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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
木賀　真理子 きが　まりこ 2682 東京都
菊川　優加 きくかわ　ゆか 3582 香川県
喜久里　則子 きくざと　のりこ 847 沖縄県
菊池　あけみ きくち　あけみ 3178 千葉県
菊地　恵美子 きくち　えみこ 262 千葉県
菊池　和男 きくち　かずお 3208 埼玉県
菊池　克子 きくち　かつこ 2245 北海道
菊地　俊 きくち　たかし 1361 福島県
菊地　友子 きくち　ともこ 2347 埼玉県
菊地　直美 きくち　なおみ 1766 神奈川県
菊地　ぬい子 きくち　ぬいこ 2191 青森県
菊地　真紀子 きくち　まきこ 2637 東京都
菊地　めぐみ きくち　めぐみ 3863 和歌山県
木崎　奈津希 きざき　なつき 3664 兵庫県 崎:異体字
岸　綾乃 きし　あやの 3887 広島県
岸　博史 きし　ひろし 2206 石川県
岸　嘉子 きし　よしこ 2328 東京都
岸澤　陽子 きしざわ　ようこ 1954 埼玉県
岸田　和代 きしだ　かずよ 3771 大阪府
岸田　妙子 きしだ　たえこ 645 京都市
岸田　靖子 きしだ　やすこ 3201 東京都
木島　育代 きじま　やすよ 1143 東京都
杵島　由美子 きしま　ゆみこ 239 東京都
岸本　賀緒里 きしもと　かおり 2502 神戸市
木津　紗由香 きず　さゆか 3710 東京都
喜多　里美 きた　さとみ 1022 石川県
木多　浩子 きだ　ひろこ 390 東京都
来田　靖子 きだ　やすこ 4103 岐阜県
北尾　真由美 きたお　まゆみ 3957 福岡県
北岡　真美 きたおか　まみ 1330 東京都
北風　由佳 きたかぜ　ゆか 1843 福岡県
北川　知世 きたがわ　ちよ 692 京都市
北川　美惠 きたがわ　みえ 2681 和歌山県
北川　光子 きたがわ　みつこ 1463 東京都
北川　祐規子 きたがわ　ゆきこ 2501 京都市
北川　理佳 きたがわ　りか 1587 東京都
北澤　典子 きたざわ　のりこ 2867 東京都
北島　亜紀 きたじま　あき 2466 大阪府
北島　恵子 きたじま　けいこ 4029 東京都

北嶋　修美 きたじま　なおみ 2106 東京都
北田　美千代 きただ　みちよ 2123 東京都
木立　玲子 きだち　れいこ 2904 相模原市
木谷　玲子 きたに　れいこ 2702 神戸市
北野　あづさ きたの　あずさ 621 東京都
北林　かや きたばやし　かや 2318 東京都
北村　一子 きたむら　かずこ 2947 愛知県
北村　絹枝 きたむら　きぬえ 1880 東京都
北村　奈緒子 きたむら　なおこ 2461 名古屋市
北村　正美 きたむら　まさみ 2790 茨城県
喜多村　光江 きたむら　みつえ 592 横浜市
北村　由美 きたむら　ゆみ 1127 滋賀県
來山　典子 きたやま　のりこ 1518 広島県
吉川　絵巳子 きっかわ　えみこ 1617 高知県
木戸　ルリ子 きど　るりこ 670 鹿児島県
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城殿　祐子 きどの　ゆうこ 2618 東京都
木南　真美 きなみ　まみ 1764 大阪市
衣川　優里 きぬがわ　ゆり 3525 東京都
絹川　嘉子 きぬがわ　よしこ 981 神奈川県
杵鞭　加奈子 きねむち　かなこ 3012 新潟市
木野内　晶子 きのうち　あきこ 2586 大阪府
木下　昭子 きのした　あきこ 474 東京都
木下　耕一 きのした　こういち 637 茨城県
木下　剛 きのした　つよし 3482 熊本市
木下　治彦 きのした　はるひこ 1626 浜松市
木下　博 きのした　ひろし 308 京都市
木原　薫子 きはら　かおるこ 1924 福岡市
木原　ケイ子 きはら　けいこ 399 大分県
木原　成子 きはら　しげこ 3681 大阪府
君原　由美 きみはら　ゆみ 1255 愛媛県
金　仁寿 きむ　いんす 3935 東京都
金　泰成 きむ　てそん 3509 大阪市
木村　久美子 きむら　くみこ 771 神戸市
木村　久美子 きむら　くみこ 988 東京都
木村　桂子 きむら　けいこ 1132 埼玉県
木村　千枝子 きむら　ちえこ 2144 京都市
木村　智惠美 きむら　ちえみ 3941 広島市
木村　則子 きむら　のりこ 4005 東京都
木村　公之 きむら　ひろゆき 961 京都府
木村　文康 きむら　ふみやす 1302 仙台市
木村　誠 きむら　まこと 476 横浜市
木村　真知子 きむら　まちこ 3822 滋賀県
木村　美恵子 きむら　みえこ 4023 東京都

木村　美香 きむら　みか 3698 奈良県
木村　美佐子 きむら　みさこ 3417 横浜市
木村　光晴 きむら　みつはる 622 静岡県
木村　弥生 きむら　やよい 3513 兵庫県
木村　利江子 きむら　りえこ 152 横浜市
木村　涼子 きむら　りょうこ 2116 群馬県
木村　涼子 きむら　りょうこ 2957 新潟市
木目田　和子 きめた　かずこ 1355 東京都
木山　泰恵子 きやま　たえこ 2530 北海道
木山　直子 きやま　なおこ 2431 東京都
喜屋武　初美 きゃん　はつみ 3280 沖縄県
京極　敏子 きょうごく　としこ 2345 東京都
行司　裕紀 ぎょうじ　ゆき 1362 北海道
清岡　久美子 きよおか　くみこ 1935 大阪府
清岡　妙子 きよおか　たえこ 3049 堺市
清川　純子 きよかわ　じゅんこ 2400 札幌市
清洲　治子 きよす　はるこ 2955 東京都
清田　大輔 きよた　だいすけ 2209 佐賀県
清松　多絵 きよまつ　たえ 1598 奈良県
切塚　令子 きりづか　れいこ 1925 神戸市
桐原　サキ きりはら　さき 949 山梨県
桐山　淳子 きりやま　じゅんこ 3016 横浜市
桐山　真司 きりやま　しんじ 1268 大阪府
木脇　美津子 きわき　みつこ 3537 福岡市
金城　美保恵 きんじょう　みほえ 123 沖縄県
金原　則子 きんぱら　のりこ 2357 静岡県
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