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矢追　　秀彦 やおい　ひでひこ 男 公明党・国民会議 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

八百板　　正 やおいた　ただし 男 日本社会党・護憲民主連合 第12回(昭55)、第14回(昭61) 福島県

八木　　一郎 やぎ　いちろう 男 自由民主党・自由国民会議
第5回(昭34)補欠(昭38.10.28)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11
回(昭52)

愛知県

八木　　幸吉 やぎ　こうきち 男 第十七控室 第1回(昭22)、資格消滅[覚書](昭22.5.27)、第3回(昭28) 全国

八木　　秀次 やぎ　ひでつぐ 男 日本社会党
第3回(昭28)[3年任期]、退職[選挙無効](昭29.9.24)、第3回(昭
28)[3年任期]再選挙(昭29.10.17)

全国

薬師寺みちよ やくしじ　みちよ 齋藤　　道代 女 無所属クラブ 第23回（平25） 愛知県

矢嶋　　三義 やじま　みよし 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

安井　　　謙 やすい　けん 男 自由民主党・自由国民会議
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61.3.10)

東京都
議長(第13代)、副議
長(第11代)

安井　美沙子 やすい　みさこ 女 民進党・新緑風会 第22回（平22） 愛知県

安田　　隆明 やすた　たかあき 男 自由民主党・自由国民会議 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55) 石川県

安田　　敏雄 やすだ　としお 男 日本社会党 第5回(昭34) 山梨県

安武　　洋子 やすたけ　ひろこ 女 日本共産党 第10回(昭49)、第12回(昭55) 兵庫県

安恒　　良一 やすつね　りょういち 男 各派に属しない議員 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

安永　　英雄 やすなが　ひでお 男 日本社会党・護憲民主連合 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

矢田　わか子 やた　わかこ 矢田　　稚子 女 国民民主党・新緑風会 第24回（平28） 比例代表

矢田部　　理 やたべ　おさむ 男 新社会党・平和連合 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 茨城県

柳岡　　秋夫 やなおか　あきお 男 日本社会党 第6回(昭37) 千葉県

柳川　　覺治 やながわ　かくじ 男 自由民主党・保守党 第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7)繰上(平13.2.6) 比例代表

柳川宗左衞門 やながわ　そうざえもん 男 緑風会 第1回(昭22)、資格消滅[覚書](昭22.7.5) 全国

柳澤　　光美 やなぎさわ　みつよし 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 比例代表

柳澤　　錬造 やなぎさわ　れんぞう 男 民社党・国民連合 第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表
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柳田　　　稔 やなぎだ　みのる 男 国民民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 広島県

柳田　桃太郎 やなぎだ　ももたろう 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 福岡県

柳本　　卓治 やなぎもと　たくじ 男 自由民主党・国民の声 第23回（平25） 大阪府

簗瀬　　　進 やなせ　すすむ 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16） 栃木県

矢野　　哲朗 やの　てつろう 男 たちあがれ日本・新党改革 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 栃木県

矢野　俊比古 やの　としひこ 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58) 比例代表

矢野　　酉雄 やの　とりお 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

矢野　　　登 やの　のぼる 男 自由民主党 第8回(昭43)、第9回(昭46)補欠(昭49.12.8) 栃木県

矢原　　秀男 やはら　ひでお 男 平成会 第10回(昭49)、第13回(昭58)、第15回(平元) 兵庫県

山内　　徳信 やまうち　とくしん 男 社会民主党・護憲連合 第21回（平19） 比例代表

山内　　俊夫 やまうち　としお 男 たちあがれ日本・新党改革 第18回（平10）、第20回（平16） 香川県

山岡　　賢次 やまおか　けんじ 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58)、第15回(平元)、退職[公選90](平5.7.4) 比例代表

山縣　　勝見 やまがた　かつみ 男 自由民主党 第2回(昭25) 兵庫県

山川　　良一 やまかわ　りょういち 男 緑風会 第2回(昭25) 全国

山口　　和之 やまぐち　かずゆき 男 日本維新の会・希望の党 第23回（平25） 比例代表

山口　　光一 やまぐち　こういち 男 自由民主党・自由国民会議 第14回(昭61)繰上(平2.8.20) 比例代表

山口　　重彦 やまぐち　しげひこ 男 日本社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

山口　　哲夫 やまぐち　てつお 男 新社会党・平和連合 第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

山崎　　五郎 やまざき　ごろう 男 自由民主党 第8回(昭43)、第10回(昭49)、逝去(昭51.4.6) 秋田県

山 　真之輔 やまざき　しんのすけ 男 国民民主党・新緑風会 第24回（平28）補欠(令3.10.24) 静岡県

山崎　　竜男 やまざき　たつお 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)、退職
[公選90](平3.1.14)

青森県
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山崎　　　力 やまざき　つとむ 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13）、第22回（平22） 青森県

山崎　　　昇 やまざき　のぼる 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

山崎　　　恒 やまざき　ひさし 男 改進党 第1回(昭22) 千葉県

山崎　　　斉 やまざき　ひとし 男 自由民主党 第6回(昭37) 全国

山下　　栄一 やました　えいいち 男 公明党 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 大阪府

山下　　義信 やました　ぎしん 男 日本社会党 第1回(昭22)、第3回(昭28) 広島県

山下　　春江 やました　はるえ 女 自由民主党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

山下　　英利 やました　ひでとし 男 自由民主党 第17回（平7）補欠（平12.10.22）、第19回（平13） 滋賀県

山下　八洲夫 やました　やすお 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16） 岐阜県

山下　　善彦 やました　よしひこ 男 自由民主党 第18回(平10) 静岡県

山田　　　勇 やまだ　いさむ 男 各派に属しない議員
第8回(昭43)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元)、退職
[公選90](平7.3.23)

大阪府

山田　　健一 やまだ　けんいち 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 山口県

山田　耕三郎 やまだ　こうざぶろう 男 連合参議院 第12回(昭55)、第14回(昭61) 滋賀県

山田　　佐一 やまだ　さいち 男 自由党 第1回(昭22) 愛知県

山田　　修路 やまだ　しゅうじ 山田　　修路 男 自由民主党・国民の声 第23回（平25）、第25回（令元）、辞職(令3.12.24) 石川県

山田　　節男 やまだ　せつお 男 民主社会党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31) 広島県

山田　　徹一 やまだ　てついち 男 公明党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

山田　　俊昭 やまだ　としあき 男 二院クラブ 第14回(昭61)繰上(平4.5.25)、第16回(平4)繰上(平7.4.11) 比例代表

山田　　　譲 やまだ　ゆずる 男 日本社会党 第12回(昭55) 群馬県

山高　しげり やまたか　しげり 女 第二院クラブ 第6回(昭37)[3年任期]繰上(昭37.9.10)、第7回(昭40) 全国

大和　　与一 やまと　よいち 男 日本社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 群馬県
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山中　　郁子 やまなか　いくこ 女 日本共産党 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

山根　　隆治 やまね　りゅうじ 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 埼玉県

山内　　一郎 やまのうち　いちろう 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)、第13回(昭58) 福井県

山内　　卓郎 やまのうち　たくろう 男 緑風会 第1回(昭22) 愛知県

山花　　秀雄 やまはな　ひでお 男 日本社会党 第2回(昭25)[3年任期]、辞職(昭27.9.4) 全国

山村　　明嗣 やまむら　てるつぐ 男 民主党・新緑風会 第21回（平19）繰上（平25.6.5） 比例代表

山本　伊三郎 やまもと　いさぶろう 男 日本社会党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、逝去(昭46.7.8) 全国

山本　　一太 やまもと　いちた 男 自由民主党・国民の声
第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25）、
退職[公選90]（令元.7.4）

群馬県

山本　敬三郎 やまもと　けいざぶろう 男 自由民主党 第8回(昭43)、退職[公選90](昭49.6.12) 静岡県

山本　　　杉 やまもと　すぎ 女 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国

山本　　孝史 やまもと　たかし 男 民主党・新緑風会・日本 第19回（平13）、第21回（平19）逝去（平19.12.22） 比例代表

山本　　　保 やまもと　たもつ 男 公明党 第17回（平7）、第19回（平13） 愛知県

山本　　經勝 やまもと　つねかつ 男 日本社会党 第2回(昭25)補欠(昭30.3.17)、第4回(昭31)、逝去(昭33.7.8) 福岡県

山本　　利壽 やまもと　としなが 男 自由民主党 第4回(昭31)補欠(昭33.7.6)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 島根県

山本　　富雄 やまもと　とみお 男 自由民主党 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元)、逝去(平7.3.16) 群馬県

山本　　正和 やまもと　まさかず 男 無所属の会 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

山本　茂一郎 やまもと　もいちろう 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

山本　　勇造 やまもと　ゆうぞう 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

山本　　米治 やまもと　よねじ 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 愛知県

谷村　　貞治 やむら　ていじ 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、逝去(昭43.4.20) 岩手県

矢山　　有作 ややま　ゆうさく 男 日本社会党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 岡山県
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油井　賢太郎 ゆい　けんたろう 男 自由党 第1回(昭22) 福島県

結城　　安次 ゆうき　やすじ 男 緑風会 第1回(昭22) 茨城県

湯澤　三千男 ゆざわ　みちお 男 自由民主党 第5回(昭34)、逝去(昭38.2.21) 栃木県

湯山　　　勇 ゆやま　いさむ 男 日本社会党 第3回(昭28) 愛媛県

横井　　太郎 よこい　たろう 男 自由民主党 第6回(昭37)補欠(昭41.11.5) 愛知県

横尾　　和伸 よこお　かずのぶ 男 公明 第16回(平4)、逝去(平10.4.1) 福岡県

横川　　正市 よこかわ　しょういち 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

横川　　信夫 よこかわ　のぶお 男 自由民主党 第3回(昭28)、退職[公選90](昭34.1.7) 全国

横溝　　克己 よこみぞ　よしみ 男 税金党平和の会 第15回(平元)、逝去(平2.2.23) 比例代表

横峯　　良郎 よこみね　よしろう 男 各派に属しない議員 第21回（平19） 比例代表

横山　　フク よこやま　ふく 女 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国

横尾　　　龍 よこを　しげみ 男 自由党 第1回(昭22)補欠(昭24.6.3) 兵庫県

吉井　　英勝 よしい　ひでかつ 男 日本共産党 第13回(昭58)補欠(昭63.2.28) 大阪府

義家　　弘介 よしいえ　ひろゆき 男 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会 第21回（平19）、辞職（平24.11.30） 比例代表

吉江　　勝保 よしえ　かつやす 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、逝去(昭45.9.17) 山梨県

吉岡　　吉典 よしおか　よしのり 男 日本共産党 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

吉川　末次郎 よしかわ　すえじろう 男 日本社会党 第1回(昭22) 東京都

吉川　　春子 よしかわ　はるこ 女 日本共産党 第13回（昭58）、第15回（平元）、第17回（平7）、 比例代表

吉川　　　博 よしかわ　ひろし 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7)、第19回（平13） 愛知県

吉川　　芳男 よしかわ　よしお 男 自由民主党・保守党 第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 新潟県

吉田　　達男 よしだ　たつお 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 鳥取県
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吉田　忠三郎 よしだ　ちゅうざぶろう 男 日本社会党 第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49) 北海道

吉田　　博美 よしだ　ひろみ 男 自由民主党・国民の声 第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25） 長野県

吉田　　法晴 よしだ　ほうせい 男 日本社会党
第1回(昭22)補欠(昭25.1.17)、第3回(昭28)、第5回(昭34)、退職
[公選90](昭38.2.28)

福岡県

吉田　　正雄 よしだ　まさお 男 日本社会党 第11回(昭52) 新潟県

吉田　　萬次 よしだ　まんじ 男 無所属クラブ 第3回(昭28)、逝去(昭33.12.21) 全国

吉田　　　実 よしだ　みのる 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、逝去(昭57.11.16) 富山県

吉田　　之久 よしだ　ゆきひさ 男 民主党・新緑風会 第15回(平元)補欠(平4.2.9)、第17回(平7) 奈良県

吉武　　恵市 よしたけ　えいち 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 山口県

吉野　　信次 よしの　しんじ 男 自由民主党 第3回(昭28) 宮城県

吉松　　　喬 よしまつ　たかし 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、資格消滅[覚書](昭22.6.22) 全国

吉村　剛太郎 よしむら　ごうたろう 男 国民新党 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 福岡県

吉村　　真事 よしむら　まこと 男 自由民主党 第13回(昭58) 比例代表

依田　　智治 よだ　ともはる 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 比例代表

米倉　　龍也 よねくら　たつや 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 長野県

米田　　　勲 よねた　いさお 男 日本社会党 第5回(昭34) 北海道

米田　　正文 よねだ　まさふみ 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40)[3年任期]、第8回(昭43) 福岡県

米長　　晴信 よねなが　はるのぶ 男 みんなの党 第21回（平19） 山梨県
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