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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
及川　清隆 おいかわ　きよたか 1224 東京都
及川　知加子 おいかわ　ちかこ 3592 京都市
及川　麻衣子 おいかわ　まいこ 1937 仙台市
及川　光子 おいかわ　みつこ 148 東京都
大石　郁子 おおいし　いくこ 789 広島県
大石　智子 おおいし　ともこ 3502 東京都
大石　文和 おおいし　ふみかず 332 浜松市
大石　歴 おおいし　れき 1885 横浜市
大内　智子 おおうち　ともこ 3271 東京都
大内田　美穂子 おおうちだ　みほこ 2627 千葉県
大岡　久子 おおおか　ひさこ 1278 横浜市
大岡　政恵 おおおか　まさえ 1833 岡山市
大川　香織 おおかわ　かおり 2158 静岡市
大川　美和子 おおかわ　みわこ 746 川崎市
大川　能子 おおかわ　よしこ 3161 兵庫県
大川内　奈々 おおかわうち　なな 2808 神戸市
大木　洵人 おおき　じゅんと 3001 群馬県
大口　早苗 おおぐち　さなえ 1231 千葉市
大久保　直子 おおくぼ　なおこ 4003 東京都
大久保　幹子 おおくぼ　みきこ 2141 川崎市
大久保　律 おおくぼ　りつ 1469 広島県
大久保　るみ子 おおくぼ　るみこ 1413 横浜市
大倉　彩生 おおくら　さき 2023 東京都
大河内　純子 おおこうち　じゅんこ 4045 静岡県

大河内　妙子 おおこうち　たえこ 2692 福島県
大酒井　雄二 おおさかい　ゆうじ 105 東京都
大崎　紀代美 おおさき　きよみ 1395 大阪府 崎:異体字
大崎　茂樹 おおさき　しげき 1888 山梨県 崎:異体字
大崎　礎子 おおさき　もとこ 3267 東京都 崎:異体字
大迫　緑 おおさこ　みどり 2936 埼玉県
大迫　恭子 おおさこ　やすこ 4048 東京都
大里　かおり おおざと　かおり 3380 沖縄県
大里　利予 おおさと　りよ 974 千葉県
大澤　博仁 おおさわ　ひろひと 3699 岡山県
大澤　裕貴子 おおさわ　ゆきこ 2127 宮崎県
大下　鈴美 おおした　すずみ 1861 山口県
大嶋　和美 おおしま　かずみ 666 大阪府
大島　真奈 おおしま　まな 3294 東京都
大島　三千子 おおしま　みちこ 1645 栃木県
大城　春水 おおしろ　はるみ 3516 東京都
大杉　こずえ おおすぎ　こずえ 2832 愛知県
大関　万里子 おおぜき　まりこ 2918 茨城県
太田　佳代子 おおた　かよこ 1418 東京都
太田　寿巳 おおた　としみ 2410 静岡市
太田　富雄 おおた　とみお 1957 福岡市
太田　夏代 おおた　なつよ 2567 東京都
太田　裕之 おおた　ひろゆき 430 香川県
太田　昌紀 おおた　まさのり 1646 埼玉県
大田　美穂 おおた　みほ 2438 名古屋市
太田　洋子 おおた　ようこ 317 群馬県
大滝　尚子 おおたき　なおこ 708 東京都
太田家　秀代 おおたけ　ひでよ 353 熊本県
大竹　泰江 おおたけ　やすえ 118 東京都
大谷　節子 おおたに　せつこ 682 福島県
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大谷　秀子 おおたに　ひでこ 1900 神奈川県
大谷　泰子 おおたに　やすこ 1449 徳島県
大塚　愛子 おおつか　あいこ 1201 横浜市
大塚　恵美子 おおつか　えみこ 2107 東京都
大塚　和子 おおつか　かずこ 2600 東京都
大塚　宏子 おおつか　ひろこ 2075 埼玉県
大塚　浩子 おおつか　ひろこ 3404 東京都 塚:異体字
大塚　真由美 おおつか　まゆみ 3872 東京都
大塚　裕子 おおつか　ゆうこ 2448 札幌市
大槻　澄江 おおつき　すみえ 200 さいたま市
大坪　みゆき おおつぼ　みゆき 1158 名古屋市
大出　めぐみ おおで　めぐみ 1655 札幌市
大伴　和子 おおとも　かずこ 1894 堺市
大友　浩枝 おおとも　ひろえ 1870 神奈川県
大成　浩子 おおなり　ひろこ 3929 神戸市
大西　香保里 おおにし　かほり 2653 岡山県 西:異体字
大西　久美 おおにし　くみ 285 広島市
大西　聡笑 おおにし　さとえ 3490 札幌市
大西　智子 おおにし　ともこ 3285 東京都
大西　真木 おおにし　まき 1314 川崎市
大西　泰子 おおにし　やすこ 2189 香川県
大貫　由里加 おおぬき　ゆりか 3074 神奈川県
大野　愛子 おおの　あいこ 680 東京都
大野　綾女 おおの　あやめ 962 名古屋市
大野　佳志子 おおの　かしこ 706 東京都
大野　和英 おおの　かずひで 2321 岐阜県
大野　典子 おおの　のりこ 3092 東京都
大場　裕子 おおば　ゆうこ 3052 石川県
大庭　由江 おおば　よしえ 985 東京都
大橋　敦子 おおはし　あつこ 2192 青森県
大橋　恭子 おおはし　きょうこ 915 大阪府
大橋　智子 おおはし　さとこ 1608 堺市
大橋　早苗 おおはし　さなえ 3392 東京都
大橋　朋子 おおはし　ともこ 2147 北海道
大橋　ひとみ おおはし　ひとみ 3702 栃木県
大橋　文江 おおはし　ふみえ 1311 東京都
大橋　美佐子 おおはし　みさこ 1164 東京都
大畑　郁恵 おおはた　いくえ 3412 大阪市
大林　奈緒子 おおばやし　なおこ 3036 岡山県
大林　秀一 おおばやし　ひでかず 604 東京都
大林　和歌子 おおばやし　わかこ 3712 愛媛県
大原　京子 おおはら　きょうこ 2871 愛知県
大東　真菜美 おおひがし　まなみ 1108 大阪府
大平　のり子 おおひら　のりこ 3951 岩手県
大平　美範 おおひら　みのり 2126 大阪府
大星　祐子 おおほし　ゆうこ 117 横浜市
大堀　由紀子 おおほり　ゆきこ 278 東京都
大参　礼美 おおみ　あやみ 3766 愛知県
大嶺　文子 おおみね　あやこ 1225 沖縄県
大村　直人 おおむら　なおと 2018 さいたま市
大村　真理 おおむら　まり 1994 横浜市
大村　宣枝 おおむら　よしえ 3234 広島市
大牟禮　優子 おおむれ　ゆうこ 651 東京都
大室　純子 おおむろ　じゅんこ 2546 北海道
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大森　知香 おおもり　ちか 3231 兵庫県
大森　好美 おおもり　よしみ 976 愛知県
大矢　晴子 おおや　はるこ 1161 東京都
大八木　玲子 おおやぎ　れいこ 2979 東京都
大山　博子 おおやま　ひろこ 2706 福岡市
大山　富士子 おおやま　ふじこ 794 高知県
大脇　紀子 おおわき　のりこ 3816 大阪市
大和田　栄子 おおわだ　えいこ 3569 福島県
大和田　仁 おおわだ　ひとし 2073 福島県
大和田　眞由美 おおわだ　まゆみ 2583 香川県
岡　健一郎 おか　けんいちろう 889 三重県
岡　典栄 おか　のりえ 2302 東京都
岡　ひろみ おか　ひろみ 729 長崎県
岡　由紀子 おか　ゆきこ 2703 沖縄県
岡上　三枝子 おかうえ　みえこ 3953 堺市
岡崎　和子 おかざき　かずこ 1978 北海道
岡崎　佐枝子 おかざき　さえこ 1729 宮城県
岡崎　尚子 おかざき　なおこ 3337 兵庫県 崎:異体字
岡崎　裕子 おかざき　ひろこ 694 神奈川県 崎:異体字
岡嵜　眞里惠 おかざき　まりえ 2112 滋賀県
岡崎　真理子 おかざき　まりこ 3654 秋田県 崎:異体字
岡崎　陽子 おかざき　ようこ 3753 和歌山県 崎:異体字
岡島　文江 おかじま　ふみえ 2227 大阪府
岡田　明美 おかだ　あけみ 2933 東京都
岡田　敦子 おかだ　あつこ 2234 三重県
岡田　綾 おかだ　あや 3961 埼玉県
岡田　香子 おかだ　きょうこ 2604 大阪市
岡田　智子 おかだ　さとこ　 2538 京都市
岡田　聡 おかだ　さとし 1589 茨城県
岡田　志野 おかだ　しの 4056 大阪府

岡田　澄子 おかだ　すみこ 3467 広島市
岡田　直樹 おかだ　なおき 1876 横浜市
岡田　直美 おかだ　なおみ 2228 大阪府
岡田　奈美江 おかだ　なみえ 669 さいたま市
尾形　治美 おがた　はるみ 835 兵庫県
岡田　美奈子 おかだ　みなこ 2869 茨城県
小形　都 おがた　みやこ 1854 福岡県
岡田　美和子 おかだ　みわこ 3160 東京都
岡田　葉子 おかだ　ようこ 772 広島県
岡田　陽子 おかだ　ようこ 2769 東京都
緒方　好子 おがた　よしこ 550 東京都
緒方　隆子 おがた　りゅうこ 2167 熊本県 隆:異体字
岡野　敦子 おかの　あつこ 1602 川崎市
岡野　美里 おかの　みさと 312 神戸市
岡野　美也子 おかの　みやこ 3053 三重県
岡野　由季枝 おかの　ゆきえ 1168 愛媛県
岡原　直美 おかはら　なおみ 2098 宮崎県
岡部　あさ子 おかべ　あさこ 1408 川崎市
岡部　育恵 おかべ　いくえ 3347 岡山県
岡部　美津恵 おかべ　みつえ 2960 岡山県
尾上　正紀 おがみ　まさき 229 京都府
岡村　惠美 おかむら　えみ 3556 静岡県
岡村　博行 おかむら　ひろゆき 1047 東京都
岡村　昌美 おかむら　まさみ 1115 東京都
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岡本　栄子 おかもと　えいこ 991 大阪市
岡本　孝太 おかもと　こうた 876 三重県
岡本　祥子 おかもと　さちこ 676 大阪府
岡本　工 おかもと　たくみ 2223 兵庫県
岡本　たま おかもと　たま 598 長野県
岡本　利子 おかもと　としこ 2764 神戸市
岡本　真未 おかもと　まみ 1112 埼玉県
岡本　麻美 おかもと　まみ 3713 大阪府
岡本　美津子 おかもと　みつこ 690 東京都
岡本　康子 おかもと　やすこ 2009 和歌山県
岡本　康代 おかもと　やすよ 2066 徳島県
岡安　澄子 おかやす　すみこ 1057 東京都
小川　友子 おがわ　　ともこ 3743 東京都
小川　明美 おがわ　あけみ 932 さいたま市
小川　悦子 おがわ　えつこ 2060 群馬県
小川　加代子 おがわ　かよこ 8 東京都
小川　修一 おがわ　しゅういち 1931 群馬県
小川　周子 おがわ　ちかこ 833 奈良県
小川　智子 おがわ　ともこ 2930 千葉県
小川　奈緒子 おがわ　なおこ 3653 東京都
小川　伸弥 おがわ　のぶや 1581 愛知県
小川　治美 おがわ　はるみ 2150 東京都
小川　博史 おがわ　ひろし　 912 山形県
小川　みち子 おがわ　みちこ 2311 東京都
小川　道代 おがわ　みちよ 2240 さいたま市
小川　美都子 おがわ　みつこ 1479 東京都
小川　康子 おがわ　やすこ 3255 埼玉県
小川　由実子 おがわ　ゆみこ 3624 東京都
小川　佳子 おがわ　よしこ 2233 神奈川県
小川　よし美 おがわ　よしみ 1665 山形県
小川[野本]　美香 おがわ[のもと]　みか 243 東京都 ※旧姓併記
沖　和代 おき　かずよ 942 和歌山県
沖上　洋 おきがみ　よう 378 京都府
荻島　洋子 おぎしま　ようこ 2050 静岡県
沖田　奈津美 おきた　なつみ 3879 大阪府
沖田　富久子 おきた　ふくこ 1845 大阪府
荻野　佐代子 おぎの　さよこ 2092 大阪府
沖野　順子 おきの　じゅんこ 3327 大阪府
荻野　聖子 おぎの　せいこ 885 京都府
沖野　真由美 おきの　まゆみ 952 愛媛県
荻野　洋子 おぎの　ようこ 2371 茨城県
沖本　浩美 おきもと　ひろみ　 380 広島市
沖山　あゆみ おきやま　あゆみ 3394 沖縄県
小久江　エツ子 おぐえ　えつこ 625 滋賀県
奥口　令子 おくぐち　れいこ 788 青森県
奥隅　悦子 おくずみ　えつこ 1501 埼玉県
奥薗　律子 おくぞの　りつこ 1045 東京都
奥田　啓子 おくだ　けいこ 821 東京都
奥田　静子 おくだ　しずこ 121 東京都
奥田　淳子 おくだ　じゅんこ 2230 福岡市
奥田　達也 おくだ　たつや 3260 三重県
奥田　史恵 おくだ　ふみえ 1498 埼玉県
奥田　真弓 おくだ　まゆみ 1535 三重県
奥寺　茉美 おくでら　まみ 2944 東京都
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奥名　由以子 おくな　ゆいこ 2601 東京都
奥野　佳代 おくの　かよ 3880 大阪府 奥:異体字
奥村　渓子 おくむら　けいこ 2326 東京都
奥村　由貴子 おくむら　ゆきこ 2877 千葉県
奥森　由美 おくもり　ゆみ 1536 北九州市
奥山　栄美 おくやま　えみ 3125 東京都
奥山　照美 おくやま　てるみ 3437 青森県
奥山　友紀子 おくやま　ゆきこ 2180 浜松市
奥山　陵子 おくやま　りょうこ 2742 千葉県
小倉　明美 おぐら　あけみ 1543 埼玉県
小椋　英子 おぐら　えいこ 167 山梨県
小倉　さち子 おぐら　さちこ 1249 横浜市
小倉　恵 おぐら　めぐみ 1482 三重県
桶田　摩紀 おけだ　まき 1850 石川県
尾崎　悦代 おざき　えつよ 3993 東京都 﨑:異体字
尾崎　克子 おざき　かつこ 3804 大阪府 崎:異体字
尾崎　加菜美 おざき　かなみ 1429 さいたま市
尾崎　京子 おざき　きょうこ 3853 兵庫県 崎:異体字
長田　清美 おさだ　きよみ 1826 東京都
長田　繋子 おさだ　しげこ 97 茨城県
長田　都志子 おさだ　としこ 301 京都府
小山内　敬子 おさない　けいこ 279 青森県
小山内　孝子 おさない　たかこ 2518 札幌市
納　潤子 おさめ　じゅんこ 1856 鹿児島県
小沢　純二 おざわ　じゅんじ 648 青森県
小澤　典子 おざわ　のりこ 2759 大阪府
尾沢　由美子 おざわ　ゆみこ 615 神奈川県
尾関　裕子 おぜき　ひろこ 2235 岐阜県
小田　恵美子 おだ　えみこ 2320 茨城県
小田　美佐子 おだ　みさこ 3978 川崎市

小高　洋子 おだか　ようこ 2878 千葉県 高:異体字
小田切　映里 おだぎり　えり 3679 青森県
小田切　律子 おだぎり　りつこ 2238 東京都
小田嶋　夕美 おだしま　ゆうみ 937 岩手県
越智　より子 おち　よりこ 4098 奈良県

小田部　家成 おたべ　いえしげ 1909 埼玉県
落合　和代 おちあい　かずよ 2536 東京都
落合　宏美 おちあい　ひろみ 965 群馬県
乙川　智子 おとがわ　ともこ 171 東京都
音川　真由美 おとかわ　まゆみ 2224 京都市
小貫　美奈 おぬき　みな 2022 茨城県
小野　栄一 おの　えいいち 2456 横浜市
小野　恭子 おの　きょうこ 3468 東京都
小野　志都乃 おの　しづの 4102 東京都
小野　順子 おの　じゅんこ 1062 長崎県
小野　節子 おの　せつこ 3418 栃木県
小野　千恵 おの　ちえ 917 東京都
小野　智恵子 おの　ちえこ 1790 東京都
小野　朋子 おの　ともこ 754 埼玉県
小野　尚寿 おの　ひさとし 104 熊本市
小野　雅代 おの　まさよ 3728 岡山県
小野　真知子 おの　まちこ 1710 山梨県
小野　美智子 おの　みちこ 2082 東京都
小野　みどり おの　みどり 1178 東京都
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小野　八壽美 おの　やすみ 2386 大分県
小野　優子 おの　ゆうこ 2665 川崎市
小野　ゆり子 おの　ゆりこ 1271 大阪府
小野　愛恵 おの　よしえ 368 福岡市
小野崎　比奈子 おのざき　ひなこ 1975 千葉県
小野塚　京子 おのづか　きょうこ 1046 東京都
小野寺　晶子 おのでら　あきこ 3004 東京都
小野寺　恵子 おのでら　けいこ 1019 横浜市
小野寺　奈美子 おのでら　なみこ 3174 岩手県
小野山　敦子 おのやま　あつこ 3077 兵庫県
小畑　梓 おばた　あずさ 3535 さいたま市
尾畑　小百合 おばた　さゆり 2251 山梨県
小幡　千陽 おばた　ちはる 3913 青森県
尾林　彩香 おばやし　あやか 513 福岡県
小原　郁子 おはら　いくこ 3893 千葉県
尾原　かおり おばら　かおり 2941 神戸市 原:異体字
小原　和子 おばら　かずこ 1400 広島市
尾前　昌 おまえ　あき 1630 高知県
尾松　武子 おまつ　たけこ 2975 東京都
小美濃　久美子 おみの　くみこ 1707 埼玉県
小山　有美子 おやま　ゆみこ 3349 香川県
小山田　敦子 おやまだ　あつこ 3645 東京都
小山田　篠生 おやまだ　しのぶ 849 神奈川県
親松　紗知 おやまつ　さち 3534 横浜市
織原　さえ子 おりはら　さえこ 1282 埼玉県
折原　由紀子 おりはら　ゆきこ 1030 千葉市
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