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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
飯國　孝子 いいくに　たかこ 1609 沖縄県
飯島　和子 いいじま　かずこ 2931 札幌市
飯島　京子 いいじま　きょうこ 3498 東京都
飯島　春美 いいじま　はるみ 3892 東京都
飯島　本子 いいじま　もとこ 1650 静岡市
飯泉　菜穂子 いいずみ　なおこ 183 東京都
飯田　佳代 いいだ　かよ 3081 富山県
飯田　香代子 いいだ　かよこ 627 東京都
飯田　紀恵子 いいだ　きえこ 2614 福岡市
飯田　昌子 いいだ　まさこ 1666 東京都
飯塚　佳代 いいづか　かよ 2199 千葉県
飯塚　喜美子 いいづか　きみこ 3657 東京都
飯塚　美代子 いいづか　みよこ 1797 東京都
飯出　貴子 いいで　たかこ 3192 東京都
飯沼　亜美 いいぬま　つぐみ 2991 神奈川県
飯沼　みさき いいぬま　みさき 1144 東京都
飯森　清美 いいもり　きよみ 1229 福岡市
家村　久美子 いえむら　くみこ 2247 大阪府
井奥　有香 いおく　ゆか 3773 神戸市
五十嵐　郁子 いがらし　いくこ 305 東京都
五十嵐　香苗 いがらし　かなえ 2672 埼玉県
五十嵐　晴美 いからし　はるみ 3376 新潟県
五十嵐　永子 いがらし　ひさこ 2434 福島県
五十嵐　博子 いがらし　ひろこ 1134 東京都
五十嵐　明子 いがらし　めいこ 1121 東京都
五十嵐　依子 いからし　よりこ 3720 新潟県
井川　純子 いかわ　すみこ 3590 静岡市
井川　嘉子 いがわ　よしこ 654 神奈川県
生田　博美 いくた　ひろみ 4006 東京都
井口　邦子 いぐち　くにこ 29 東京都
井口　朋子 いぐち　ともこ 463 兵庫県
井口　麗子 いぐち　れいこ 597 京都市
伊久美　礼子 いくみ　れいこ 1295 静岡市
池内　れい子 いけうち　れいこ 1096 岩手県
池上　麻裕美 いけがみ　まゆみ 3212 大阪府
池上　美津子 いけがみ　みつこ 3926 埼玉県
池上　睦 いけがみ　むつみ 101 兵庫県
池川　理恵 いけがわ　りえ 2815 在外
池沢　喜代美 いけざわ　きよみ 151 神奈川県
池田　篤子 いけだ　あつこ 3671 愛知県
池田　伊佐 いけだ　いさ 1241 東京都
池田　佳代 いけだ　かよ 1363 北海道
池田　加容子 いけだ　かよこ 2636 東京都
池田　京子 いけだ　きょうこ 939 東京都
池田　浩治 いけだ　こうじ 349 福岡市
池田　幸江 いけだ　さちえ 2826 東京都
池田　早世利 いけだ　さより 3298 東京都
池田　順子 いけだ　じゅんこ 696 東京都
池田　智津子 いけだ　ちづこ 3670 大阪府
池田　知枝 いけだ　ともえ 551 長野県
池田　奈月子 いけだ　なつこ 3730 東京都
池田　乃里子 いけだ　のりこ 60 横浜市
池田　ひとみ いけだ　ひとみ 3290 神戸市
池田　昌功 いけだ　まさのり 1717 東京都
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池田　美枝子 いけだ　みえこ 570 岡山県
池田　瑞穂 いけだ　みずほ 3701 東京都
池田　康子 いけだ　やすこ 2693 東京都
池田　淑子 いけだ　よしこ 3172 兵庫県
池田　芳美 いけだ　よしみ 601 東京都
池永　奈穂 いけなが　なほ 1964 横浜市
池谷　祐子 いけや　ゆうこ 2542 静岡県
井腰　香織 いこし　かおり 3303 栃木県
伊佐　登子 いさ　のりこ 574 東京都
井崎　敬子 いざき　けいこ 695 東京都 崎:異体字
井崎　理恵 いざき　りえ 84 東京都
井澤　昭夫 いざわ　あきお 126 大阪府
石井　育子 いしい　いくこ 617 東京都
石井　孝弘 いしい　たかひろ 423 埼玉県
石井　智子 いしい　ともこ 1391 栃木県
石井　奈緒美 いしい　なおみ 1221 川崎市
石井　典子 いしい　のりこ 1795 横浜市
石井　仁美 いしい　ひとみ 383 神奈川県
石井　麻衣子 いしい　まいこ 846 さいたま市
石井　真記子 いしい　まきこ 3791 福島県
石井　方子 いしい　まさこ 1129 山梨県
石井　美智子 いしい　みちこ 3007 横浜市
石井　雄次 いしい　ゆうじ 354 福島県
石井　理絵 いしい　りえ 2200 東京都
石神　博行 いしがみ　ひろゆき 503 京都市
石亀　友香 いしがめ　ゆか 3522 鳥取県
石川　ありす いしかわ　ありす 1540 東京都
石川　佳子 いしかわ　けいこ 2420 東京都
石川　千種 いしかわ　ちぐさ 1675 静岡県
石川　千寿子 いしかわ　ちずこ 3124 福島県
石川　阿 いしかわ　ほとり 3690 東京都
石川　真理子 いしかわ　まりこ 2028 東京都
石川　美紀 いしかわ　みき 3985 神奈川県
石川　峰男 いしかわ　みねお 404 札幌市
石川　裕子 いしかわ　ゆうこ 2951 愛媛県
石川　有里 いしかわ　ゆり 3570 静岡県
石川　陽子 いしかわ　ようこ 1114 沖縄県
石川　芳郎 いしかわ　よしろう 161 東京都
石川　リカ いしかわ　りか 1704 東京都
石倉　摩巳 いしくら　まみ 3420 川崎市
石倉　悠佳 いしくら　ゆか 3264 川崎市
石黒　京子 いしぐろ　きょうこ 2162 愛知県
石黒　理恵 いしぐろ　まさえ 2425 東京都
石崎　美津希 いしざき　みつき 3495 千葉市 崎:異体字
石澤[岩渕] 尚美 いしざわ[いわぶち] ますみ 184 京都府 ※旧姓併記
石田　明美 いしだ　あけみ 2396 滋賀県
石田　悦子 いしだ　えつこ 276 静岡県
石田　幸子 いしだ　さちこ 2432 東京都
石田　静子 いしだ　しずこ 709 愛媛県
石田　ちえ子 いしだ　ちえこ 3057 東京都
石田　千佳子 いしだ　ちかこ 2924 大阪府
石田　隼人 いしだ　はやと 2899 愛媛県
石田　春喜 いしだ　はるき 300 京都府
石田　稔 いしだ　みのる 263 福井県

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
【い】

3/6

氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
石塚　澄絵 いしづか　すみえ 3531 秋田県
石塚　幾枝 いしづか　ひさえ 759 神奈川県
石橋　富美世 いしばし　ふみよ 56 新潟市
石橋　真弓 いしばし　まゆみ 2301 埼玉県
石濱　英美 いしはま　ひでみ 2541 東京都
石原　茂樹 いしはら　しげき 185 東京都
石原　弘恵 いしはら　ひろえ 1167 東京都
石原　優華 いしはら　ゆか 1182 埼玉県
石丸　恵子 いしまる　けいこ 3794 山口県
石丸　美穂 いしまる　みほ 1772 北九州市
伊志嶺　桂子 いしみね　けいこ 591 沖縄県
石本　慶一郎 いしもと　けいいちろう 4073 長崎県
石本　恒太郎 いしもと　こうたろう 3538 岡山市
石山　明子 いしやま　あきこ 1309 千葉県
石山　恵子 いしやま　けいこ 3770 広島県
石山　順子 いしやま　じゅんこ 4044 山形県
石和　晴江 いしわ　はるえ 3206 群馬県
石渡　惠子 いしわた　けいこ 1338 神奈川県
石渡　正子 いしわた　まさこ 564 神奈川県
伊豆　励子 いず　れいこ 3942 東京都
出岡　幸江 いずおか　さちえ 2860 愛知県
泉田　絵理 いずた　えり 4017 岡山市
泉谷　孝子 いずみたに　たかこ 1171 京都市
伊勢　正子 いせ　まさこ 297 東京都
礒岡　真由子 いそおか　まゆこ 3900 大阪府
磯崎　布佐子 いそざき　ふさこ 411 堺市
磯崎　光代 いそざき　みつよ 1410 神奈川県 崎:異体字
磯田　恭子 いそだ　きょうこ 1706 茨城県
磯田　恵子 いそだ　けいこ 1263 大阪市
磯野　いづみ いその　いづみ 2284 東京都
礒野　輝子 いその　てるこ 137 大阪府
伊田　洋子 いだ　ようこ 2700 大阪市
頂　ヒナ子 いただき　ひなこ 326 神戸市
井谷　紀美 いたに　きみ 303 奈良県
板橋　章夫 いたばし　あきお 168 群馬県
板橋　かおり いたばし　かおり 906 神奈川県
板橋　節子 いたばし　せつこ 1593 秋田県 橋:異体字
伊丹　信子 いたみ　のぶこ 1702 東京都
板宮　由美子 いたみや　ゆみこ 157 東京都
板谷　こずえ いたや　こずえ 661 北海道
市川　明美 いちかわ　あけみ 2897 静岡県
市川　節子 いちかわ　せつこ 2819 東京都
市川　広美 いちかわ　ひろみ 2446 滋賀県
市川　昌子 いちかわ　まさこ 2902 茨城県
市川　隆一 いちかわ　りゅういち 1640 茨城県
市来　由子 いちき　ゆうこ 3430 東京都
一条　木乃実 いちじょう　このみ 1124 埼玉県
市田　泰弘 いちだ　やすひろ 164 東京都
市山　小織 いちやま　さおり 1382 大阪府
市吉　利夫 いちよし　としお 36 北九州市
井出　敬子 いで　けいこ 2424 相模原市
井戸　早苗 いど　さなえ 2734 東京都
伊藤　明子 いとう　あきこ 381 横浜市
伊藤　曉子 いとう　あきこ 3211 三重県
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伊藤　暁美 いとう　あけみ 3697 兵庫県
伊東　明日香 いとう　あすか 4064 東京都
井藤　敦子 いとう　あつこ 2831 横浜市
伊東　郁代 いとう　いくよ 3554 三重県
伊東　悦子　 いとう　えつこ 935 東京都
伊藤　笑美 いとう　えみ 4091 埼玉県
伊藤　きく子 いとう　きくこ 2208 静岡県
伊藤　貴代美 いとう　きよみ 2324 浜松市
伊藤　恵子 いとう　けいこ 3422 岐阜県
伊藤　健司 いとう　けんじ 166 さいたま市
伊藤　志津子 いとう　しづこ 2447 福島県
伊藤　順子 いとう　じゅんこ 2841 さいたま市
伊藤　聖子 いとう　せいこ 2612 埼玉県
伊藤　節子 いとう　せつこ 3246 東京都
伊藤　妙子 いとう　たえこ 929 東京都
伊藤　高世 いとう　たかよ 2645 埼玉県
伊藤　正 いとう　ただし 1699 神戸市
伊藤　ちえ いとう　ちえ 3067 福岡県
伊藤　奈央 いとう　なお 4038 千葉県
井藤　則子 いとう　のりこ 773 岐阜県
伊藤　はるみ いとう　はるみ 1009 東京都
伊藤　久枝 いとう　ひさえ 1667 愛知県
伊藤　久代 いとう　ひさよ 3244 愛知県
伊藤　ひとみ いとう　ひとみ 3990 埼玉県
伊藤　博 いとう　ひろし 413 埼玉県
伊藤　雅子 いとう　まさこ 2573 青森県
伊藤　麻由美 いとう　まゆみ 3672 東京都
伊藤　美恵子 いとう　みえこ 3623 埼玉県
伊藤　美幸 いとう　みゆき 2156 山口県
伊藤　泰子 いとう　やすこ 737 東京都
伊藤　優子 いとう　ゆうこ 1069 岡山県
伊藤　葉子 いとう　ようこ 1027 東京都
伊藤　喜幸 いとう　よしゆき 3845 北海道
伊藤　利江子 いとう　りえこ 1616 横浜市
伊藤　梨佳 いとう　りか 3638 東京都
伊藤　玲子 いとう　れいこ 1414 滋賀県
糸山　夕紀子 いとやま　ゆきこ 3031 沖縄県
稲　豊 いな　ゆたか 186 大阪府
稲岡　陽子 いなおか　ようこ 2457 福岡市
伊永　江利 いなが　えり 2581 兵庫県
稲垣　園子 いながき　そのこ 2030 東京都
稲垣　巳恵子 いながき　みえこ 552 神奈川県
稲垣　みゆき いながき　みゆき 3403 東京都
稲垣　由里子 いながき　ゆりこ 414 徳島県
稲川[工藤]  麻由子 いながわ[くどう]　まゆこ 4093 神奈川県 旧姓併記
稲倉　里衣子 いなくら　りえこ 3483 宮崎県
稲次　由紀 いなじ　ゆき 3864 兵庫県
稲葉　理江子 いなば　　りえこ 3750 横浜市
稲葉　淑恵 いなば　よしえ 710 東京都
稲見　朋子 いなみ　ともこ 2622 神奈川県
稲荷山　尚美 いなりやま　なおみ 3132 北海道
猪西　正美 いにし　まさみ 99 和歌山県
犬塚　直志 いぬづか　ただし 2000 埼玉県
井上　歩 いのうえ　あゆみ 3737 東京都
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井上　栄子 いのうえ　えいこ 2749 浜松市
井上　栄子 いのうえ　えいこ 3977 横浜市
井上　恵美子 いのうえ　えみこ 355 埼玉県
井上　幸子 いのうえ　さちこ 1375 兵庫県
井上　滋夫 いのうえ　しげお 347 札幌市
井上　毅 いのうえ　たけし 1269 神奈川県
井上　友裕 いのうえ　ともひろ 2891 京都府
井上　宏美 いのうえ　ひろみ 223 岡山県
井上　益巳 いのうえ　ますみ 3639 東京都
井上　真由美 いのうえ　まゆみ 1892 三重県
井上　路代 いのうえ　みちよ 433 東京都
井上　祐美 いのうえ　ゆみ 2288 埼玉県
井上　洋子 いのうえ　ようこ 1343 大阪府
井上　利江子 いのうえ　りえこ 2683 横浜市
井橋　園絵 いはし　そのえ 1736 茨城県
伊原　幸江 いはら　さちえ 1006 愛知県
井原　典子 いはら　のりこ 3484 広島県
井原　美帆 いはら　みほ 3622 静岡県
今井　喜美子 いまい　きみこ 1815 京都市
今井　幸江 いまい　さちえ 2095 福岡県
今井　千絵子 いまい　ちえこ 1859 三重県 今:異体字
今井　裕子 いまい　ゆうこ 1988 兵庫県
今井　理砂 いまい　りさ 3999 山梨県
今泉　洋子 いまいずみ　ようこ 1857 熊本県
今岡　京子 いまおか　きょうこ 1354 埼玉県
今岡　すみ江 いまおか　すみえ 3943 島根県
今岡　初美 いまおか　はつみ 3517 広島県 初:異体字
今川　広江 いまがわ　ひろえ 950 京都府
今崎　慈子 いまさき　やすこ 2743 広島市 崎:異体字
今城　百合子 いましろ　ゆりこ 2617 滋賀県
今関　光子 いまぜき　みつこ 944 東京都
今富　信子 いまとみ　のぶこ 2967 大分県
今西　孝子 いまにし　たかこ 3497 大阪府 今:異体字
今松　栄子 いままつ　えいこ 2105 千葉県 今:異体字
今村　芸子 いまむら　のりこ 1151 静岡市
今村　ふみ子 いまむら　ふみこ 2423 徳島県
今村　光宏 いまむら　みつひろ 1820 静岡市
今村　美保 いまむら　みほ 3591 北海道
今吉　羊香 いまよし　よしか 4090 東京都

居村　憲昭 いむら　のりあき 3044 長崎県
井村　律子 いむら　りつこ 657 三重県
井守　桂 いもり　かつら 2937 さいたま市
居山　知絵 いやま　ちえ 3093 東京都
井山　恭世 いやま　やすよ 2621 札幌市
伊良皆　瑞樹 いらみな　みずき 3658 沖縄県
入江　久美子 いりえ　くみこ 3619 香川県
入月　真弓 いりづき　まゆみ 1851 静岡県
入野　雅子 いりの　まさこ 3572 東京都
入山　章 いりやま　あきら 634 大阪府
井料　美輝子 いりょう　みきこ 3436 北九州市
岩井　栄 いわい　さかえ 1960 東京都
磐　好子 いわお　よしこ 1868 さいたま市
岩城　宏允 いわき　ひろちか 3799 大阪府
岩崎　明美 いわさき　あけみ 1682 東京都 崎:異体字
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岩崎　和江 いわさき　かずえ 3752 石川県
岩崎　和子 いわさき　かずこ 992 神戸市 崎:異体字
岩崎　亙太郎 いわさき　こうたろう 3197 埼玉県 崎:異体字
岩崎　ちよ いわさき　ちよ 2968 岡山県 崎:異体字
岩下　美智江 いわした　みちえ 396 千葉県
岩瀬　昌世 いわせ　まさよ 1381 東京都
岩田　真有美 いわた　まゆみ 3981 東京都
岩田　美佐子 いわた　みさこ 1493 東京都
岩谷　誠司 いわたに　せいじ 1063 京都府
岩附　さとみ いわつき　さとみ 181 名古屋市
岩波　峰子 いわなみ　みねこ 492 富山県
岩鼻　千代美 いわはな　ちよみ 1839 岩手県
岩原　共子 いわはら　ともこ 2236 さいたま市
岩部　眞弓 いわぶ　まゆみ 2042 東京都
岩淵　成子 いわぶち　まさこ 233 川崎市
岩松　永梨 いわまつ　えり 1749 東京都
岩村　典子 いわむら　のりこ 2468 宮崎県
岩村　みゆき いわむら　みゆき 2723 兵庫県
岩本　華子 いわもと　はなこ 3138 東京都
岩本　正文 いわもと　まさふみ 616 山口県
印南　公恵 いんなみ　きみえ 2237 栃木県
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