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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
小池　勝敏 こいけ　かつとし 700 神奈川県
小石　恵里子 こいし　えりこ 2953 北海道
小石川　克枝 こいしかわ　かつえ 3602 福島県
小泉　和子 こいずみ　かずこ 120 横浜市
小泉　聡子 こいずみ　さとこ 1487 千葉県
小出　昭子 こいで　あきこ 721 東京都
小出　新一 こいで　しんいち 74 京都府
小出　由美子 こいで　ゆみこ 3198 新潟県
肥沼　珠江 こいぬま　たまえ 3907 東京都
幸泉　正子 こういずみ　まさこ 1499 神戸市
幸澤　由子 こうさわ　ゆうこ 2556 秋田県
幸田　悦子 こうだ　えつこ 2634 神奈川県
幸田　晶子 こうだ　しょうこ 3043 奈良県
幸田　直太郎 こうだ　なおたろう 127 東京都
江田　美智子 こうだ　みちこ 2972 北九州市
合田　陽子 ごうだ　ようこ 3588 東京都
香田　佳子 こうだ　よしこ 2521 佐賀県
上妻　佳美 こうづま　よしみ 1317 大阪市
河野　恵美 こうの　えみ 1808 山梨県
河野　静枝 こうの　しずえ 927 愛媛県
河野　順子 こうの　じゅんこ 2679 横浜市
河野　民子 こうの　たみこ 926 大分県
鴻野　真紀子 こうの　まきこ 2142 石川県
河野　光子 こうの　みつこ 1507 東京都
河野　みゆき こうの　みゆき 195 埼玉県
河野　美子 こうの　よしこ 1125 神奈川県
郷間　忍 ごうま　しのぶ 3830 埼玉県
郷間　秀美 ごうま　ひでみ 3792 栃木県
河本　環 こうもと　たまき 372 大阪市
粉川　直典 こかわ　なおふみ 3557 和歌山県
古起　祐子 こき　ゆうこ 2638 川崎市
國分　貴美子 こくぶ　きみこ 2370 神戸市
小久保　壮太郎 こくぼ　そうたろう 3287 東京都
小久保　美紀 こくぼ　みき 3382 東京都
小暮　清美 こぐれ　きよみ 848 東京都
小暮　英美 こぐれ　ひでみ 2113 群馬県
小坂　美子 こさか　よしこ 1862 東京都
小崎　まどか こさき　まどか 2154 京都府 崎:異体字
小澤　智美 こざわ　さとみ 3802 滋賀県
越川　かおる こしかわ　かおる 1664 東京都
越田　和子 こしだ　かずこ 4059 神戸市
越野　幸也 こしの　ゆきや 2340 東京都
兒島　佳織 こじま　かおり 1841 兵庫県
兒島　和美 こじま　かずみ 3819 広島県
小島　順子 こじま　じゅんこ 2033 茨城県
小島　裕子 こじま　ひろこ 3988 横浜市
小島　祐美 こじま　ゆみ 1556 横浜市
小島　與枝子 こじま　よしこ 724 東京都
輿水　清子 こしみず　きよこ 1696 山梨県
小菅　秀 こすげ　しゅう 3284 神奈川県
巨瀬　緑 こせ　みどり 1941 東京都
古関　綾子 こせき　あやこ 3866 福島県
小平　純子 こだいら　じゅんこ 1342 東京都
小竹　啓子 こたけ　けいこ 1741 堺市
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小谷　恵里 こたに　えり 1192 名古屋市
小谷　輝美 こだに　てるみ 55 鳥取県
小谷　美弥子 こたに　みやこ 2128 広島市
児玉　泉 こだま　いずみ 2525 広島市
児玉　恭子 こだま　きょうこ 1316 静岡県
児玉　麻紀 こだま　まき 3142 和歌山県
児玉　真弓 こだま　まゆみ 2555 愛媛県
児玉　優子 こだま　ゆうこ 4026 名古屋市 兒：異体字
小鶴　智子 こづる　ともこ 1917 茨城県
小寺　敦子 こてら　あつこ 2962 大阪市
小寺　ひろ美 こてら　ひろみ 1662 埼玉県
後藤　圭子 ごとう　けいこ 1048 東京都
後藤　聡子 ごとう　さとこ 1494 奈良県
後藤　忍 ごとう　しのぶ 59 青森県
後藤　純江 ごとう　すみえ 2776 新潟市
後藤　典子 ごとう　のりこ 3213 東京都
後藤　英予 ごとう　はなよ 1037 神奈川県
後藤　真澄 ごとう　ますみ 3353 愛知県
後藤　眞奈美 ごとう　まなみ 1733 福岡県
後藤　眞由美 ごとう　まゆみ 2631 さいたま市
後藤　未来 ごとう　みき 2332 神奈川県
後藤　裕子 ごとう　ゆうこ 1306 福島県
後藤　由紀子 ごとう　ゆきこ 3226 さいたま市
後藤　由紀子 ごとう　ゆきこ 3789 埼玉県
小徳　良枝 ことく　よしえ 3975 東京都 德：異体字
琴塚　幸子 ことづか　ゆきこ 2045 横浜市
小西　加寿子 こにし　かずこ 3413 川崎市
小西　貴美子 こにし　きみこ 261 京都市
小西　智晶 こにし　ちあき 2179 兵庫県
小西　徹 こにし　とおる 1633 川崎市
小西　一美 こにし　ひとみ 1329 山梨県
小西　博之 こにし　ひろゆき 3111 広島市
小西　昌美 こにし　まさみ 3453 静岡県
小沼　惠美子 こぬま　えみこ 895 群馬県
此川　梨可 このかわ　りか 4104 岐阜県
木庭　結雅 こば　ゆか 3187 熊本市
小畑　祥子 こばたけ　よしこ 1199 群馬県
小濱　規男 こはま　のりお 612 長崎県
小林　昭子 こばやし　あきこ 3735 福島県
小林　章 こばやし　あきら 63 埼玉県
小林　和子 こばやし　かずこ 515 相模原市
小林　君恵 こばやし　きみえ 356 東京都
小林　久美子 こばやし　くみこ 3393 広島市
小林　惠子 こばやし　けいこ 1721 東京都
小林　圭子 こばやし　けいこ 1804 東京都
小林　祥子 こばやし　さちこ 3455 横浜市
小林　静乃 こばやし　しずの 3302 横浜市
小林　志乃 こばやし　しの 3257 神奈川県
小林　孝子 こばやし　たかこ 131 福島県
小林　倫子 こばやし　のりこ 1720 三重県
小林　倫子 こばやし　のりこ 3641 東京都
小林　初美 こばやし　はつみ 34 東京都
小林　晴美 こばやし　はるみ 2079 東京都
小林　日笑美 こばやし　ひふみ 1188 秋田県
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小林　浩 こばやし　ひろし 2732 千葉県
小林　正子 こばやし　まさこ 2145 大阪市
小林　昌之 こばやし　まさゆき 219 東京都
小林　真由美 こばやし　まゆみ 505 東京都
小林　真里絵 こばやし　まりえ 2304 千葉県
小林　美貴恵 こばやし　みきえ 412 埼玉県
小林　美代子 こばやし　みよこ 3283 東京都
小林　八千代 こばやし　やちよ 28 川崎市
小林　由美子 こばやし　ゆみこ 2365 東京都
小林　羊子 こばやし　ようこ 2138 静岡市
小林　陽子 こばやし　ようこ 2294 京都市
小林　容子 こばやし　ようこ 2474 岐阜県
小林　佳江 こばやし　よしえ 537 東京都
小林　慶美 こばやし　よしみ 1103 群馬県
小平　友美 こびら　ともみ 2985 群馬県
小開　弘美 こびらき　ひろみ 978 石川県
古渕　勝美 こぶち　かつみ 2210 神戸市
小堀　美智子 こぼり　みちこ 201 石川県
小巻　陽子 こまき　ようこ 936 神戸市
小松　加代 こまつ　かよ 3904 東京都
小松　順子 こまつ　じゅんこ 2437 福島県
小松　孝兆 こまつ　たかよし 2836 東京都
小松　智美 こまつ　ともみ 2640 東京都
小松　由紀子 こまつ　ゆきこ 1550 札幌市
小松　里枝 こまつ　りえ 1477 香川県
小峯　眞子 こみね　なおこ 899 相模原市
小宮山　志津子 こみやま　しづこ 2858 川崎市
小室　ゆかり こむろ　ゆかり 103 神奈川県
米野　規子 こめの　のりこ 1104 大阪府
小森　和子 こもり　かずこ 2988 大阪市
小森　球美子 こもり　くみこ　 458 東京都
呉屋　文絵 ごや　ふみえ 3925 東京都
子安　由美 こやす　ゆみ 2798 大阪府
小谷田　路代 こやた　みちよ 3300 東京都
小谷地　伸子 こやち　のぶこ 880 東京都
小薮　惠美子 こやぶ　えみこ 389 和歌山県
小山　郁美 こやま　いくみ 3205 神奈川県
小山　勝宏 こやま　かつひろ 61 群馬県
小山　智惠子 こやま　ちえこ 2440 横浜市
小山　徹基 こやま　てつき 1236 大阪府
小山　敏子 こやま　としこ 62 群馬県
小山　秀樹 こやま　ひでき 862 広島県
小山　英子 こやま　ひでこ 32 川崎市
小山　昌子 こやま　まさこ 1701 京都府
小山　康恵 こやま　やすえ 4087 さいたま市
小山　陽子 こやま　ようこ 4032 兵庫県
小山田　寿子 こやまだ　としこ 2256 長崎県
小屋松　一子 こやまつ　いつこ 129 東京都
五葉　淳子 ごよう　じゅんこ 1228 福岡県 葉:異体字
小代崎　修子 こよさき　しゅうこ 65 鹿児島県
是澤　美代子 これさわ　みよこ 4099 奈良県
木幡　とし子 こわた　としこ 814 東京都
権田　槇枝 ごんだ　まきえ 577 大阪府
近藤　栄子 こんどう　えいこ 1328 三重県
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近藤　絵美 こんどう　えみ 4014 埼玉県
近藤　くみ子 こんどう　くみこ 1980 横浜市
近藤　幸一 こんどう　こういち 296 京都市
近藤　千津子 こんどう　ちづこ 2187 京都府
近藤　ちゆき こんどう　ちゆき 3456 名古屋市
近藤　奈緒美 こんどう　なおみ 2965 三重県
近藤　史江 こんどう　ふみえ 2677 愛知県
近藤　真紀 こんどう　まき 3116 神戸市
近藤　眞由美 こんどう　まゆみ 3558 堺市
近藤　ゆかり こんどう　ゆかり 2404 名古屋市
近藤　由貴子 こんどう　ゆきこ 3091 東京都
今野　明子 こんの　あきこ 2928 東京都
紺野　礎乃子 こんの　そのこ 2081 東京都
今野　法子 こんの　のりこ 2300 山形県
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