄 てらだ　くまお 男 日本社会党 第10回(昭49)、第12回(昭55) 岡山県

寺田　　典城 てらた　すけしろ 男 民進党・新緑風会 第22回（平22） 比例代表

寺本　　広作 てらもと　こうさく 男 自由民主党 第3回(昭28)、退職[公選90](昭33.12.28)、第9回(昭46) 熊本県

照屋　　寛徳 てるや　かんとく　 男 社会民主党・護憲連合 第17回(平7) 沖縄県
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田　　　英雄 でん　ひでお 男 社会民主党・護憲連合
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）、第19回（平13）繰上（平15.4.8）

比例代表

天坊　　裕彦 てんぼう　ひろひこ 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

任田　　新治 とうだ　しんじ 男 自由民主党 第7回(昭40)、逝去(昭45.12.16) 石川県

堂本　　暁子 どうもと　あきこ 女 無所属の会 第15回(平元)、第17回(平7)、退職[公選90](平13.3.8) 比例代表

遠山　　丙市 とうやま　へいいち 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 東京都

堂森　　芳夫 どおもり　よしお 男 日本社会党 第2回(昭25)、辞職(昭30.2.1) 福井県

遠山　　清彦 とおやま　きよひこ 男 公明党 第19回（平13）、第21回（平19）辞職（平20.9.2） 比例代表

富樫　　練三 とがし　れんぞう 男 日本共産党 第18回(平10) 埼玉県

戸叶　　　武 とかの　たけし 男 日本社会党
第3回(昭28)、第5回(昭34)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、逝去
(昭57.12.25)

栃木県

徳川　　宗敬 とくがわ　むねよし 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

徳川　　頼貞 とくがわ　よりさだ 男 自由党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、逝去(昭29.4.17) 和歌山県

徳茂　　雅之 とくしげ　まさゆき 男 自由民主党・国民の声 第24回（平28） 比例代表

徳永　　久志 とくなが　ひさし 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 滋賀県

徳永　　正利 とくなが　まさとし 男 自由民主党・自由国民会議
第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回
(昭58)

比例代表 議長(第14代)

戸田　　菊雄 とだ　きくお 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 宮城県

戸田　　邦司 とだ　くにじ 男 自由党 第17回(平7) 比例代表

戸塚　　進也 とつか　しんや 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、辞職(昭58.11.18) 静岡県

轟木　　利治 とどろき　としはる 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 比例代表

殿岡　　利助 とのおか　りすけ 男 民主党 第1回(昭22)[3年任期]、辞職(昭22.7.2) 栃木県

苫米地　義三 とまべち　ぎぞう 男 自由民主党 第3回(昭28) 全国

苫米地　英俊 とまべち　ひでとし 男 自由民主党 第4回(昭31) 北海道
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富岡　　由紀夫 とみおか　ゆきお 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 群馬県

友近　　聡朗 ともちか　としろう 男 国民の生活が第一 第21回（平19）、退職［公選90］（平24.12.4） 愛媛県

友部　　達夫 ともべ　たつお 男 各派に属しない議員 第17回(平7)、退職[国会109](平13.6.7) 比例代表

外山　　　斎 とやま　いつき 男 国民の生活が第一 第21回（平19）、退職［公選90］（平24.12.4） 宮崎県

豊瀬　　禎一 とよせ　ていいち 男 日本社会党 第5回(昭34) 全国

豊田　　雅孝 とよだ　まさたか 男 自由民主党 第3回(昭28)、第6回(昭37) 全国

鳥畠　徳治郎 とりばたけ　とくじろう 男 自由民主党 第5回(昭34) 石川県
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