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氏名 よみ 登録番号 備考
赤松　ゆかり あかまつ　ゆかり 1526
阿曾　三知子 あそ　みちこ 422
阿部　有美 あべ　ゆみ 2202
雨宮　千絵 あめみや　ちえ 4041

新井　真耶 あらい　まや 3668
荒川　眞里子 あらかわ　まりこ 1181
安藤　利昭 あんどう　としあき 527
五十嵐　香苗 いがらし　かなえ 2672
池上　美津子 いけがみ　みつこ 3926
石井　孝弘 いしい　たかひろ 423
石橋　真弓 いしばし　まゆみ 2301
石原　優華 いしはら　ゆか 1182
一条　木乃実 いちじょう　このみ 1124
伊藤　笑美 いとう　えみ 4091
伊藤　聖子 いとう　せいこ 2612
伊藤　高世 いとう　たかよ 2645
伊藤　ひとみ いとう　ひとみ 3990

伊藤　博 いとう　ひろし 413
伊藤　美恵子 いとう　みえこ 3623
犬塚　直志 いぬづか　ただし 2000
井上　恵美子 いのうえ　えみこ 355
井上　祐美 いのうえ　ゆみ 2288
今岡　京子 いまおか　きょうこ 1354
岩崎　亙太郎 いわさき　こうたろう 3197 崎：異体字
牛山　真由美 うしやま　まゆみ 1352
梅澤　仁士 うめざわ　ひとし 1596
悦覟　ひろみ えつみ　ひろみ 1945 （覟：JIS第4水準）
江藤　るみ えとう　るみ 2938
遠藤　真季 えんどう　まき 2436
大迫　緑 おおさこ　みどり 2936
太田　昌紀 おおた　まさのり 1646
大塚　宏子 おおつか　ひろこ 2075
岡田　綾 おかだ　あや 3961
岡本　真未 おかもと　まみ 1112
小川　康子 おがわ　やすこ 3255
奥隅　悦子 おくずみ　えつこ 1501
奥田　史恵 おくだ　ふみえ 1498
小倉　明美 おぐら　あけみ 1543
小田部　家成 おたべ　いえしげ 1909
小野　朋子 おの　ともこ 754
小美濃　久美子 おみの　くみこ 1707
織原　さえ子 おりはら　さえこ 1282
貝野　智惠子 かいの　ちえこ 191
春日　恭子 かすが　きょうこ 3389
春日井　中 かすがい　あたる 1247
勝田　暢子 かつた　のぶこ 2080
加藤[横村]幸美 かとう[よこむら]　ともみ 4077 ※旧姓併記

加藤　紀子 かとう　のりこ 688
加藤　ひとみ かとう　ひとみ 3367
金垣　幸子 かながき　さちこ 170
金子　敬子 かねこ　けいこ 2029
唐木　裕美 からき　ゆみ 3402
河合　育世 かわい　いくよ 1669
河合　めぐみ かわい　めぐみ 3398
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川口　千佳 かわぐち　ちか 3958
川島　みどり かわしま　みどり 281
川島　裕子 かわしま　ゆうこ 1796
神沢　明子 かんざわ　あきこ 755
菊池　和男 きくち　かずお 3208
菊地　友子 きくち　ともこ 2347
岸澤　陽子 きしざわ　ようこ 1954
木村　桂子 きむら　けいこ 1132
工藤　聖子 くどう　せいこ 2016
粂原　祥子 くめはら　しょうこ 3356
栗林　ひろ子 くりばやし　ひろこ 1516
河野　みゆき こうの　みゆき 195
郷間　忍 ごうま　しのぶ 3830
小寺　ひろ美 こてら　ひろみ 1662
後藤　由紀子 ごとう　ゆきこ 3789
小林　章 こばやし　あきら 63
小林　美貴恵 こばやし　みきえ 412
近藤　絵美 こんどう　えみ 4014
坂井　澄恵 さかい　すみえ 3705
坂井　祐太 さかい　ゆうた 3911
坂本　桂子 さかもと　けいこ 3635
坂本　知子 さかもと　ともこ 3563
佐藤　彩奈 さとう　あやな 3391
佐藤　順子 さとう　じゅんこ 3421
佐藤　清香 さとう　すみか 1403
佐藤　たまき さとう　たまき 1183
佐藤　智子 さとう　ともこ 1002
佐藤　初美 さとう　はつみ 3856
佐藤　美智子 さとう　みちこ 202
塩治　良子 しおじ　りょうこ 1059
篠　幸子 しの　ゆきこ 587
篠原　慶 しのはら　ちか 1300
柴崎　保雄 しばさき　やすお 348
柴田　文 しばた　あや 3564
島多　明美 しまだ　あけみ 4012

清水　聖美 しみず　きよみ 3193
清水　文江 しみず　ふみえ　 80
白石　武子 しらいし　たけこ 511
白倉　未貴 しらくら　みき 2576
新江　惠子 しんえ　けいこ 2350
新谷　佳子 しんたに　よしこ 2007
新藤　夏枝 しんどう　なつえ 2926
菅原　智和美 すがわら　ちわみ 1230
杉田　秀子 すぎた　ひでこ 2539
杉野　朱美礼 すぎの　すみれ 3261
杉元　由美子 すぎもと　ゆみこ 4084
杉森　美香 すぎもり　みか 3381
鈴木　悦子 すずき　えつこ 488
鈴木　央梨美 すずき　おりみ 2816
鈴木　佳奈英 すずき　かなえ 4107
鈴木　恵子 すずき　けいこ 2196
鈴木　由貴子 すずき　ゆきこ 3374
鈴木　賀雄 すずき　よしお 106
須田　ちえ子 すだ　ちえこ 2014
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平　かおる たいら　かおる 3076
高崎　あや たかさき　あや 2954 高：異体字　崎：異体字　
高篠　千鶴　 たかしの　ちづる 2025 高：異体字
鷹取　七緒 たかとり　なお 1730
高橋　マサ子 たかはし　　まさこ 3757 高：異体字  橋：異体字
高橋　貴枝 たかはし　たかえ 113
高橋　なつ子 たかはし　なつこ 1792 高：異体字
高橋　伸子 たかはし　のぶこ 1441 高：異体字
高橋　美佳 たかはし　みか 3873
高橋　行成 たかはし　ゆきなり 3175
田口　麗子 たぐち　れいこ 3758
竹内　幸子 たけうち　さちこ 2940
竹内　牧子 たけうち　まきこ 255
竹村　規子 たけむら　のりこ 1128
田代　夏江 たしろ　なつえ 799
田中　結夏 たなか　ゆか 3998

田辺　里子 たなべ　さとこ 1537
田邊　紀子 たなべ　のりこ 3098
津久井 美保子 つくい　みほこ 2182
対馬　大輔 つしま　だいすけ 1194
円谷　恵子 つぶらや　けいこ 30
円谷　真 つぶらや　まこと 510
露崎　美佐子 つゆざき　みさこ 2152 崎：異体字
手塚　ひとみ てづか　ひとみ 3400
寺崎　緑 てらさき　みどり 407
寺澤　裕子 てらさわ　ゆうこ 3027
寺田　恭子 てらだ　きょうこ 2866
戸上　幸子 とがみ　さちこ 806
戸塚　容子 とつか　ようこ 2939
富永　真紀子 とみなが　まきこ 3216
豊田　教子 とよだ　のりこ 1058
中川　醇誓 なかがわ　じゅんせい 608
中澤　千秋 なかざわ　ちあき 2978
仲島　友香里 なかじま　ゆかり 3385
中曽根　麻紀 なかそね　まき 1353
長沼　弘子 ながぬま　ひろこ 1899
中野　京子 なかの　きょうこ 2565
長松　郁弥 ながまつ　ふみひさ 3577
中山　明子 なかやま　あきこ 1434
中山　明美 なかやま　あけみ 2001
南雲　君子 なぐも　きみこ 3446
那須　里美 なす　さとみ 2606
成田　真由美 なりた　まゆみ 3540
難波　和輝 なんば　かずき 2825
西　嘉朗 にし　よしろう 284
西野　佳永 にしの　かえ 3475
西村　典子 にしむら　のりこ 1214
根本　ひかり ねもと　ひかり 1275
能鹿島　和美 のかじま　かずみ 1765
野澤　博子 のざわ　ひろこ 3288
野澤　真由美 のざわ　まゆみ 2744
野島　真由美 のじま　まゆみ 328
野元　尋美 のもと　ひろみ 3341
萩原　多和子 はぎわら　たわこ 3313 萩：異体字
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橋本　あすか はしもと　あすか 3377
長谷部　那津絵 はせべ　なつえ 3073
畑上　宏子 はたがみ　ひろこ 1223
初澤　径 はつざわ　けい 3714
花形　和子 はながた　かずこ 3717
早川　高央 はやかわ　たかお 3096
早川　智美 はやかわ　ともみ 3461
日置　司 ひおき　つかさ 406
平塚　信行 ひらつか　のぶゆき 96
藤戸　裕 ふじと　ゆたか 114
堀口　加代子 ほりぐち　かよこ 1528
堀口　順子 ほりぐち　じゅんこ 3922
本間　実穂 ほんま　みほ 3902
前岡　ゆみ子 まえおか　ゆみこ 2133
前田　福子 まえだ　ふくこ 3652
増田　真由美 ますだ　まゆみ 1904
松崎　ひとみ まつざき　ひとみ 3560 崎：異体字
松崎　道子 まつざき　みちこ 3130
松澤　素子 まつざわ　もとこ 2363
松本　貴子 まつもと　たかこ 2856
的場　洋子 まとば　ようこ 4040
丸山　美由樹 まるやま　みゆき 3896
水田　幸世 みずた　ゆきよ 2620
南　有希子 みなみ　ゆきこ 2535
宮　英理子 みや　えりこ 3141
三好　祐子 みよし　ゆうこ 2995
迎　克子 むかえ　たえこ 1190
村石　朋美 むらいし　ともみ 1569
村田　朋栄 むらた　ともえ 3035
村田　友里子 むらた　ゆりこ 1735
守田　道子 もりた　みちこ 1076
森本　行雄 もりもと　ゆきお 142
安河内　啓輔 やすこうち　けいすけ 3106
矢内　恵愛 やない　めぐみ 1393
柳田　美佐 やなぎだ　みさ 454
山崎　恵美子 やまざき　えみこ 495
山崎　有里子 やまざき　ゆりこ 3933 崎：異体字
山下　寛子 やました　ひろこ 2802
山下　由似 やました　ゆに 3970

山田　美由紀 やまだ　みゆき 1184
山田　怜奈 やまだ　れいな 3962
湯浅　千恵 ゆあさ　ちえ 1162
吉川　惠子 よしかわ　けいこ 1307
吉田　有子 よしだ　ゆうこ 140
吉野　豪 よしの　つよし 3084
和田　佳代子 わだ　かよこ 874
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