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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
植木　晶子 うえき　あきこ 1547 横浜市
上田　晶子 うえだ　あきこ 2401 京都市
上田　啓子 うえだ　けいこ 1786 東京都
上田　滋寛 うえだ　しげひろ 2476 北九州市
植田　瞳 うえだ　ひとみ 3636 山梨県
上田　由香利 うえだ　ゆかり 3387 広島県
上地　真美 うえち　まみ 3721 仙台市
上西　智子 うえにし　ともこ 2778 岡山県
上野　栄吉 うえの　えいきち 3128 岡山県
上野　千紗 うえの　ちさ 2720 東京都
上野　直子 うえの　なおこ 3061 兵庫県
植野　弘子 うえの　ひろこ 581 川崎市
上原　彩乃 うえはら　あやの 3936 兵庫県
上原　恵美 うえはら　えみ 2493 大阪市
上原　とも恵 うえはら　ともえ 1863 群馬県
植松　典子 うえまつ　よしこ 1073 静岡県
上村　佐友里 うえむら　さゆり 1756 和歌山県
上村　規子 うえむら　のりこ 45 大阪府
上元　栄子 うえもと　えいこ 1055 高知県
上山　久美子 うえやま　くみこ 1315 広島県
魚津　浩美 うおづ　ひろみ 1663 滋賀県 魚:異体字
右近　雅美 うこん　まさみ 3882 横浜市
牛尾　佳代子 うしお　かよこ 664 神奈川県
潮田　元美 うしおだ　もとみ 679 三重県
牛島　悦子 うしじま　えつこ 2343 東京都
牛山　真由美 うしやま　まゆみ 1352 埼玉県
後水流　真紀 うしろずる　まき 3847 兵庫県
臼田　晶子 うすだ　あきこ 2596 群馬県
宇田川　晶代 うだがわ　あきよ 160 東京都
宇田川　恵子 うだがわ　けいこ 1604 東京都
宇田川　由美子 うだがわ　ゆみこ 857 東京都
内桶　幸子 うちおけ　さちこ 1670 さいたま市
内川　綾 うちかわ　あや 307 川崎市
内田　旬一 うちだ　しゅんいち 2783 長崎県
内田　美春 うちだ　みはる 2490 東京都
内田　安紀 うちだ　やすのり 930 栃木県
内野　和弘 うちの　かずひろ 16 大阪府
内野　千鶴 うちの　ちづる 3886 千葉県
内野　直美 うちの　なおみ 2430 東京都
内野　由利子 うちの　ゆりこ 2076 神奈川県
内堀　幸 うちぼり　みゆき 3086 東京都
内山　恵美 うちやま　えみ 1205 さいたま市
内山　和子 うちやま　かずこ 1828 東京都
内山　伸子 うちやま　のぶこ 2533 東京都
内山　真由美 うちやま　まゆみ 2691 横浜市
内山　真理子 うちやま　まりこ 1359 兵庫県
内山　純恵 うちやま　よしえ 4022 長野県

卯月　啓子 うづき　けいこ 2382 東京都
右手　秀明 うて　ひであき 2946 岡山県
鵜沼　千恵子 うぬま　ちえこ 1819 福島県
宇野　恵子 うの　けいこ 2459 福岡県
宇野　はるこ うの　はるこ 1346 神戸市
宇野　みわ子 うの　みわこ 3032 鹿児島県
宇橋　純子 うはし　じゅんこ 1875 川崎市
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馬橋　左月 うまはし　さつき 1622 東京都
海野　愼一 うみの　しんいち 273 東京都
梅嵜　照美 うめざき　てるみ 1708 福岡県
梅澤　啓子 うめざわ　けいこ 3905 石川県
梅澤　月江 うめざわ　つきえ 913 東京都
梅澤　晃代 うめざわ　てるよ 2895 東京都
梅澤　仁士 うめざわ　ひとし 1596 埼玉県
梅澤　玲子 うめざわ　れいこ 1133 東京都
梅田　さやか うめだ　さやか 2709 東京都
梅田　晶子 うめだ　まさこ 820 山口県
梅田　幸子 うめだ　ゆきこ 3314 広島市
梅村　妹子 うめむら　まいこ 2760 愛知県
梅本　悦子 うめもと　えつこ 81 滋賀県
梅本　美粧 うめもと　みさ 473 奈良県
浦田　寛子 うらた　ひろこ 3655 東京都
浦田　正代 うらた　まさよ 2721 東京都
浦田　美知 うらた　みち 4058 東京都

浦辻　郁子 うらつじ　いくこ 941 兵庫県
浦辻　秀子 うらつじ　ひでこ 57 福井県
漆沢　のり うるしざわ　のり 2193 青森県
閏間　知惠子 うるま　ちえこ 583 神奈川県
宇和田　千栄 うわだ　ちえ 1653 宮崎県
上床　千里 うわとこ　ちさと 2117 神奈川県 　
上部　典子 うわべ　のりこ 2211 東京都
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