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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
椎名　輝子 しいな　てるこ 1577 東京都
椎名　庸惠 しいな　なみえ 3606 さいたま市
塩崎　章子 しおざき　あきこ 470 神奈川県
塩崎　八重子 しおざき　やえこ 2688 愛知県 崎:異体字
塩澤　有香 しおざわ　ゆか 2796 栃木県
塩治　良子 しおじ　りょうこ 1059 埼玉県
塩田　美枝子 しおだ　みえこ 1111 横浜市
塩濱　浩美 しおはま　ひろみ 1344 大阪府
塩見　幸子 しおみ　さちこ 294 大阪府
塩屋　壽子 しおや　ひさこ 2160 鹿児島県
塩山　幸子 しおやま　ゆきこ 828 東京都
重　政子 しげ　まさこ 487 佐賀県
重本　多恵子 しげもと　たえこ 1511 広島市
重森　睦美 しげもり　むつみ 3488 岡山県
宍戸　悦子 ししど　えつこ 934 福島県
宍戸　通泰 ししど　みちやす 379 京都府
志田　英男 しだ　ひでお 920 新潟市
志田　幸江 しだ　ゆきえ 993 新潟市
地頭江　晶子 じとうえ　あきこ 2268 大阪府
品川　美智子 しながわ　みちこ 1219 栃木県
篠　和子 しの　かずこ 3119 東京都
篠　幸子 しの　ゆきこ 587 埼玉県
篠田　久惠 しのだ　ひさえ 1780 名古屋市
篠塚　正行 しのづか　まさゆき 292 東京都
篠原　慶 しのはら　ちか 1300 埼玉県
篠原　伸子 しのはら　のぶこ 2460 山梨県
篠原　まい しのはら　まい 3731 兵庫県
篠原　真紀子 しのはら　まきこ 3000 東京都
篠原　隆子 しのはら　りゅうこ 3379 東京都
芝　優子 しば　ゆうこ 3778 愛媛県
柴草　悦子 しばくさ　えつこ 193 東京都
柴崎　恵理子 しばさき　えりこ 1576 東京都 崎:異体字
柴崎　保雄 しばさき　やすお 348 埼玉県
柴田　文 しばた　あや 3564 埼玉県
柴田　志保 しばた　しほ 2801 東京都
柴田　すみ子 しばた　すみこ 98 山口県
柴田　浩志 しばた　ひろし 504 京都市
柴田　康成 しばた　やすなり 810 栃木県
芝高　薫 しばたか　かおる 1373 徳島県 高:異体字
芝村　史 しばむら　ふみ 2969 東京都
柴山　友美 しばやま　ともみ 959 大阪府
柴山　めぐみ しばやま　めぐみ 392 東京都
渋谷　悌子 しぶや　ていこ 231 札幌市
渋谷　秀子 しぶや　ひでこ 2823 宮城県
渋谷　三子 しぶや　みつこ 3928 横浜市
島崎　雅代 しまざき　まさよ 3121 大阪市 崎:異体字
島多　明美 しまだ　あけみ 4012 埼玉県

嶋田　加代子 しまだ　かよこ 549 東京都
嶌田　壽美 しまだ　としみ 3571 奈良県
嶋田　智子 しまだ　ともこ 2879 宮崎県
島田　奈美子 しまだ　なみこ 2479 大阪府
島谷　弥生 しまたに　やよい 339 山口県
嶋野　ふじ江 しまの　ふじえ 3987 東京都
島袋　鈴美 しまぶく　すずみ 3795 沖縄県
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島本　喜美子 しまもと　きみこ 1966 千葉県
島本　麻衣子 しまもと　まいこ 3323 広島県
嶋本　美香 しまもと　みか 3470 和歌山県
清水　愛 しみず　あい 3107 東京都
清水　厚子 しみず　あつこ 4007 神奈川県

清水　歩 しみず　あゆみ 2577 富山県
清水　育代 しみず　いくよ 2913 大阪府
清水　惠美 しみず　えみ 3297 東京都
清水　聖美 しみず　きよみ 3193 埼玉県
清水　久美子 しみず　くみこ 1952 横浜市
清水　徹 しみず　とおる 3439 さいたま市
清水　智子 しみず　ともこ 1238 神奈川県
清水　朋子 しみず　ともこ 1454 和歌山県
清水　文江 しみず　ふみえ　 80 埼玉県
清水　真由美 しみず　まゆみ 2973 横浜市
清水　美砂子 しみず　みさこ 1874 東京都
清水　美津江 しみず　みつえ 698 群馬県
清水　美弥 しみず　みや 2486 京都府
清水　里奈 しみず　りな 1432 東京都
清水　礼子 しみず　れいこ 3129 岡山市
志村　千佳子 しむら　ちかこ 1961 大阪市
志村　治能 しむら　はるの 1967 東京都
志村　麻里子 しむら　まりこ 3440 東京都
下岡　直子 しもおか　なおこ 2945 広島県
下郡山　洋子 しもこおりやま　ようこ 384 東京都
下坂　幸恵 しもさか　さちえ 3458 兵庫県
下坂　由美子 しもさか　ゆみこ 4009 京都府
下崎　佐保里 しもさき　さほり 1107 神戸市 崎:異体字
下島　秀子 しもじま　ひでこ 3194 東京都
下瀬　和恵 しもせ　かずえ 1256 長崎県
下田　照美 しもだ　てるみ 2327 東京都
下田　康惠 しもだ　やすえ 2752 大阪府
下谷　奈津子 しもたに　なつこ 2246 奈良県
下村　敬子 しもむら　けいこ 2553 横浜市
下本　祐二 しももと　ゆうじ 916 宮崎県
下山田　絢子 しもやまだ　あやこ 31 川崎市
首藤　由美子 しゅとう　ゆみこ 2134 大分県
庄　克己 しょう　かつみ 47 京都府
庄　里美 しょう　さとみ 2508 京都府
上木　明美 じょうき　あけみ 2817 札幌市
正司　久美子 しょうじ　くみこ 1836 島根県
正司　浩美 しょうじ　ひろみ 2441 山口県
昌子　誠 しょうじ　まこと 453 島根県
庄子　陽子 しょうじ　ようこ 1886 仙台市
性全　幸 しょうぜん　さち 1326 東京都
正躰　弥生 しょうたい　やよい 2415 岡山県
菖蒲　ひろみ しょうぶ　ひろみ 1999 和歌山県
白井　和美 しらい　かずみ 1887 香川県
白井　久美子 しらい　くみこ 766 茨城県
白井　こう しらい　こう 2694 東京都
白井　武 しらい　たけし 499 大阪府
白井　知美 しらい　ともみ 1781 横浜市
白井　弘美 しらい　ひろみ 576 滋賀県
白石　武子 しらいし　たけこ 511 埼玉県
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白石　宏美 しらいし　ひろみ 3051 神戸市
白石　光子 しらいし　みつこ 704 岡山市
白壁　由里子 しらかべ　ゆりこ 1809 山梨県
白川　友子 しらかわ　ともこ 831 香川県
白木　圭子 しらき　けいこ 357 東京都
白倉　未貴 しらくら　みき 2576 埼玉県
白澤　和子 しらさわ　かずこ 439 神奈川県
白澤　麻弓 しらさわ　まゆみ 955 茨城県
白須　和子 しらす　かずこ 402 東京都
白戸　純子 しらと　じゅんこ 2151 東京都
白波瀬　美由紀 しらはせ　みゆき 3587 奈良県 瀬:異体字
志和　由子 しわ　ゆうこ 1572 高知県
新　富美香 しん　ふみか 1504 広島市
新江　惠子 しんえ　けいこ 2350 埼玉県
新家　加世子 しんけ　かよこ 2745 広島県
新城　満喜子 しんじょう　まきこ 989 神戸市
新谷　佳子 しんたに　よしこ 2007 埼玉県
進藤　恭子 しんどう　きょうこ 2074 秋田県
真藤　千枝 しんどう　ちえ 108 東京都
新藤　夏枝 しんどう　なつえ 2926 埼玉県
新藤　保代 しんどう　やすよ 115 川崎市
進藤　洋子 しんどう　ようこ 4088 東京都
新内 和美 しんない　かずみ 2110 山口県
新中　理恵子 しんなか　りえこ 133 横浜市
神野　つねみ じんの　つねみ 3127 愛媛県
神野　透 じんの　とおる 66 北海道
新納　真梨子 しんのう　まりこ 3944 仙台市
神保　明美 じんぼ　あけみ 1360 山形県
新村　きよみ しんむら　きよみ 834 山口県
新村　貴子 しんむら　たかこ 3017 千葉県
新免　修 しんめん　おさむ 1816 大阪府
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