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氏名 よみ 登録番号 備考
相川　浩一 あいかわ　こういち 408
相澤　明子 あいざわ　あきこ 606
相澤　千惠子 あいざわ　ちえこ 716
會田　佳代子 あいだ　かよこ 3238
会田　ゆき江 あいだ　ゆきえ 1442 会：異体字
間野　弘子 あいの　ひろこ 630
青木　いづみ あおき　いづみ 2557
青木　寿文 あおき　ひさふみ 2295
秋成　則子 あきなり　のりこ 3894
秋山　泉 あきやま　いずみ 2629
秋山　加代子 あきやま　かよこ 3748
浅野　規子 あさの　のりこ 2649
東　八重 あずま　やえ 2516
畔上　美保子 あぜがみ　みほこ 3906
麻生　かおり あそう　かおり 1677
安雙　八重子 あそう　やえこ 540
足立　正子 あだち　まさこ 614
安孫子　律子 あびこ　りつこ 2331
阿部　節子 あべ　せつこ 535
阿部　啓予 あべ　ひろよ 986
阿部　めぐみ あべ　めぐみ 1246
阿部　有美 あべ　ゆみ 1446
安保　善寛 あぼ　よしひろ 428
天野　京子 あまの　きょうこ 2609
雨宮　美幸 あめみや　みゆき 2717
綾部　悦子 あやべ　えつこ 578
荒　喜美枝 あら　きみえ 1252
新井　加奈子 あらい　かなこ 3370
荒井　多喜子 あらい　たきこ 2471
新井　千恵子 あらい　ちえこ 2063
荒居　信子 あらい　のぶこ 3621
荒井　美香 あらい　みか 1777
荒木　泉 あらき　いずみ 1120
有薗　暢子 ありぞの　ながこ 1179
安保　ふみ江 あんぽ　ふみえ 2316
安保　理一 あんぽ　りいち 1285
飯島　京子 いいじま　きょうこ 3498
飯島　春美 いいじま　はるみ 3892
飯泉　菜穂子 いいずみ　なおこ 183
飯田　香代子 いいだ　かよこ 627
飯田　昌子 いいだ　まさこ 1666
飯塚　喜美子 いいづか　きみこ 3657
飯塚　美代子 いいづか　みよこ 1797
飯出　貴子 いいで　たかこ 3192
飯沼　みさき いいぬま　みさき 1144
五十嵐　郁子 いがらし　いくこ 305
五十嵐　博子 いがらし　ひろこ 1134
五十嵐　明子 いがらし　めいこ 1121
井口　邦子 いぐち　くにこ 29
生田　博美 いくた　ひろみ 4006

池田　伊佐 いけだ　いさ 1241
池田　加容子 いけだ　かよこ 2636
池田　京子 いけだ　きょうこ 939
池田　幸江 いけだ　さちえ 2826
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池田　早世利 いけだ　さより 3298
池田　順子 いけだ　じゅんこ 696
池田　奈月子 いけだ　なつこ 3730
池田　昌功 いけだ　まさのり 1717
池田　瑞穂 いけだ　みずほ 3701
池田　康子 いけだ　やすこ 2693
池田　芳美 いけだ　よしみ 601
伊佐　登子 いさ　のりこ 574
井崎　敬子 いざき　けいこ 695 崎：異体字
井崎　理恵 いざき　りえ 84
石井　育子 いしい　いくこ 617
石井　理絵 いしい　りえ 2200
石川　ありす いしかわ　ありす 1540
石川　佳子 いしかわ　けいこ 2420
石川　阿 いしかわ　ほとり 3690
石川　真理子 いしかわ　まりこ 2028
石川　芳郎 いしかわ　よしろう 161
石川　リカ いしかわ　りか 1704
石黒　理恵 いしぐろ　まさえ 2425
石曽根　純子 いしぞね　じゅんこ 236
石田　幸子 いしだ　さちこ 2432
石田　ちえ子 いしだ　ちえこ 3057
石濱　英美 いしはま　ひでみ 2541
石原　茂樹 いしはら　しげき 185
石原　弘恵 いしはら　ひろえ 1167
伊豆　励子 いず　れいこ 3942
伊勢　正子 いせ　まさこ 297
磯野　いづみ いその　いづみ 2284
伊丹　信子 いたみ　のぶこ 1702
板宮　由美子 いたみや　ゆみこ 157
市川　節子 いちかわ　せつこ 2819
市来　由子 いちき　ゆうこ 3430
市田　泰弘 いちだ　やすひろ 164
井戸　早苗 いど　さなえ 2734
伊東　明日香 いとう　あすか 4064

伊東　悦子　 いとう　えつこ 935
伊藤　節子 いとう　せつこ 3246
伊藤　妙子 いとう　たえこ 929
伊藤　はるみ いとう　はるみ 1009
伊藤　麻由美 いとう　まゆみ 3672
伊藤　泰子 いとう　やすこ 737
伊藤　葉子 いとう　ようこ 1027
伊藤　梨佳 いとう　りか 3638
稲垣　園子 いながき　そのこ 2030
稲垣　みゆき いながき　みゆき 3403
稲葉　淑恵 いなば　よしえ 710
井上　歩 いのうえ　あゆみ 3737
井上　益巳 いのうえ　ますみ 3639
井上　路代 いのうえ　みちよ 433
今関　光子 いまぜき　みつこ 944
今吉　羊香 いまよし　よしか 4090
居山　知絵 いやま　ちえ 3093
入野　雅子 いりの　まさこ 3572
岩井　栄 いわい　さかえ 1960
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岩崎　明美 いわさき　あけみ 1682 崎：異体字
岩瀬　昌世 いわせ　まさよ 1381
岩田　真有美 いわた　まゆみ 3981

岩田　美佐子 いわた　みさこ 1493
岩部　眞弓 いわぶ　まゆみ 2042
岩松　永梨 いわまつ　えり 1749
岩本　華子 いわもと　はなこ 3138
上田　啓子 うえだ　けいこ 1786
上野　千紗 うえの　ちさ 2720
牛島　悦子 うしじま　えつこ 2343
宇田川　晶代 うだがわ　あきよ 160
宇田川　恵子 うだがわ　けいこ 1604
宇田川　由美子 うだがわ　ゆみこ 857
内田　美春 うちだ　みはる 2490
内野　直美 うちの　なおみ 2430
内堀　幸 うちぼり　みゆき 3086
内山　和子 うちやま　かずこ 1828
内山　伸子 うちやま　のぶこ 2533
卯月　啓子 うづき　けいこ 2382
馬橋　左月 うまはし　さつき 1622
海野　愼一 うみの　しんいち 273
梅澤　月江 うめざわ　つきえ 913
梅澤　晃代 うめざわ　てるよ 2895
梅澤　玲子 うめざわ　れいこ 1133
梅田　さやか うめだ　さやか 2709
浦田　寛子 うらた　ひろこ 3655
浦田　正代 うらた　まさよ 2721
浦田　美知 うらた　みち 4058

上部　典子 うわべ　のりこ 2211
永源　晴美 えいげん　はるみ 1562
江草　尚美 えぐさ　なおみ 3548
江野畑　あや子 えのはた　あやこ 2426
江原　こう平 えはら　こうへい 1176
遠藤　栄太 えんどう　えいた 1277 藤：異体字
遠藤　克美 えんどう　かつみ 3555
遠藤　桂子 えんどう　けいこ 1187
遠藤　寿子 えんどう　ひさこ 928
及川　清隆 おいかわ　きよたか 1224
及川　光子 おいかわ　みつこ 148
大石　智子 おおいし　ともこ 3502
大内　智子 おおうち　ともこ 3271
大久保　直子 おおくぼ　なおこ 4003

大倉　彩生 おおくら　さき 2023
大酒井　雄二 おおさかい　ゆうじ 105
大崎　礎子 おおさき　もとこ 3267 崎：異体字
大迫　恭子 おおさこ　やすこ 4048
大島　真奈 おおしま　まな 3294
大城　春水 おおしろ　はるみ 3516
太田　佳代子 おおた　かよこ 1418
太田　夏代 おおた　なつよ 2567
大滝　尚子 おおたき　なおこ 708
大竹　泰江 おおたけ　やすえ 118
大塚　恵美子 おおつか　えみこ 2107
大塚　和子 おおつか　かずこ 2600
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大塚　浩子 おおつか　ひろこ 3404 塚：異体字
大塚　真由美 おおつか　まゆみ 3872
大西　智子 おおにし　ともこ 3285
大野　愛子 おおの　あいこ 680
大野　佳志子 おおの　かしこ 706
大野　典子 おおの　のりこ 3092
大庭　由江 おおば　よしえ 985
大橋　早苗 おおはし　さなえ 3392
大橋　文江 おおはし　ふみえ 1311
大橋　美佐子 おおはし　みさこ 1164
大林　秀一 おおばやし　ひでかず 604
大堀　由紀子 おおほり　ゆきこ 278
大牟禮　優子 おおむれ　ゆうこ 651
大矢　晴子 おおや　はるこ 1161
大八木　玲子 おおやぎ　れいこ 2979
岡　典栄 おか　のりえ 2302
岡田　明美 おかだ　あけみ 2933
岡田　美和子 おかだ　みわこ 3160
岡田　陽子 おかだ　ようこ 2769
緒方　好子 おがた　よしこ 550
岡村　博行 おかむら　ひろゆき 1047
岡村　昌美 おかむら　まさみ 1115
岡本　美津子 おかもと　みつこ 690
岡安　澄子 おかやす　すみこ 1057
小川　友子 おがわ　　ともこ 3743
小川　加代子 おがわ　かよこ 8
小川　奈緒子 おがわ　なおこ 3653
小川　治美 おがわ　はるみ 2150
小川　みち子 おがわ　みちこ 2311
小川　美都子 おがわ　みつこ 1479
小川　由実子 おがわ　ゆみこ 3624
小川[野本]　美香 おがわ[のもと]　みか 243 ※旧姓併記
奥薗　律子 おくぞの　りつこ 1045
奥田　啓子 おくだ　けいこ 821
奥田　静子 おくだ　しずこ 121
奥寺　茉美 おくでら　まみ 2944
奥名　由以子 おくな　ゆいこ 2601
奥村　渓子 おくむら　けいこ 2326
奥山　栄美 おくやま　えみ 3125
尾崎　悦代 おざき　えつよ 3993 崎：異体字

長田　清美 おさだ　きよみ 1826
小田切　律子 おだぎり　りつこ 2238
落合　和代 おちあい　かずよ 2536
乙川　智子 おとがわ　ともこ 171
小野　恭子 おの　きょうこ 3468
小野　志都乃 おの　しづの 4102
小野　千恵 おの　ちえ 917
小野　智恵子 おの　ちえこ 1790
小野　美智子 おの　みちこ 2082
小野　みどり おの　みどり 1178
小野塚　京子 おのづか　きょうこ 1046
小野寺　晶子 おのでら　あきこ 3004
尾松　武子 おまつ　たけこ 2975
小山田　敦子 おやまだ　あつこ 3645
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貝島　結香 かいしま　ゆか 4081
海津　多栄子 かいづ　たえこ 3503
柿本　恵美子 かきもと　えみこ 2499
賀来　真知子 かく　まちこ 424
角田　麻里 かくた　まり 2864
河西　朋美 かさい　ともみ 1775
笠原　桂子 かさはら　けいこ 1447
加地　朗子 かじ　あきこ 3469
片岡　純子 かたおか　じゅんこ 232
片岡　由紀子 かたおか　ゆきこ 2827
片岡　里紗 かたおか　りさ 4112
片桐　広栄 かたぎり　ひろえ 2387
勝野　美佳子 かつの　みかこ 2910
勝又　朝子 かつまた　ともこ 3660
桂　誠九 かつら　そんぐ 3938
加藤　献也 かとう　けんや 3494
加藤　はるか かとう　はるか 2582
加藤　美恵 かとう　みえ 251
加藤　美穂 かとう　みほ 3986
加藤　芽久美 かとう　めぐみ 1142
加藤　裕子 かとう　ゆうこ 3034
加藤　陽子 かとう　ようこ 1793
加藤　陽子 かとう　ようこ 3062
角口　年子 かどぐち　としこ 1029
門田　智恵 かどた　ともえ 3974
金井　冨美子 かない　ふみこ 241
金丸　一郎 かなまる　いちろう 2900
金子　恵理 かねこ　えり 198
金子　喜代子 かねこ　きよこ 1962
金子　由賀里 かねこ　ゆかり 781
金丸　佳子 かねまる　けいこ 1365
鏑木　勉 かぶらき　つとむ 2920
神藏　久枝 かみくら　ひさえ 1336
上島　明子 かみしま　あきこ 3781
上吹越　悦子 かみひごし　えつこ 1712
上村　裕子 かみむら　ひろこ 484
川口　直美 かわぐち　なおみ 4109
川口　初代 かわぐち　はつよ 3920
川越　裕子 かわごえ　ひろこ 868
川島　明希子 かわしま　あきこ 4015

川島　好子 かわしま　よしこ 162
川瀬　世理子 かわせ　よりこ 2229 瀬：異体字
川田　保代 かわだ　やすよ 2917
川内　けい子 かわち　けいこ 907
川野　一広 かわの　かずひろ 1119
河野　真衣 かわの　まい 3070
河野　悠子 かわの　ゆうこ 596
川本　裕子 かわもと　ひろこ 1035
神尾　優子 かんお　ゆうこ 3168
神崎　昌子 かんざき　まさこ 3891
菅野　智美 かんの　ともみ 1439
神庭　真理子 かんば　まりこ 2956
神林　陽子 かんばやし　ようこ 3240
木賀　真理子 きが　まりこ 2682
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菊地　真紀子 きくち　まきこ 2637
岸　嘉子 きし　よしこ 2328
岸田　靖子 きしだ　やすこ 3201
木島　育代 きじま　やすよ 1143
杵島　由美子 きしま　ゆみこ 239
木津　紗由香 きず　さゆか 3710
木多　浩子 きだ　ひろこ 390
北岡　真美 きたおか　まみ 1330
北川　光子 きたがわ　みつこ 1463
北川　理佳 きたがわ　りか 1587
北澤　典子 きたざわ　のりこ 2867
北島　恵子 きたじま　けいこ 4029
北嶋　修美 きたじま　なおみ 2106
北田　美千代 きただ　みちよ 2123
北野　あづさ きたの　あずさ 621
北林　かや きたばやし　かや 2318
北村　絹枝 きたむら　きぬえ 1880
城殿　祐子 きどの　ゆうこ 2618
衣川　優里 きぬがわ　ゆり 3525
木下　昭子 きのした　あきこ 474
金　仁寿 きむ　いんす 3935
木村　久美子 きむら　くみこ 988
木村　則子 きむら　のりこ 4005
木村　美恵子 きむら　みえこ 4023

木目田　和子 きめた　かずこ 1355
木山　直子 きやま　なおこ 2431
京極　敏子 きょうごく　としこ 2345
清洲　治子 きよす　はるこ 2955
日下　恵 くさか　めぐみ 1754
草野　真範 くさの　まさのり 2515
楠見　香代子 くすみ　かよこ 1131
口田　美代子 くちだ　みよこ 2728
工藤　紀久江 くどう　きくえ 271
椚　桂子 くぬぎ　けいこ 3481
久保　麻子 くぼ　あさこ 3553
久保　典子 くぼ　のりこ 1427
熊谷　千恵 くまがい　ちえ 4031

熊谷　宏子 くまがい　ひろこ 360
熊木　洋子 くまき　ようこ 2695
倉坪　由紀恵 くらつぼ　ゆきえ 1436
倉持　美和 くらもち　みわ 1460
倉持　祐子 くらもち　ゆうこ 3269
倉谷　慶子 くらや　けいこ 1570
栗田　忍 くりた　しのぶ 3973
栗原　巴 くりはら　ともえ 2017
栗原　博史 くりはら　ひろし 3071
栗原　桃子 くりはら　ももこ 2580
黒澤　るみ子 くろさわ　るみこ 3438
黒須　奈穂湖 くろす　なほこ 4028
黒住　知代 くろずみ　ともよ 3979

黒田　明子 くろだ　あきこ 2737
黒本　絵里子 くろもと　えりこ 2839
桑原　麻子 くわばら　あさこ 3854 桑：異体字
剱持　敦子 けんもち　あつこ 3632
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小出　昭子 こいで　あきこ 721
肥沼　珠江 こいぬま　たまえ 3907
幸田　直太郎 こうだ　なおたろう 127
合田　陽子 ごうだ　ようこ 3588
河野　光子 こうの　みつこ 1507
小久保　壮太郎 こくぼ　そうたろう 3287
小久保　美紀 こくぼ　みき 3382
小暮　清美 こぐれ　きよみ 848
小坂　美子 こさか　よしこ 1862
越川　かおる こしかわ　かおる 1664
越野　幸也 こしの　ゆきや 2340
小島　與枝子 こじま　よしこ 724
巨瀬　緑 こせ　みどり 1941
小平　純子 こだいら　じゅんこ 1342
後藤　圭子 ごとう　けいこ 1048
後藤　典子 ごとう　のりこ 3213
小徳　良枝 ことく　よしえ 3975 徳：異体字

小林　君恵 こばやし　きみえ 356
小林　惠子 こばやし　けいこ 1721
小林　圭子 こばやし　けいこ 1804
小林　倫子 こばやし　のりこ 3641
小林　初美 こばやし　はつみ 34
小林　晴美 こばやし　はるみ 2079
小林　昌之 こばやし　まさゆき 219
小林　真由美 こばやし　まゆみ 505
小林　美代子 こばやし　みよこ 3283
小林　由美子 こばやし　ゆみこ 2365
小林　佳江 こばやし　よしえ 537
小松　加代 こまつ　かよ 3904
小松　孝兆 こまつ　たかよし 2836
小松　智美 こまつ　ともみ 2640
小森　球美子 こもり　くみこ　 458
呉屋　文絵 ごや　ふみえ 3925
小谷田　路代 こやた　みちよ 3300
小谷地　伸子 こやち　のぶこ 880
小屋松　一子 こやまつ　いつこ 129
木幡　とし子 こわた　としこ 814
近藤　由貴子 こんどう　ゆきこ 3091
今野　明子 こんの　あきこ 2928
紺野　礎乃子 こんの　そのこ 2081
齊谷　美奈子 さいたに　みなこ 2670
斉藤　悦子 さいとう　えつこ 852
齋藤　喜久代 さいとう　きくよ 3217
齋藤　貴美子 さいとう　きみこ 3457
齋藤　恭子 さいとう　きょうこ 805
斉藤　啓子 さいとう　けいこ 489
齋藤　賢司 さいとう　けんじ 1774
斉藤　純 さいとう　じゅん 3529
齋藤　奈臣 さいとう　なおみ 3315
齋藤　洋子 さいとう　ひろこ 2797
齋藤　文代 さいとう　ふみよ 1018
齋藤　真佐美 さいとう　まさみ 158
齋藤　美知子 さいとう　みちこ 469
佐伯　富美子 さえき　ふみこ 2909
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酒井　節子 さかい　せつこ 684
酒井　祐紀 さかい　ゆき 1320
榊原　悦子 さかきばら　えつこ 1632
坂下　明美 さかした　あけみ 3363
坂西　和美 さかにし　かずみ 3747
坂本　七重 さかもと　ななえ 4108
佐久山　佐智江 さくやま　さちえ 3706
佐々木　麻子 ささき　あさこ 2862
佐々木　真美 ささき　まさみ 3184
佐々木　百合子 ささき　ゆりこ 1517
笹原　享子 ささはら　きょうこ 3191
笹谷　真美 ささや　まみ 1565
佐藤　明 さとう　あきら 1725
佐藤　一美 さとう　かずみ 2771
佐藤　久美子 さとう　くみこ 632
佐藤　達哉 さとう　たつや 1690
佐藤　久子 さとう　ひさこ 38
佐藤　美智子 さとう　みちこ 548
佐藤　弥恵子 さとう　やえこ 2543
佐藤　有紀 さとう　ゆき 1109
佐野　美紀 さの　みき 3932
澤永　幸世 さわえ　さちよ 3969
椹木　由美子 さわらぎ　ゆみこ 2561
三宮　典子 さんぐ　のりこ 2838
椎名　輝子 しいな　てるこ 1577
塩山　幸子 しおやま　ゆきこ 828
篠　和子 しの　かずこ 3119
篠塚　正行 しのづか　まさゆき 292
篠原　真紀子 しのはら　まきこ 3000
篠原　隆子 しのはら　りゅうこ 3379
柴草　悦子 しばくさ　えつこ 193
柴崎　恵理子 しばさき　えりこ 1576 崎：異体字
柴田　志保 しばた　しほ 2801
芝村　史 しばむら　ふみ 2969
柴山　めぐみ しばやま　めぐみ 392
嶋田　加代子 しまだ　かよこ 549
嶋野　ふじ江 しまの　ふじえ 3987

清水　愛 しみず　あい 3107
清水　惠美 しみず　えみ 3297
清水　美砂子 しみず　みさこ 1874
清水　里奈 しみず　りな 1432
志村　治能 しむら　はるの 1967
志村　麻里子 しむら　まりこ 3440
下郡山　洋子 しもこおりやま　ようこ 384
下島　秀子 しもじま　ひでこ 3194
下田　照美 しもだ　てるみ 2327
性全　幸 しょうぜん　さち 1326
白井　こう しらい　こう 2694
白木　圭子 しらき　けいこ 357
白須　和子 しらす　かずこ 402
白戸　純子 しらと　じゅんこ 2151
真藤　千枝 しんどう　ちえ 108
進藤　洋子 しんどう　ようこ 4088
菅原　裕 すがはら　ひろし 2886

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター



手話通訳士名簿
【東京都】

9/17

氏名 よみ 登録番号 備考
菅谷　美津紀 すがや　みづき 2810
菅原　早苗 すがわら　さなえ 1038
杉石　めぐみ すぎいし　めぐみ 994
杉田　由規子 すぎた　ゆきこ 3083
杉本　暁史 すぎもと　あきふみ 2021
杉本　あゆみ すぎもと　あゆみ 3921
杉本　和子 すぎもと　かずこ 3015
須崎　利花 すざき　りか 1041 崎：異体字
圖師　利香 ずし　りか 1567
鈴木　明美 すずき　あけみ 2818
鈴木　えり子 すずき　えりこ 946
鈴木　幸代 すずき　さちよ 3963
鈴木　壽美子 すずき　すみこ 1016
鈴木　隆子 すずき　たかこ 1561
鈴木　知恵子 すずき　ちえこ 3790
鈴木　なぎ すずき　なぎ 689
鈴木　裕子 すずき　ひろこ 1483
鈴木　真代 すずき　まよ 3971
鈴木　美和 すずき　みか 3782
鈴木　みさ子 すずき　みさこ 254
鈴木　みどり すずき　みどり 3
鈴木　由佳 すずき　ゆか 1549
砂塚　由美子 すなづか　ゆみこ 2040
角江　さくら すみえ　さくら 1533
瀬井　祥子 せい　しょうこ 2335
清田　千智 せいた　ちさと 3729
関　剛志 せき　たけし 2259
関　尚子 せき　なおこ 1505
関口　浩子 せきぐち　ひろこ 9
関口　由紀子 せきぐち　ゆきこ 397
瀬戸　博美 せと　ひろみ 2344
瀬戸口　裕子 せとぐち　ゆうこ 1788
芹澤　尚子 せりざわ　なおこ 1389
芹沢　ヒロ子 せりざわ　ひろこ 374
園部　志津江 そのべ　しづえ 1078
田家　佳子 たいえ　よしこ 2568
平良　裕希 たいら　ゆき 3755
高井　恵美 たかい　えみ 2376 高：異体字
高井　洋 たかい　ひろし 1086
高内　利枝 たかうち　りえ 3101 高：異体字
高木　三和子 たかぎ　みわこ 3500 高：異体字
高木　陽子 たかぎ　ようこ 2243 高：異体字
高島　由美子 たかしま　ゆみこ 3013
高須　一美 たかす　かずみ 64
高田　直樹 たかだ　なおき 2083
髙野　憶良 たかの　おくら 1232 高:異体字
高橋　かおる たかはし　かおる 2031 高：異体字
高橋　清明 たかはし　きよあき 1867 高：異体字
高橋　清子 たかはし　きよこ 3441
高橋　喜代美 たかはし　きよみ 3249 高：異体字
高橋　久仁子 たかはし　くにこ 2517
高橋　けい子 たかはし　けいこ 557 高:異体字
高橋　小菊 たかはし　こぎく 1036 高：異体字
高橋　尚美 たかはし　なおみ 1217 高:異体字
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高橋　真軌 たかはし　まき 1148
高柳　美保 たかやなぎ　みほ 3396 高：異体字
髙山　智恵子 たかやま　ちえこ 960 高：異体字
高山　睦子 たかやま　むつこ 2185 高：異体字
瀧尾　真実 たきお　まみ 3865
瀧尾　陽太 たきお　ようた 3796
滝口　美濃 たきぐち　みの 2307
滝沢　勝子 たきざわ　かつこ 3085
田口　潤子 たぐち　じゅんこ 1254
武井　誠 たけい　まこと 1871
竹内　七恵 たけうち　ななえ 2593
武田　まゆみ たけだ　まゆみ 2857
武田　みつ子 たけだ　みつこ 192
武田　美幸 たけだ　みゆき 3005
竹中　和枝 たけなか　かずえ 1227
竹林　伸子 たけばやし　のぶこ 2874
田澤　美佐惠 たざわ　みさえ 2898
田島　外志美 たじま　としみ 2648
田代　悦子 たしろ　えつこ 594
橘　紀子 たちばな　のりこ 3568
立野　佳弥子 たつの　かやこ 860
龍原　尚美 たつはら　なおみ 3767
立石　聡子 たていし　さとこ 2883
田中　文 たなか　あや 1981
田中　紀美子 たなか　きみこ 20
田中　恭子 たなか　きょうこ 904
田中　惠子 たなか　けいこ 1644
田中　精一 たなか　せいいち 159
田中　智里 たなか　ちさと 1366
田中　のり子 たなか　のりこ 10
田中　紀子 たなか　のりこ 282
田中　麻衣 たなか　まい 3997
田中　雅子 たなか　まさこ 1995
田中　美都里 たなか　みどり 421
田中　美穂 たなか　みほ 3551
田中　佑季 たなか　ゆき 3103
田中　由紀子 たなか　ゆきこ 1066
谷　千春 たに　ちはる 88
谷　麻理 たに　まり 3118
谷田　道子 たにだ　みちこ 35
谷村　隆人 たにむら　りゅうと 1506
谷村　涼子 たにむら　りようこ 3761
谷本　明代 たにもと　あきよ 3759
田野　美佳 たの　みか 3442
田村　和子 たむら　かずこ 1767
田村　博子 たむら　ひろこ 4096
丹治　喜世 たんじ　きよ 2169
千葉　滝子 ちば　たきこ 3371
千葉　美穂 ちば　みほ 1122
塚本　茂子 つかもと　しげこ 2785
塚本　千賀子 つかもと　ちかこ 2747
築山　恭子 つきやま　きょうこ 3546
津田　智子 つだ　ともこ 1750
都筑　智代 つづき　ともよ 1386
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葛籠　和子 つづら　かずこ 1126
坪井　喜代子 つぼい　きよこ 238
積田　友美 つみた　ともみ 2258
津山　美奈子 つやま　みなこ 903
鶴岡　伸幸 つるおか　のぶゆき 990
鶴田　広幸 つるた　ひろゆき 1431
手塚　久美恵 てづか　くみえ 2615
寺澤　かよ子 てらさわ　かよこ 567
寺澤　節子 てらざわ　せつこ 227
寺嶋　久美子 てらしま　くみこ 3196
頭金　多絵 とうきん　たえ 3156
遠上　登女代 とおがみ　とめよ 1118
遠山　詳子 とおやま　しょうこ 734
徳永　逸子 とくなが　いつこ 827
土橋　照美 どばし　てるみ 373
戸簾　浩一 とみす　こういち 3965
外山　妙子 とやま　たえこ 3431
豊田　直子 とよだ　なおこ 908
鳥居　貴子 とりい　たかこ 3877
鳥山　政子 とりやま　まさこ 560
直岡　匡子 なおおか　きょうこ 3995
名嘉　みど里 なか　みどり 2770
永井　邦子 ながい　くにこ 1983
永井　珠央 ながい　たまお 3390
永井　まち子 ながい　まちこ 539
中尾　麻理子 なかお　まりこ 2027
中里　朋代 なかさと　ともよ 3306
長里　尚子 ながさと　なおこ 1272
長澤　さつき ながさわ　さつき 1827
中島　和 なかじま　かず 1294
中嶋　香世 なかじま　かよ 237
中嶋　佳代 なかじま　かよ 2032
中島　喜久代 なかしま　きくよ 1727
中島　純子 なかじま　じゅんこ 1568
中島　輝美 なかじま　てるみ 3082
長嶋　玲子 ながしま　れいこ 2184
中田　啓子　 なかた　けいこ　 826
中西　正浩 なかにし　まさひろ 1532
長沼　知子 ながぬま　さとこ 1169
中根　敬子 なかね　けいこ 2774
中野　佐世子 なかの　さよこ 189
仲野　裕子 なかの　ひろこ 1542
中野　令子 なかの　れいこ 534
中原　洋子 なかはら　ようこ 1160
中村　佳応子 なかむら　かおこ 2814
中村　薫 なかむら　かおる 2757
中村　健司 なかむら　けんじ 3164
中村　貴子 なかむら　たかこ 3959
中村　直子 なかむら　なおこ 687
中村　宏美 なかむら　ひろみ 2781
中村　まゆみ なかむら　まゆみ 3910
中村　みずほ なかむら　みずほ 1681
中村　美裕 なかむら　みゆう 4111
中村　美之 なかむら　みゆき 1823
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中村　美代子 なかむら　みよこ 733
中森　正子 なかもり　まさこ 3744
中山　清美 なかやま　きよみ 1014
中山　訓子 なかやま　のりこ 3432
中山　美奈子 なかやま　みなこ 2963
梨本　惠子 なしもと　けいこ 905
夏目　恭子 なつめ　きょうこ 1388
鍋島　裕子 なべしま　ゆうこ 3890
奈良　歩 なら　あゆみ 3228
成澤　由衣 なりさわ　ゆい 3547
南雲　悦子 なんくも　えつこ 3868
難波　理香 なんば　りか 3814
南里　清美 なんり　きよみ 3878
新垣　悦子 にいがき　えつこ 649
新倉　教子 にいくら　のりこ 1279
西岡　名子 にしおか　めいこ 3625
西川　牧子 にしかわ　まきこ 2795 西：異体字
西川　擁 にしかわ　まもる 3559
西澤　千津子 にしざわ　ちづこ 3968
西嶋　瑠子 にしじま　りゅうこ 4095
西田　晃子 にしだ　あきこ 4076
西野　恵美子 にしの　えみこ 310
西之園　智与子 にしのその　ちよこ 3542
西端　理恵 にしばた　りえ 2684
西村　健司 にしむら　けんじ 427
西村　恵 にしむら　めぐみ 4092
西本　卓弘 にしもと　たかひろ 2996
西本　容子 にしもと　ようこ 1621
西山　由美子 にしやま　ゆみこ 1724
二宮　幸子 にのみや　さちこ 188
二宮　洋子 にのみや　ようこ 1123
二村　玲子 にむら　れいこ 1746
丹羽　恵利子 にわ　えりこ 956
丹羽　かほる にわ　かほる 3704 羽：異体字
根岸　晴美 ねぎし　はるみ 3090
野秋　啓子 のあき　けいこ 512
野口　容美 のぐち　ひろみ 2762
野口　益江 のぐち　ますえ 1634
野口　真澄 のぐち　ますみ 3089
野崎　英伸 のざき　ひでのぶ 2419 崎：異体字
野田　雅子 のだ　まさこ 3433
野中　秀一 のなか　しゅういち 2078
野原　伊津子 のはら　いつこ 2865
信井　洋子 のぶい　ようこ 693
野村　雅子 のむら　まさこ 2077
野村　由美 のむら　ゆみ 3603
萩原　映子 はぎわら　えいこ 2379
橋本　一郎 はしもと　いちろう 686
走出　美由紀 はしりで　みゆき 1390
長谷川　清子 はせがわ　きよこ 3176
長谷川　友子 はせがわ　ともこ 1015
長谷川　美紀 はせがわ　みき 3539
波多　眞由美 はだ　まゆみ 1147
畠山　康子 はたけやま　やすこ 964
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旗谷　易博 はたや　やすひろ 2444
蓮子　都 はつし　みやこ 2840
花摘　純子 はなつみ　じゅんこ 1802
馬場　真美 ばば　まみ 3519
馬場　玲子 ばば　れいこ 1992
濱島　純子 はましま　じゅんこ 3434 濱：異体字
濱田　彰子 はまだ　あきこ 2822 濱：異体字
濱田　みさを はまだ　みさを 787
林　厚子 はやし　あつこ 861
林　紀子 はやし　のりこ 966
林　比砂江 はやし　ひさえ 4004
林田　洋子 はやしだ　ようこ 776
端山　幸子 はやま　さちこ 555
原　恵美 はら　えみ 853
原口　かをる はらぐち　かをる 3984
原田　惠子 はらだ　けいこ 258
原田　啓子 はらだ　けいこ 844
原田　洋行 はらだ　ひろゆき 1149
原野　哲子 はらの　てつこ 1145
東　邦子 ひがし  くにこ 2
樋口　文美 ひぐち　あやみ 3687
樋口　早苗 ひぐち　さなえ 2417
樋口　真弓 ひぐち　まゆみ 502
日名　由美 ひな　ゆみ 3633
日比野　まり子 ひびの　まりこ 1106
日向　恵 ひゅうが　めぐみ 2065
兵働　晶子 ひようどう　あきこ 2443
平坂　梢 ひらさか　こずえ 1409
平澤　紀行 ひらさわ　のりゆき 2497
平田　智子 ひらた　ともこ 822
平田　菜保香 ひらた　なほか 1647
平塚　由美子 ひらつか　ゆみこ 1575
平沼　直美 ひらぬま　なおみ 2531
平野　克 ひらの　かつ 3078
平野　浩二 ひらの　こうじ 891
平野　真由美 ひらの　まゆみ 1889
平松　節子 ひらまつ　せつこ 6
廣津　侑実子 ひろつ　ゆみこ 2901
深澤　有里 ふかざわ　ゆり 3972

福石　総子 ふくいし　さとこ 1763
福田　裕 ふくだ　ゆたか 110
福原　僚子 ふくはら　ともこ 2137
藤井　聖子 ふじい　しょうこ 2733
藤江　美穂 ふじえ　みほ 957
藤掛　沙織 ふじかけ　さおり 3345
藤沢　久美子 ふじさわ　くみこ 1759
藤澤　美砂子 ふじさわ　みさこ 644
藤田　敦子 ふじた　のぶこ 4001
藤田　亮子 ふじた　りょうこ 883
藤野　ゆき ふじの　ゆき 1117
藤村　真理子 ふじむら　まりこ 3301
藤村　由美江 ふじむら　ゆみえ 751
藤本　澄子 ふじもと　すみこ 3289
藤本　美樹 ふじもと　みき 2756
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藤本　百合子 ふじもと　ゆりこ 291
古井　紀子 ふるい　のりこ 1847
古庄　啓子 ふるしょう　けいこ 289
古田　里花 ふるた　りか 1965
古田　理美 ふるた　りみ 3154
古谷　優子 ふるや　ゆうこ 4082
邊見　有子 へんみ　ゆうこ 3428
北條　真由美 ほうじょう　まゆみ 3448
星　育子 ほし　いくこ 220
星　英子 ほし　ひでこ 2661
星　良子 ほし　りょうこ 786
星井　淳司 ほしい　じゅんじ 2506
保科　隼希 ほしな　としき 4066
星野　優子 ほしの　ゆうこ 334
細井　恵子 ほそい　けいこ 277
細木　真弓 ほそき　まゆみ 1705
細野　昌子 ほその　まさこ 2157
細淵　重信 ほそぶち　しげのぶ 196
穂谷　涼子 ほたに　りょうこ 1291
穂積　美沙子 ほづみ　みさこ 1209
堀　浩司 ほり　ひろし 1984
堀　雅恵 ほり　まさえ 1488
堀内　千恵子 ほりうち　ちえこ 3573
堀内　由紀子 ほりうち　ゆきこ 2026
本庄谷　拓 ほんじょうや　たく 3046
本田　和美 ほんだ　かずみ 3544
本田　優二 ほんだ　ゆうじ 3427
前川　佐由里 まえかわ　さゆり 2275
前田　愛 まえだ　あい 1798
前田　貴美 まえだ　たかみ 3414
前田　実枝子 まえだ　みえこ 1821
前田　美矢子 まえだ　みやこ 1560
前田　美和 まえだ　みわ 801
曲尾　明子 まがりお　あきこ 813
真下　京子 ましも　きょうこ 426
増岡　昌時 ますおか　まさとき 366
増子　仁美 ますこ　ひとみ 3276
増成　真理 ますなり　まり 3786
町田　久美 まちだ　くみ 1369
町田　尚美 まちだ　なおみ 3463
松井　知津枝 まつい　ちずえ 2341
松井　由衣 まつい　ゆい 2998
松岡　あゆみ まつおか　あゆみ 4086
松崎　律 まつざき　りつ 1866 崎：異体字
松田　俊介 まつだ　しゅんすけ 3989
松原　葉子 まつばら　ようこ 1694
松宮　成介 まつみや　せいすけ 1752
松村　郷子 まつむら　きょうこ 1822
松村　惠子 まつむら　けいこ 494
松本　制子 まつもと　せいこ 982
松本　誠 まつもと　まこと 655
松本　道子 まつもと　みちこ 940
松本　美代子 まつもと　みよこ 811
松本　明子 まつもと　めいこ 95

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター



手話通訳士名簿
【東京都】

15/17

氏名 よみ 登録番号 備考
松本　洋子 まつもと　ようこ 607
松山　樹里 まつやま　じゅり 1751
真船　千恵子 まふね　ちえこ 1619
丸山　いづみ まるやま　いづみ 870
丸山　京子 まるやま　きょうこ 2496
丸山　耕作 まるやま　こうさく 1599
丸山　小和子 まるやま　さわこ 3918
丸山　垂穂 まるやま　たりほ 3528
丸山　裕子 まるやま　ゆうこ 2086
三浦　美津代 みうら　みつよ 2222
三浦　みゆき みうら　みゆき 3450
三上　初美 みかみ　はつみ 675
右原　順子 みぎはら　じゅんこ 1600
三倉　厚子 みくら　あつこ 722
三澤　かがり みさわ　かがり 1341
三澤　久江 みさわ　ひさえ 12
溝口　泉 みぞぐち　いづみ 4075

溝呂木　陽子 みぞろぎ　ようこ 2544
三田村　喜和 みたむら　きわ 943
光明　康江 みつあき　やすえ 1742
三井　智恵 みつい　ともえ 3021
湊　公子 みなと　きみこ 2131
南　玲子 みなみ　れいこ 600
南田　浩子 みなみだ　ひろこ 1944
箕浦　淳子 みのうら　じゅんこ 972
三村　寧々 みむら　ねね 4002
宮内　恵子 みやうち　けいこ 3844
宮尾　喜久夫 みやお　きくお 1872
宮窪　恵美 みやくぼ　めぐみ 2999
三宅　三枝子 みやけ　みえこ 1331
宮崎　結城江 みやざき　ゆきえ 479
宮崎　良子 みやざき　りょうこ 1877
宮田　和子 みやた　かずこ 1748
宮田　恵 みやた　めぐみ 2041
宮武　かよ子 みやたけ　かよこ 1310
宮原　利夏 みやはら　りか 478
宮本　香 みやもと　かおり 3429
村上　千鶴子 むらかみ　ちづこ 3435
村上　真理子 むらかみ　まりこ 1424
村下　佳秀 むらした　よしひで 2992
村田　節子 むらた　せつこ 3351
村田　三枝 むらた　みえ 3694
村橋　志乃 むらはし　しの 758
村山　春佳 むらやま　はるか 3811
村山　保江 むらやま　やすえ 3225
村山　佳子 むらやま　よしこ 3451
村山　好広 むらやま　よしひろ 345
目黒　達也 めぐろ　たつや 3215
本橋　由美子 もとはし　ゆみこ 685
森　惠子 もり　けいこ 1332
森　里美 もり　さとみ 3746
森上　悦子 もりがみ　えつこ 2329
森崎　惠子 もりさき　けいこ 1566 崎：異体字
森定　静子 もりさだ　しずこ 2705
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森田　麻衣子 もりた　まいこ 2249
守田　ゆかり もりた　ゆかり 2361
森田　玲美 もりた　れみ 3069
森野　郁子 もりの　いくこ 3656
守屋　チヒロ もりや　ちひろ 3688
森若　聖名子 もりわか　みなこ 1061
諸山　久美子 もろやま　くみこ 2812
門司　牧子 もんじ　まきこ 3637
矢島　享子 やじま　たかこ 1198
安井　礼子 やすい　れいこ 248
安田　遥 やすだ　はるか 2833
安田　真弓 やすだ　まゆみ 2168
簗　さとみ やな　さとみ 2064
矢野　朱美 やの　あけみ 730
矢野　昭子 やの　てるこ 2034
矢萩　美穂 やはぎ　みほ 2821
八尋　洋子 やひろ　ようこ 3464
矢部　砂如子 やべ　さきこ 2088
山内　朱見 やまうち　あけみ 2685
山岸　さや やまぎし　さや 1253
山口　香代 やまぐち　かよ 1318
山口　恵子 やまぐち　けいこ 1480
山口　知枝里 やまぐち　ちえり 3153
山口　まち子 やまぐち　まちこ 767
山口　祐子 やまぐち　ゆうこ 2908
山口　龍三 やまぐち　りゅうぞう 1884
山崎　薫 やまさき　かおる 3163
山崎　晋 やまさき　すすむ 2330
山崎　千里 やまざき　ちさと 481 崎:異体字
山沢　慎一 やまざわ　しんいち 135
山下　裕美 やました　ひろみ 3182
山田　恵美子 やまだ　えみこ 3649
山田　さつき やまだ　さつき 269
山田　照子 やまだ　てるこ 154
山田　礼子 やまだ　れいこ 1578
山本　詩子 やまもと　うたこ 712
山本　悦子 やまもと　えつこ 3983

山本　かなえ やまもと　かなえ 2004
山本　清子 やまもと　きよこ 3667
山本　実代 やまもと　じつよ 1065
山本　多賀子 やまもと　たかこ 242
山本　麻衣子 やまもと　まいこ 1075
山本　真弓 やまもと　まゆみ 1989
山森　道代 やまもり　みちよ 546
横井　多惠子 よこい　たえこ 1817
横須賀　綾子 よこすか　あやこ 210
横田　栄子 よこた　えいこ 2701
横田　幸子 よこた　さちこ 3266
横谷　みどり よこや　みどり 173
横山　香 よこやま　かおり 1970
吉井　いづみ よしい　いづみ 2198 吉：異体字
吉岡　千代里 よしおか　ちより 2244
吉澤　睦 よしざわ　むつみ 3852
吉田　文子 よしだ　ふみこ 1563
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吉永　典子 よしなが　ふみこ 1445
吉村　千惠子 よしむら　ちえこ 2346
吉村　典子 よしむら　のりこ 235
米井　玲子 よねい　れいこ 658
米倉　しのぶ よねくら　しのぶ 963
寄林　智 よりばやし　さとる 437
蝋山　美和子 ろうやま　みわこ 4065
和歌　真理 わか　まり 3080
若竹　泰子 わかたけ　やすこ 4020

若月　京子 わかつき　きょうこ 230
若林　弓子 わかばやし　ゆみこ 3980
涌井　美夏 わくい　みなつ 3562
和田　恵美子 わだ　えみこ 1601
和田　夏実 わだ　なつみ 3536
和田　典子 わだ　のりこ 1327
和田　みさ わだ　みさ 1240
渡邊　啓子 わたなべ　けいこ 825 邊:異体字
渡邉　桂子 わたなべ　けいこ 3567
渡邊　早苗 わたなべ　さなえ 1464
渡部　繁子 わたなべ　しげこ 7
渡邉　千秋 わたなべ　ちあき 2603 邉:異体字
渡邉　照子 わたなべ　てるこ 290 邉:異体字
渡邉　寿子 わたなべ　ひさこ 743 邉:異体字
渡辺　ひろみ わたなべ　ひろみ 2418
渡邉　美江子 わたなべ　みえこ 2089
渡辺　洋子 わたなべ　ようこ 2929
藁谷　雅英 わらがい　まさひで 528
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