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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
甲斐　弘美 かい　ひろみ 2794 長野県
甲斐　雅子 かい　まさこ 1290 大分県
海江田　和子 かいえだ　かずこ 1591 神奈川県
鷄内　ひろみ かいち　ひろみ 3946 広島県
貝島　結香 かいしま　ゆか 4081 東京都

海津　多栄子 かいづ　たえこ 3503 東京都
貝沼　ひとみ かいぬま　ひとみ 3511 福島県
貝野　智惠子 かいの　ちえこ 191 埼玉県
加賀　留美子 かが　るみこ 204 岩手県
加々美　純子 かがみ　じゅんこ 3292 長野県
加賀見　チヒロ かがみ　ちひろ 1558 千葉県
加賀谷　千春 かがや　ちはる 1901 秋田県
香川　明美 かがわ　あけみ 3813 広島県
香川　道子 かがわ　みちこ 1420 広島市
柿本　恵美子 かきもと　えみこ 2499 東京都
柿本　和代 かきもと　かずよ 228 青森県
柿本　久美 かきもと　ひさみ 2907 大阪府
賀来　真知子 かく　まちこ 424 東京都
角田　麻里 かくた　まり 2864 東京都
角田　靖子 かくた　やすこ 1538 札幌市
角谷　友子 かくたに　ともこ 3545 兵庫県
角光　邦子 かくみつ　くにこ 122 北九州市
䕃山　厚子 かげやま　あつこ 2125 長崎県
籠島　一江 かごしま　かずえ 3094 さいたま市
河西　朋美 かさい　ともみ 1775 東京都
葛西　由美子 かさい　ゆみこ 3378 札幌市 葛:異体字
笠原　けい子 かさはら　けいこ 340 浜松市
笠原　桂子 かさはら　けいこ 1447 東京都
笠原　道子 かさはら　みちこ 4089 神戸市

笠原　靖子 かさはら　やすこ 2602 相模原市
風間　ますみ かざま　ますみ 4027 神奈川県
笠松　美惠子 かさまつ　みえこ 681 愛知県
笠村　節子 かさむら　せつこ 3627 長崎県
加地　朗子 かじ　あきこ 3469 東京都
楫　希代見 かじ　きよみ 1491 堺市
加治　千絵美 かじ　ちえみ 2997 石川県
梶田　朝子 かじた　あさこ 1428 千葉県
鹿島　洋子 かしま　ようこ 1197 横浜市
柏木　知宣 かしわぎ　とものり 3203 福岡市
柏田　美紀子 かしわだ　みきこ 543 大阪府
梶原　香織 かじわら　かおり 3253 千葉県
梶原　初子 かじわら　はつこ 40 熊本県
春日　恭子 かすが　きょうこ 3389 埼玉県
春日井　中 かすがい　あたる 1247 埼玉県
片岡　純子 かたおか　じゅんこ 232 東京都
片岡　美智子 かたおか　みちこ 3733 長崎県
片岡　由紀子 かたおか　ゆきこ 2827 東京都
片岡　里紗 かたおか　りさ 4112 東京都
片桐　広栄 かたぎり　ひろえ 2387 東京都
片山　京子 かたやま　きょうこ 1083 山口県
片山　清美 かたやま　きよみ 641 島根県
片山　寛子 かたやま　ひろこ 1529 愛媛県 寛:異体字
勝岡　めぐみ かつおか　めぐみ 3050 兵庫県
勝田　暢子 かつた　のぶこ 2080 埼玉県
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月東　渉 がっとう　わたる 2002 三重県
勝野　美佳子 かつの　みかこ 2910 東京都
勝又　朝子 かつまた　ともこ 3660 東京都
勝間田　広樹 かつまた　ひろき 3155 静岡県
勝丸　孝子 かつまる　たかこ 3188 広島県
勝山　貴至 かつやま　たかし 508 京都府
桂　誠九 かつら　そんぐ 3938 東京都
桂　千草 かつら　ちぐさ 441 京都市
桂林　ゆかり かつらばやし　ゆかり 1163 神奈川県
加藤　亜紀子 かとう　あきこ 2264 愛知県
加藤　彩香 かとう　あやか 3874 仙台市
加藤　恵美 かとう　えみ 3268 三重県
加藤　香織 かとう　かおり 1150 新潟市
加藤　かおり かとう　かおり 1745 大阪市
加藤　かおり かとう　かおり 1770 三重県
加藤　勝美 かとう　かつみ 2314 大阪府
加藤　佳奈 かとう　かな 4110 京都市
加藤　カヤ かとう　かや 717 神奈川県
加藤　桂子 かとう　けいこ 1643 大阪府
加藤　恵顧 かとう　けいこ 1878 愛知県
加藤　献也 かとう　けんや 3494 東京都
加藤　幸子 かとう　さちこ 1689 神奈川県
加藤　順子 かとう　じゅんこ 1539 広島県
加藤　正一 かとう　しょういち 37 大分県
加藤　伸一郎 かとう　しんいちろう 444 静岡市
加藤　聖子 かとう　せいこ 1459 愛知県
加藤　大貴 かとう　だいき 3859 福島県
加藤　貴雄 かとう　たかお 1325 京都府
嘉藤　千尋 かとう　ちひろ 1951 岐阜県
加藤[横村]幸美 かとう[よこむら]　ともみ 4077 埼玉県 ※旧姓併記

加藤　信子 かとう　のぶこ 1339 横浜市
加藤　紀子 かとう　のりこ 688 埼玉県
加藤　はるか かとう　はるか 2582 東京都
加藤　ひとみ かとう　ひとみ 3367 埼玉県
加藤　弘子 かとう　ひろこ 1522 山形県
加藤　啓代 かとう　ひろよ 169 奈良県
加藤　真紀子 かとう　まきこ 3593 愛知県
加藤　麻由子 かとう　まゆこ 3931 北海道
加藤　美恵 かとう　みえ 251 東京都
加藤　美可 かとう　みか 1082 広島市
加藤　美穂 かとう　みほ 3986 東京都
加藤　巳代子 かとう　みよこ 2171 名古屋市
加藤　芽久美 かとう　めぐみ 1142 東京都
加藤　裕子 かとう　ゆうこ 3034 東京都
加藤　由佳 かとう　ゆか 3533 横浜市
加藤　由加里 かとう　ゆかり 1296 岡山市
加藤　由香里 かとう　ゆかり 1456 福島県
加藤　友加里 かとう　ゆかり 3682 大阪市
加藤　陽子 かとう　ようこ 1793 東京都
加藤　陽子 かとう　ようこ 3062 東京都
加藤　芳子 かとう　よしこ 1512 神奈川県
角口　年子 かどぐち　としこ 1029 東京都
門倉　美樹子 かどくら　みきこ 311 石川県
門田　和美 かどた　かずみ 1747 北九州市
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門田　智恵 かどた　ともえ 3974 東京都
門西　昭臣 かどにし　あきのり 2416 広島県
香取　恵 かとり　めぐみ 2915 横浜市
門脇　恵里子 かどわき　えりこ 1977 北海道
金井　淳一 かない　じゅんいち 3613 群馬県
金井　朋子 かない　ともこ 808 茨城県
金井　冨美子 かない　ふみこ 241 東京都
金井　麻衣子 かない　まいこ 1879 千葉県
金垣　幸子 かながき　さちこ 170 埼玉県
金川　宏美 かながわ　ひろみ 1404 富山県
金丸　一郎 かなまる　いちろう 2900 東京都
金丸　安代 かなまる　やすよ 1357 長崎県
金森　恵里子 かなもり　えりこ 4069 滋賀県
金守　千恵 かなもり　ちえ 1422 滋賀県
金谷　洋子 かなや　ようこ 395 群馬県
兼久　輪香子 かねく　わかこ 1519 沖縄県
金子　綾 かねこ　あや 3903 三重県
金子　恵理 かねこ　えり 198 東京都
金子　喜代子 かねこ　きよこ 1962 東京都
金子　敬子 かねこ　けいこ 2029 埼玉県
金子　由賀里 かねこ　ゆかり 781 東京都
金田　富美子 かねだ　ふみこ 837 神奈川県
金田　真弓 かねだ　まゆみ 2121 福岡県
金戸　惠子 かねと　けいこ 2383 石川県
金原　さとみ かねはら　さとみ 792 札幌市
金丸　佳子 かねまる　けいこ 1365 東京都
金山　ひとみ かねやま　ひとみ　 855 横浜市
狩野　利枝 かのう　としえ 1714 群馬県
鏑木　勉 かぶらき　つとむ 2920 東京都
壁屋　多津代 かべや　たつよ 1933 福岡市
鎌倉　乃ぞみ かまくら　のぞみ 1319 福島県
鎌田　桂子 かまた　けいこ 521 札幌市
鎌田　早苗 かまた　さなえ 2046 横浜市
上　さとみ かみ　さとみ 316 青森県
上石　栄 かみいし　さかえ 2868 栃木県
上口　幹 かみぐち　みき 748 石川県
神藏　久枝 かみくら　ひさえ 1336 東京都
上坂　洋子 かみさか　ようこ 2851 鳥取県
上島　明子 かみしま　あきこ 3781 東京都
上嶋　代子 かみじま　しろこ 711 京都市
上條　かほる かみじょう　かほる 2362 愛知県
神谷　弘美 かみたに　ひろみ 2863 京都市
上吹越　悦子 かみひごし　えつこ 1712 東京都
上村　裕子 かみむら　ひろこ 484 東京都
神谷　誠 かみや　まこと 1718 秋田県
神谷　美幸 かみや　みゆき 41 秋田県
神谷　芳子 かみや　よしこ 329 浜松市
神山　圭子 かみやま　けいこ 76 仙台市
上山　園美 かみやま　そのみ 565 千葉県
上吉川　佳代 かみよしかわ　かよ 3806 神戸市
嘉村　幸江 かむら　さちえ 968 福岡市
亀井　明子 かめい　あきこ 725 岐阜県
亀井　伸孝 かめい　のぶたか 1465 相模原市
亀石　玲子 かめいし　れいこ 707 鹿児島県
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亀岡　ゆり子 かめおか　ゆりこ 3177 横浜市
亀崎　美奈子 かめざき　みなこ 1274 北九州市 崎:異体字
亀田　紀子 かめだ　みちこ 415 三重県
亀山　辰子 かめやま　たつこ 804 岐阜県
嘉門　敏江 かもん　としえ 667 神奈川県
唐木　裕美 からき　ゆみ 3402 埼玉県
柄澤　紫野美 からさわ　しのみ 865 神奈川県
唐澤　美加 からさわ　みか 871 広島県
河合　育世 かわい　いくよ 1669 埼玉県
川井　泉 かわい　いずみ 3647 北海道
河合　惠津子 かわい　えつこ 2921 千葉県
河合　京子 かわい　きょうこ 998 滋賀県
河合　徹 かわい　とおる 1321 岐阜県
河合　知義 かわい　ともよし 100 広島市
川井　裕美 かわい　ひろみ 2852 沖縄県
川合　まり子 かわい　まりこ 1830 静岡県
河合　めぐみ かわい　めぐみ 3398 埼玉県
川井　裕子 かわい　ゆうこ 726 石川県
河合　裕子 かわい　ゆうこ 3777 京都市
河合　祥江 かわい　よしえ 1399 奈良県 祥:異体字
川合　律子 かわい　りつこ 3594 大阪府
川内　有美子 かわうち　ゆみこ 3224 広島市
川上　賀代子 かわかみ　かよこ 3452 広島市
川上　増美 かわかみ　ますみ 2039 神奈川県
川口　千佳 かわぐち　ちか 3958 埼玉県
川口　直美 かわぐち　なおみ 4109 東京都
川口　初代 かわぐち　はつよ 3920 東京都
川口　美千代 かわぐち　みちよ 2217 長崎県
川口　由佳 かわぐち　ゆか 4085 大阪府
川口　淑子 かわぐち　よしこ 4062 兵庫県

川越　裕子 かわごえ　ひろこ 868 東京都
川崎　さゆり かわさき　さゆり 1996 熊本県 崎:異体字
河崎　利江 かわさき　としえ 1273 滋賀県
川崎　博美 かわさき　ひろみ 3263 兵庫県 崎:異体字
河崎　好子 かわさき　よしこ 1534 香川県
川島　明希子 かわしま　あきこ 4015 東京都
川島　佳祐 かわしま　けいすけ 3541 横浜市
川嶋　知子 かわしま　ともこ 3010 神奈川県
川島　浩子 かわしま　ひろこ 3650 京都市
川島　みどり かわしま　みどり 281 埼玉県
川島　裕子 かわしま　ゆうこ 1796 埼玉県
川島　陽子 かわしま　ようこ 569 神奈川県
川島　好子 かわしま　よしこ 162 東京都
川宿田　清子 かわしゅくだ　せいこ 3617 北九州市 清:異体字
川瀬　孝美 かわせ　たかみ 747 和歌山県
川瀬　世理子 かわせ　よりこ 2229 東京都 瀬:異体字
川添　悦子 かわぞえ　えつこ 1891 兵庫県
川添　雅史 かわぞえ　まさふみ 446 兵庫県
河田　絢 かわた　あや 2312 滋賀県
川田　扶美子 かわた　ふみこ 1564 千葉県
川田　保代 かわだ　やすよ 2917 東京都
川内　けい子 かわち　けいこ 907 東京都
川鶴　和子 かわつる　かずこ 2552 京都市
川手　秀己 かわて　ひでみ 102 京都府
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河西　公美子 かわにし　くみこ 2780 横浜市
川根　薫 かわね　かおる 143 千葉市
川根　紀夫 かわね　のりお 425 千葉市
川野　一広 かわの　かずひろ 1119 東京都
河野　真衣 かわの　まい 3070 東京都
河野　悠子 かわの　ゆうこ 596 東京都
川畑　明子 かわはた　あきこ 440 茨城県
川端　あゆみ かわばた　あゆみ 2584 和歌山県
川原　富美子 かわはら　ふみこ 1803 福岡県
河原　富裕子 かわはら　ふゆこ 1116 神奈川県
川平　早希 かわひら　さき 3415 さいたま市
川俣　智枝子 かわまた　ちえこ 2005 栃木県
川真田　光子 かわまた　みつこ 2003 徳島県
川村　絢子 かわむら　あやこ 2409 三重県
河村　久美子 かわむら　くみこ 2267 さいたま市
川村　佑季 かわむら　ゆき 3006 横浜市
川本　明彦 かわもと　あきひこ 15 名古屋市
川本　裕子 かわもと　ひろこ 1035 東京都
河本　みゆき かわもと　みゆき 3360 広島県
川本　綾子 かわもと　りょうこ 3851 大阪府
神尾　優子 かんお　ゆうこ 3168 東京都
菅木　美惠子 かんき　みえこ 2084 岡山県 菅:異体字
神崎　昌子 かんざき　まさこ 3891 東京都
神沢　明子 かんざわ　あきこ 755 埼玉県
神田　あおい かんだ　あおい 3346 さいたま市
神田　久美子 かんだ　くみこ 1426 宮崎県
神田　照子 かんだ　てるこ 455 横浜市
菅田　誠士 かんだ　まさし 3618 香川県
菅野　智美 かんの　ともみ 1439 東京都
菅野　範子 かんの　のりこ 2952 沖縄県
官能　愛 かんのう　あい 3282 鳥取県
神庭　真理子 かんば　まりこ 2956 東京都
上場　ゆり かんば　ゆり 2534 愛媛県
神林　陽子 かんばやし　ようこ 3240 東京都
神邉　敦子 かんべ　あつこ 2550 愛知県
雁丸　新一 がんまる　しんいち 3372 千葉県
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