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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
久川　浩太郎 くがわ　こうたろう 2062 千葉県
久川　洋子 くがわ　ようこ 2061 千葉県
久川　亮子 くがわ　りょうこ 2359 群馬県
日下　恵 くさか　めぐみ 1754 東京都
日下部　由美子 くさかべ　ゆみこ 33 堺市
草野　真範 くさの　まさのり 2515 東京都
櫛田　彩子 くしだ　あやこ 1898 京都府
楠　圭子 くすのき　けいこ 2414 神戸市
葛原　智子 くずはら　ともこ 2337 川崎市
楠見　香代子 くすみ　かよこ 1131 東京都
楠本　恵利子 くすもと　えりこ 3596 兵庫県
楠本　和子 くすもと　かずこ 2231 奈良県
楠本　博江 くすもと　ひろえ 1052 愛媛県
久多良木　裕子 くたらぎ　ゆうこ 2848 大分県
朽木　早苗 くちき　さなえ 3487 愛知県
口田　美代子 くちだ　みよこ 2728 東京都
工藤　悦子 くどう　えつこ 2595 大分県
工藤　紀久江 くどう　きくえ 271 東京都
工藤　幸子 くどう　さちこ 417 青森県
工藤　聖子 くどう　せいこ 2016 埼玉県
工藤　淑子 くどう　としこ 519 千葉県
工藤　知子 くどう　ともこ 2469 福岡県
工藤　ひとみ くどう　ひとみ 2226 秋田県
宮東　優子 くとう　ゆうこ 1489 仙台市
国井　由起 くにい　ゆき 1918 千葉県
國近　洋子 くにちか　ひろこ 971 広島県
國頭　雅美 くにとう　まさみ 1641 兵庫県
國廣　生久代 くにひろ　いくよ 264 鳥取県
椚　桂子 くぬぎ　けいこ 3481 東京都
久保　麻子 くぼ　あさこ 3553 東京都
窪　笑歌 くぼ　えみか 1946 神奈川県
久保　すみ子 くぼ　すみこ 2738 大阪府
久保　典子 くぼ　のりこ 1427 東京都
久保　裕昭 くぼ　ひろあき 2148 大阪府
久保　恵 くぼ　めぐむ 92 大阪府
久保　幸子 くぼ　ゆきこ 1396 鹿児島県
久保木　弘子 くぼき　ひろこ 266 神奈川県
久保田　昭人 くぼた　あきひと 1496 札幌市
窪田　博子 くぼた　ひろこ 2375 高知県
久保田　美惠子 くぼた　みえこ 1620 岩手県
窪田　麗子 くぼた　れいこ 635 宮崎県
熊谷　千恵 くまがい　ちえ 4031 東京都

熊谷　宏子 くまがい　ひろこ 360 東京都
熊谷　裕子 くまがい　ひろこ 2784 神奈川県
熊谷　愛子 くまがえ　あいこ 1257 大分県
熊木　洋子 くまき　ようこ 2695 東京都
熊坂　健一 くまさか　けんいち 466 神奈川県
久米　圭子 くめ　けいこ 1233 神戸市
久米　伸子 くめ　のぶこ 1023 愛知県
久米　紀子 くめ　のりこ 1350 神奈川県
久米　由美子 くめ　ゆみこ 3358 静岡県
粂原　祥子 くめはら　しょうこ 3356 埼玉県
倉内　亜紀 くらうち　あき 3824 青森県
倉知　延章 くらち　のぶあき 761 福岡市
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倉坪　由紀恵 くらつぼ　ゆきえ 1436 東京都
倉持　美和 くらもち　みわ 1460 東京都
倉持　祐子 くらもち　ゆうこ 3269 東京都
倉本　圭子 くらもと　けいこ 4033 広島県

藏本　久美子 くらもと　くみこ 3254 山口県
倉本　文代 くらもと　ふみよ 1333 石川県
倉本　芳子 くらもと　よしこ 1910 神奈川県
倉谷　慶子 くらや　けいこ 1570 東京都
栗田　淳子 くりた　きよこ 3566 大阪府
栗田　忍 くりた　しのぶ 3973 東京都

栗田　まり くりた　まり 1312 横浜市
栗林　ひろ子 くりばやし　ひろこ 1516 埼玉県
栗原　巴 くりはら　ともえ 2017 東京都
栗原　博史 くりはら　ひろし 3071 東京都
栗原　まさ子 くりはら　まさこ 542 群馬県
栗原　桃子 くりはら　ももこ 2580 東京都
栗山　喜代子 くりやま　きよこ 3310 千葉県
栗山　惠子 くりやま　けいこ 1251 長野県
栗山　典 くりやま　ふみ 391 京都市
黒石　恵理子 くろいし　えりこ 3318 静岡市
黒坂　美智代 くろさか　みちよ 245 名古屋市
黒崎　順子 くろさき　じゅんこ 150 神奈川県 崎:異体字
黒崎　ゆかり くろさき　ゆかり 2735 石川県
黒沢　千穂 くろさわ　ちほ 2651 さいたま市
黒澤　眞弓 くろさわ　まゆみ 1618 川崎市
黒澤　るみ子 くろさわ　るみこ 3438 東京都
黒須　奈穂湖 くろす　なほこ 4028 東京都
黒住　知代 くろずみ　ともよ 3979 東京都

黒田　明子 くろだ　あきこ 886 さいたま市
黒田　明子 くろだ　あきこ 2737 東京都
黒田　久美子 くろだ　くみこ 3579 奈良県
黒田　さやか くろだ　さやか 1939 京都市
黒田　卓也 くろだ　たくや 2687 京都市
黒滝　しのぶ くろたき　しのぶ 1077 千葉県
黒滝　弘子 くろたき　ひろこ 217 青森県
黒本　絵里子 くろもと　えりこ 2839 東京都
桑井　奈穂美 くわい　なほみ 3242 兵庫県
桑田　愛子 くわた　あいこ 2201 島根県
桑原　麻子 くわばら　あさこ 3854 東京都 桑:異体字
桑原　俊子 くわはら　としこ 2102 徳島県
桑原　裕子 くわばら　ゆうこ 1771 群馬県
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