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氏名 よみ 登録番号 備考
青田　ヱリ あおた　えり 1592
青柳　厚子 あおやぎ　あつこ 2824
朝倉　久美子 あさくら　くみこ 2741
飯沼　亜美 いいぬま　つぐみ 2991
井川　嘉子 いがわ　よしこ 654
池沢　喜代美 いけざわ　きよみ 151
石井　仁美 いしい　ひとみ 383
石川　美紀 いしかわ　みき 3985
石塚　幾枝 いしづか　ひさえ 759
石渡　惠子 いしわた　けいこ 1338
石渡　正子 いしわた　まさこ 564
磯崎　光代 いそざき　みつよ 1410 崎：異体字
板橋　かおり いたばし　かおり 906
稲垣　巳恵子 いながき　みえこ 552
稲川[工藤]  麻由子 いながわ[くどう]　まゆこ 4093 旧姓併記
稲見　朋子 いなみ　ともこ 2622
井上　毅 いのうえ　たけし 1269
牛尾　佳代子 うしお　かよこ 664
内野　由利子 うちの　ゆりこ 2076
閏間　知惠子 うるま　ちえこ 583
上床　千里 うわとこ　ちさと 2117 　
衞藤　朋子 えとう　ともこ 1260
江野　範子 えの　のりこ 130
遠藤　啓子 えんどう　けいこ 1101
大谷　秀子 おおたに　ひでこ 1900
大友　浩枝 おおとも　ひろえ 1870
大貫　由里加 おおぬき　ゆりか 3074
岡崎　裕子 おかざき　ひろこ 694 崎：異体字
小川　佳子 おがわ　よしこ 2233
尾沢　由美子 おざわ　ゆみこ 615
小山田　篠生 おやまだ　しのぶ 849
海江田　和子 かいえだ　かずこ 1591
風間　ますみ かざま　ますみ 4027
桂林　ゆかり かつらばやし　ゆかり 1163
加藤　カヤ かとう　かや 717
加藤　幸子 かとう　さちこ 1689
加藤　芳子 かとう　よしこ 1512
金田　富美子 かねだ　ふみこ 837
嘉門　敏江 かもん　としえ 667
柄澤　紫野美 からさわ　しのみ 865
川上　増美 かわかみ　ますみ 2039
川嶋　知子 かわしま　ともこ 3010
川島　陽子 かわしま　ようこ 569
河原　富裕子 かわはら　ふゆこ 1116
菊地　直美 きくち　なおみ 1766
絹川　嘉子 きぬがわ　よしこ 981
窪　笑歌 くぼ　えみか 1946
久保木　弘子 くぼき　ひろこ 266
熊谷　裕子 くまがい　ひろこ 2784
熊坂　健一 くまさか　けんいち 466
久米　紀子 くめ　のりこ 1350
倉本　芳子 くらもと　よしこ 1910
黒崎　順子 くろさき　じゅんこ 150 崎：異体字
小池　勝敏 こいけ　かつとし 700
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幸田　悦子 こうだ　えつこ 2634
河野　美子 こうの　よしこ 1125
小菅　秀 こすげ　しゅう 3284
後藤　英予 ごとう　はなよ 1037
後藤　未来 ごとう　みき 2332
小林　志乃 こばやし　しの 3257
小室　ゆかり こむろ　ゆかり 103
小山　郁美 こやま　いくみ 3205
境田　まゆみ さかいだ　まゆみ 1286
崎山　あさみ さきやま　あさみ 3659
櫻井　いづみ さくらい　いづみ 86
櫻井　修子 さくらい　しゅうこ 358
櫻糀　里奈 さくらこうじ　りな 3059
笹尾　未喜 ささお　みき 3344
佐々木　キミ子 ささき　きみこ 259
佐野　厚子 さの　あつこ 1411
佐屋　光代 さや　みつよ 1379
澤田　真紀 さわだ　まき 2442
塩崎　章子 しおざき　あきこ 470
清水　厚子 しみず　あつこ 4007

清水　智子 しみず　ともこ 1238
白澤　和子 しらさわ　かずこ 439
菅沼　昌子 すがぬま　まさこ 3842
杉村　こずえ すぎむら　こずえ 1287
杉本　晃康 すぎもと　てるやす 2310
杉山　桃子 すぎやま　ももこ 2358
鈴木　優 すずき　　ゆう 3798
鈴木　いくよ すずき　いくよ 605
鈴木　和美 すずき　かずみ 1787
鈴木　宏実 すずき　ひろみ 572
関田　昌広 せきた　まさひろ 3867
関野　緑 せきの　みどり 1919
瀬戸　清美 せと　きよみ 536
孫田　美佐子 そんだ　みさこ 1222
太尾田　玲子 たおだ　れいこ 881
高野　英子 たかの　ひでこ 3692 高：異体字
高橋　正美 たかはし　まさみ 1782
高橋　祐見子 たかはし　ゆみこ 1905
高濵　知巳 たかはま　ともみ 4070 高:異体字
瀧澤　亜紀 たきざわ　あき 633
武居　文乃 たけい　ふみの 1098
田畑　恵子 たばた　けいこ 1687
長南　和美 ちょうなん　かずみ 388
長南　浩人 ちょうなん　ひろひと 671
津金　愛佳 つがね　あいか 3159
堤　幸子 つつみ　さちこ 562
鄭　霞華 てい　かすみか 1141
寺井　雅子 てらい　まさこ 593
鳥海　京子 とりうみ　きょうこ 933
直井　彩香 なおい　あやか 3948
長島　悦子 ながしま　えつこ 2540
中谷　優子 なかたに　ゆうこ 659
中都　弥生 なかと　やよい 3131
長友　由佳子 ながとも　ゆかこ 3940
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長沼　悦子 ながぬま　えつこ 2626
中浜　美知子 なかはま　みちこ 525
長山　純子 ながやま　じゅんこ 1216
名取　由起子 なとり　ゆきこ 1100
行谷　敦子 なめがや　あつこ 1105
成川　美智子 なりかわ　みちこ 545
難波　幸子 なんば　さちこ 2242
二宮　桂子 にのみや　けいこ 1656
沼田　共子 ぬまた　きょうこ 387
萩原　まゆみ はぎわら　まゆみ 1789
羽成　かおる はなり　かおる 1130
濱野　知美 はまの　ともみ 3532 濱：異体字
春吉　陽子 はるよし　ようこ 3725
広瀬　弥生 ひろせ　やよい 2377
深海　篤行 ふかみ　あつゆき 4
深海　久美子 ふかみ　くみこ 5
藤井　清美 ふじい　きよみ 979
藤田　雅江 ふじた　まさえ 765
本多　よし江 ほんだ　よしえ 1011
眞館　光江 まだて　みつえ 2427
町川　梅子 まちかわ　うめこ 3405
町田　智子 まちだ　ともこ 1435
松井　美詠子 まつい　みえこ 1060
水谷　裕 みずたに　ゆたか 1175
宮田　治代 みやた　はるよ 2590
宮本　真紀 みやもと　まき 914
守屋　三千子 もりや　みちこ 344
矢部　尚子 やべ　たかこ 1351
山口　礼子 やまぐち　れいこ 1017 礼:異体字
山崎　トク やまざき　とく 385 崎：異体字
山本　恵三子 やまもと　えみこ 1237
山本　恵子 やまもと　けいこ 2315
山本　隆志 やまもと　たかし 924
湯川　千晶 ゆかわ　ちあき 2203
行岡　弘美 ゆきおか　ひろみ 2175
横山　智惠美 よこやま　ちえみ 1213
吉田　千津子 よしだ　ちづこ 275
米内山　茜 よないやま　あかね 3848
和田　ひろ子 わだ　ひろこ 518
渡辺　麻由美 わたなべ　あゆみ 3088
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