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氏名 よみ 登録番号 備考
相場　珠美 あいば　たまみ 714
上利　理紗 あがり　りさ 3937
阿部　恵子 あべ　けいこ 3321
阿部　純子 あべ　じゅんこ 582
安藤　幸子 あんどう　さちこ 2339
安藤　博子 あんどう　ひろこ 1731
飯塚　佳代 いいづか　かよ 2199
石山　明子 いしやま　あきこ 1309
伊藤　奈央 いとう　なお 4038

今松　栄子 いままつ　えいこ 2105 今：異体字
岩下　美智江 いわした　みちえ 396
内野　千鶴 うちの　ちづる 3886
蛯沢　和子 えびさわ　かずこ 216
遠藤　友侑子 えんどう　ゆうこ 2782
大内田　美穂子 おおうちだ　みほこ 2627
大里　利予 おおさと　りよ 974
小川　智子 おがわ　ともこ 2930
奥村　由貴子 おくむら　ゆきこ 2877
奥山　陵子 おくやま　りょうこ 2742
小高　洋子 おだか　ようこ 2878 高：異体字
小野崎　比奈子 おのざき　ひなこ 1975
小原　郁子 おはら　いくこ 3893
加賀見　チヒロ かがみ　ちひろ 1558
梶田　朝子 かじた　あさこ 1428
梶原　香織 かじわら　かおり 3253
金井　麻衣子 かない　まいこ 1879
上山　園美 かみやま　そのみ 565
河合　惠津子 かわい　えつこ 2921
川田　扶美子 かわた　ふみこ 1564
雁丸　新一 がんまる　しんいち 3372
菊池　あけみ きくち　あけみ 3178
菊地　恵美子 きくち　えみこ 262
久川　浩太郎 くがわ　こうたろう 2062
久川　洋子 くがわ　ようこ 2061
工藤　淑子 くどう　としこ 519
国井　由起 くにい　ゆき 1918
栗山　喜代子 くりやま　きよこ 3310
黒滝　しのぶ くろたき　しのぶ 1077
小泉　聡子 こいずみ　さとこ 1487
小林　浩 こばやし　ひろし 2732
小林　真里絵 こばやし　まりえ 2304
佐久間　由紀子 さくま　ゆきこ 2919
佐藤　可奈子 さとう　かなこ 3122
佐藤　晴香 さとう　はるか 3954
佐藤　美代子 さとう　みよこ 1476
澤　広美 さわ　ひろみ 3411
澤本　啓子 さわもと　けいこ 4046

島本　喜美子 しまもと　きみこ 1966
新村　貴子 しんむら　たかこ 3017
鈴木　幸子 すずき　さちこ 149
鈴木　直子 すずき　なおこ 272
鈴木　洋子 すずき　ようこ 1680
須田　貞子 すだ　さだこ 1293
関　裕恵 せき　ひろえ 3530
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田家　慎平 たいえ　しんぺい 3117
高橋　奈奈 たかはし　なな 3749 高：異体字
高橋　路子 たかはし　みちこ 2510 高：異体字
高橋　美代子 たかはし　みよこ 1444
武田　千鶴子 たけだ　ちづこ 3145
谷本　美帆 たにもと　みほ 3996
田山　明美 たやま　あけみ 2731
千葉　栄美子 ちば　えみこ 409
辻　秀子 つじ　ひでこ 2993 辻：異体字
寺本　浩子 てらもと　ひろこ 547
照井　恵子 てるい　けいこ 3514
内藤　尚美 ないとう　なおみ 293
中島　亜紀子 なかじま　あきこ 1196
長嶋　由香里 ながしま　ゆかり 3018
永野　ひろこ ながの　ひろこ 2671
中村　由佳利 なかむら　ゆかり 3445
成田　一代 なりた　かずよ 739
西川　顕子 にしかわ　あきこ 1265
西川　朋子 にしかわ　ともこ 1824
西田　久美 にしだ　ひさみ 3099
新田　彩子 にった　あやこ 3324
橳島　美穂 ぬでしま　みほ 1603 （橳：JIS第3水準）
根本　和江 ねもと　かずえ 760
服部　裕紀子 はつとり　ゆきこ 2372
春山　直美 はるやま　なおみ 3496
日高　純子 ひだか　じゅんこ 2610 高：異体字
平川　富貴子 ひらかわ　ふきこ 3333
福田　純子 ふくだ　じゅんこ 517
福田　とし子 ふくだ　としこ 3307
藤井　久美子 ふじい　くみこ 2625
藤岡　徳子 ふじおか　のりこ 2830
藤岡　ゆかり ふじおか　ゆかり 1308
藤原　香代子 ふじわら　かよこ 3643
枌　純子 へぎ　じゅんこ 1473
本多　君代 ほんだ　きみよ 1979
松岡　めぐみ まつおか　めぐみ 2429
間宮　弥生 まみや　やよい 2391
三浦　しのぶ みうら　しのぶ 3693
三橋　康子 みつはし　やすこ 1548
宮崎　明子 みやざき　あきこ 2338 崎：異体字
宮澤　弘恵 みやざわ　ひろえ 3030
武藤　鉄生 むとう　てつお 524
村田　芳子 むらた　よしこ 1288
目黒　聖果 めぐろ　せいか 3955
森　眞由美 もり　まゆみ 1378
森　みどり もり　みどり 3286
森田　登美子 もりた　とみこ 1250
森宗　美里 もりむね　みさと 1545
矢澤　みゆき やざわ　みゆき 3245
屋代　利津子 やしろ　りつこ 250
山岡　道子 やまおか　みちこ 1
山口　千春 やまぐち　ちはる 14
山根　公子 やまね　きみこ 1865
山本　めぐみ やまもと　めぐみ 2896
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横山　典子 よこやま　のりこ 2115
吉成　由江 よしなり　よしえ 1611
依田　佐知子 よだ　さちこ 3058
米田　市子 よねだ　いちこ 1969
鷲野　優子 わしの　ゆうこ 1811
渡邉　正夫 わたなべ　まさお 87 邉:異体字
渡邉　りか　　 わたなべ　りか 856

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター


