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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
田井　忍 たい　しのぶ 3110 横浜市
田家　慎平 たいえ　しんぺい 3117 千葉県
田家　佳子 たいえ　よしこ 2568 東京都
平　英司 たいら　えいじ 1324 滋賀県
平　かおる たいら　かおる 3076 埼玉県
平良　裕希 たいら　ゆき 3755 東京都
太尾田　玲子 たおだ　れいこ 881 神奈川県
多賀　成美 たが　なるみ 3550 横浜市
多賀　真里子 たが　まりこ 351 神戸市
高井　恵美 たかい　えみ 2376 東京都 高:異体字
高井　洋 たかい　ひろし 1086 東京都
高井　恵美 たかい　めぐみ 138 京都市
高内　利枝 たかうち　りえ 3101 東京都 高:異体字
高尾　朋子 たかお　ともこ 3326 新潟県
高岡　愉美子 たかおか　ゆみこ 451 大阪府 高:異体字
高木　久仁子 たかぎ　くにこ 1711 奈良県 高:異体字
高木　隆行 たかぎ　たかゆき 214 三重県 高:異体字
高木　智子 たかぎ　ともこ 2398 大阪府
高木　大子 たかき　ひろこ 3612 三重県 高:異体字
高木　三和子 たかぎ　みわこ 3500 東京都 高:異体字
高木　洋子 たかぎ　ようこ 253 福島県
高木　陽子 たかぎ　ようこ 2243 東京都 高:異体字
高木　洋子 たかぎ　ようこ 3689 岐阜県 高:異体字
高倉　尊広 たかくら　たかひろ 4074 佐賀県 高:異体字

高桑　慎一 たかくわ　しんいち 1698 長野県 高:異体字
高崎　あや たかさき　あや 2954 埼玉県 高:異体字　崎:異体字　

高篠　千鶴　 たかしの　ちづる 2025 埼玉県 高:異体字
高島　美佐 たかしま　みさ 3684 神戸市
高島　由美子 たかしま　ゆみこ 3013 東京都
高須　一美 たかす　かずみ 64 東京都
高須賀　佳子 たかすか　けいこ 2726 愛媛県 高:異体字
高須賀　ちえみ たかすか　ちえみ　 1401 愛媛県 高:異体字
高瀬　悦子 たかせ　えつこ 1437 福岡市
高瀬　修一 たかせ　しゅういち 923 大阪府 高:異体字
高瀬　由美 たかせ　ゆみ 4063 広島県

高瀬　るみ子 たかせ　るみこ 2277 京都市 高:異体字
高田　加奈 たかだ　かな 3219 札幌市 高:異体字
高田　直樹 たかだ　なおき 2083 東京都
高田　英樹 たかだ　ひでき 318 栃木県 高:異体字
高田　博美 たかだ　ひろみ 2528 岡山県 高:異体字
高田　美香 たかだ　みか 3123 愛知県
高田　ルリ子 たかだ　るりこ 4067 仙台市 高:異体字

高津　潤子 たかつ　じゅんこ 1927 札幌市
高道　恵美子 たかどう　えみこ 673 富山県
鷹取　七緒 たかとり　なお 1730 埼玉県
高野　恵美子 たかの　えみこ 3338 横浜市 高:異体字
髙野　憶良 たかの　おくら 1232 東京都 高:異体字
高野　英子 たかの　ひでこ 3692 神奈川県 高:異体字
高野　三智子 たかの　みちこ 1895 京都市 高:異体字
高野　由賀利 たかの　ゆかり 70 大阪府
高野　由紀 たかの　ゆき 3426 福岡県 高:異体字
高橋　章 たかはし　あきら　 1299 横浜市
高橋　恵美 たかはし　えみ 2114 群馬県 高:異体字
高橋　かおる たかはし　かおる 1906 広島県 高:異体字
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高橋　かおる たかはし　かおる 2031 東京都 高:異体字
高橋　和子 たかはし　かずこ 1794 山梨県 高:異体字
高橋　克彦 たかはし　かつひこ 53 群馬県 高:異体字
高橋　キミ子 たかはし　きみこ 2644 新潟県
高橋　清明 たかはし　きよあき 1867 東京都 高:異体字
高橋　精子 たかはし　きよこ 2392 川崎市
高橋　清子 たかはし　きよこ 3441 東京都
高橋　喜代美 たかはし　きよみ 3249 東京都 高:異体字
高橋　久仁子 たかはし　くにこ 2517 東京都
高橋　けい子 たかはし　けいこ 557 東京都 高:異体字
高橋　憲一 たかはし　けんいち 1049 福島県
高橋　健一 たかはし　けんいち 1541 岩手県 高:異体字
高橋　幸子 たかはし　こうこ 136 青森県 高:異体字
高橋　小菊 たかはし　こぎく 1036 東京都 高:異体字
高橋　悟 たかはし　さとる 68 三重県
高橋　志乃布 たかはし　しのぶ 1443 群馬県 高:異体字
高橋　貴枝 たかはし　たかえ 113 埼玉県
高橋　千春 たかはし　ちはる 2153 岩手県 高:異体字
高橋　智子 たかはし　ともこ 2911 横浜市
高橋　尚美 たかはし　なおみ 1217 東京都 高:異体字
高橋　なつ子 たかはし　なつこ 1792 埼玉県 高:異体字
高橋　奈奈 たかはし　なな 3749 千葉県 高:異体字
高橋　伸子 たかはし　のぶこ 1441 埼玉県 高:異体字
高橋　伸之 たかはし　のぶゆき 3691 兵庫県 高:異体字　橋:異体字

高橋　はるみ たかはし　はるみ 532 北海道
高橋　英明 たかはし　ひであき 1744 福島県
高橋　富士子 たかはし　ふじこ 3631 福島県
高橋　真軌 たかはし　まき 1148 東京都
高橋　マサ子 たかはし　まさこ 3757 埼玉県 高:異体字　橋:異体字

高橋　正美 たかはし　まさみ 1782 神奈川県
高橋　真澄 たかはし　ますみ 221 群馬県 髙:異体字
高橋　真理 たかはし　まり 599 横浜市 高:異体字
高橋　美佳 たかはし　みか 3873 埼玉県
高橋　美樹子 たかはし　みきこ 299 秋田県
高橋　路子 たかはし　みちこ 2510 千葉県 高:異体字
高橋　充 たかはし　みつる 3028 名古屋市
高橋　美之 たかはし　みゆき 362 三重県
高橋　美代子 たかはし　みよこ 1444 千葉県
高橋　行成 たかはし　ゆきなり 3175 埼玉県
高橋　祐見子 たかはし　ゆみこ 1905 神奈川県
高橋　百合子 たかはし　ゆりこ 1406 さいたま市 高:異体字
高橋　由利子 たかはし　ゆりこ 3328 山形県 高:異体字
高橋　利枝子 たかはし　りえこ 432 長野県
高橋　吏江子 たかはし　りえこ 3609 奈良県
高畑　訓子 たかはた　よみこ 429 北海道
高濵　知巳 たかはま　ともみ 4070 神奈川県 高:異体字
高浜　理加 たかはま　りか 1672 広島県
高林　和代 たかばやし　かずよ 2402 京都市 高:異体字
高原　和美 たかはら　かずみ 352 山口県
高見　千里 たかみ　ちさと 2467 兵庫県 高:異体字
高見　典子 たかみ　のりこ 1757 京都府 高:異体字
高見　三男 たかみ　みつお 156 愛知県 高:異体字
田上　雄太 たがみ　ゆうた 3665 宮崎県
高宮　知子 たかみや　ともこ 3148 福岡県 高:異体字
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高村　知子 たかむら　ともこ 2981 沖縄県 高:異体字
高本　純子 たかもと　じゅんこ 1943 大阪府 高:異体字
高柳　志保 たかやなぎ　しほ 2505 群馬県 柳:異体字
高柳　規子 たかやなぎ　のりこ 620 石川県
高柳　まり子 たかやなぎ　まりこ 980 横浜市 高:異体字  柳:異体字

高柳　美保 たかやなぎ　みほ 3396 東京都 高:異体字
高山　久仁子 たかやま　くにこ 3508 富山県 高:異体字
高山　恵子 たかやま　けいこ 2748 大阪府
髙山　智恵子 たかやま　ちえこ 960 東京都 高:異体字
高山　睦子 たかやま　むつこ 2185 東京都 高:異体字
高羅　ちずる たから　ちずる 3075 北海道 高:異体字
田川　孝詞 たがわ　たかふみ 2119 横浜市
瀧尾　真実 たきお　まみ 3865 東京都
瀧尾　陽太 たきお　ようた 3796 東京都
瀧川　智子 たきがわ　ともこ 75 大阪府
滝口　則子 たきぐち　のりこ 1631 静岡県
滝口　美濃 たきぐち　みの 2307 東京都
瀧澤　亜紀 たきざわ　あき 633 神奈川県
滝沢　勝子 たきざわ　かつこ 3085 東京都
滝田　真紀 たきた　まき 3869 福島県
瀧野　みちる たきの　みちる 610 兵庫県
滝畠　恵 たきはた　めぐみ 2959 北海道
滝元　悦子 たきもと　えつこ 2118 大阪府
田口　悦子 たぐち　えつこ 1092 長野県
田口　潤子 たぐち　じゅんこ 1254 東京都
田口　智恵子 たぐち　ちえこ 1799 愛知県
田口　知子 たぐち　ともこ 1000 岐阜県
田口　麗子 たぐち　れいこ 3758 埼玉県
武井　章哲 たけい　あきのり 1812 静岡県
武居　文乃 たけい　ふみの 1098 神奈川県
武井　誠 たけい　まこと 1871 東京都
武居　みさ たけい　みさ 51 長野県
竹井　友子 たけい　ゆうこ 4072 京都市
竹内　恵子 たけうち　けいこ 740 相模原市
竹内　幸子 たけうち　さちこ 2940 埼玉県
竹内　昌子 たけうち　しょうこ 3209 札幌市
竹内　七恵 たけうち　ななえ 2593 東京都
竹内　牧子 たけうち　まきこ 255 埼玉県
竹内　雅美 たけうち　まさみ 2036 茨城県
竹内　正美 たけうち　まさみ 3256 長野県
竹内　瑞恵 たけうち　みずえ 973 愛媛県
竹内　深幸 たけうち　みゆき 1987 大阪府
竹尾　恭子 たけお　やすこ 1001 福岡市
武岡　勇 たけおか　いさむ 522 札幌市
竹澤　貴子 たけざわ　たかこ 996 栃木県
竹澤　和香子 たけざわ　わかこ 1510 名古屋市
竹下　武 たけした　たけし 335 大阪府
竹嶋　香絵 たけしま　かえ 1926 大阪市
竹添　恭代 たけぞえ　やすよ 2475 兵庫県
武田　有多子 たけだ　うたこ 443 福島県
武田　千鶴子 たけだ　ちづこ 3145 千葉県
武田　まゆみ たけだ　まゆみ 2857 東京都
竹田　万里子 たけだ　まりこ 770 岐阜県
武田　みつ子 たけだ　みつこ 192 東京都
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武田　美幸 たけだ　みゆき 3005 東京都
武田　美代子 たけだ　みよこ 1934 北海道
竹谷　由利江 たけたに　ゆりえ 2403 奈良県
竹中　和枝 たけなか　かずえ 1227 東京都
竹中　美子 たけなか　よしこ 715 和歌山県
竹中　芳子 たけなか　よしこ 817 兵庫県
竹林　伸子 たけばやし　のぶこ 2874 東京都
竹林　ゆみ たけばやし　ゆみ 3221 大阪府
竹林　良子 たけばやし　よしこ 4047 大阪府

竹村　勝行 たけむら　かつゆき 2290 北海道
竹村　規子 たけむら　のりこ 1128 埼玉県
竹村　美加 たけむら　みか 3718 神戸市
武山　美恵子 たけやま　みえこ 286 仙台市
田澤　美佐惠 たざわ　みさえ 2898 東京都
田島　外志美 たじま　としみ 2648 東京都
田嶋　真由美 たしま　まゆみ 2755 長崎県
田尻　清美 たじり　きよみ 1455 長崎県 尻:異体字
田代　悦子 たしろ　えつこ 594 東京都
田代　夏江 たしろ　なつえ 799 埼玉県
多田　睦子 ただ　むつこ 559 横浜市
橘　紀子 たちばな　のりこ 3568 東京都
田付　英子 たづけ　ひでこ 3711 大阪市
立野　佳弥子 たつの　かやこ 860 東京都
龍原　尚美 たつはら　なおみ 3767 東京都
龍山　洋 たつやま　ひろし 900 愛媛県
立石　聡子 たていし　さとこ 2883 東京都
立石　佳子 たていし　よしこ 176 大阪市
立直　文子 たてなお　ふみこ 401 高知県
立野　元気光義 たての　げんきみつよし 2271 横浜市
田寺　玲子 たでら　れいこ 2369 兵庫県
田中　文 たなか　あや 1981 東京都
田中　恵理子 たなか　えりこ 1462 高知県
田中　エリ子 たなか　えりこ 1768 滋賀県
田中　和江 たなか　かずえ 1703 福岡県
田中　紀美子 たなか　きみこ 20 東京都
田中　清 たなか　きよ 342 横浜市
田中　恭子 たなか　きょうこ 904 東京都
田中　清 たなか　きよし 94 さいたま市
田中　欣也 たなか　きんや 1472 滋賀県
田中　久美 たなか　くみ 791 大阪府
田中　惠子 たなか　けいこ 1644 東京都
田中　佐知子 たなか　さちこ 575 愛媛県
田中　準子 たなか　じゅんこ 1958 兵庫県
田中　順子 たなか　じゅんこ 2805 福岡県
田中　精一 たなか　せいいち 159 東京都
田中　聖子 たなか　せいこ 674 福岡県
田中　智里 たなか　ちさと 1366 東京都
田中　照代 たなか　てるよ 3614 宮崎県
田中　年始子 たなか　としこ 2718 大阪府
田中　のり子 たなか　のりこ 10 東京都
田中　紀子 たなか　のりこ 282 東京都
田中　寿代 たなか　ひさよ 2155 大阪府
田中　裕子 たなか　ひろこ 2177 青森県
田中　ひろみ たなか　ひろみ 1140 三重県
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田中　麻衣 たなか　まい 3997 東京都
田中　文栄 たなか　ふみえ 731 島根県
田中　雅子 たなか　まさこ 1995 東京都
田中　満寿江 たなか　ますえ 672 鳥取県
田中　美佐保 たなか　みさお 2958 北海道
田中　美智子 たなか　みちこ 3471 千葉市
田中　三津子 たなか　みつこ 677 和歌山県
田中　美都里 たなか　みどり 421 東京都
田中　美穂 たなか　みほ 2835 神戸市
田中　美穂 たなか　みほ 3551 東京都
田中　睦 たなか　むつみ 1769 滋賀県
田中　結夏 たなか　ゆか 3998 埼玉県
田中　佑季 たなか　ゆき 3103 東京都
田中　由紀子 たなか　ゆきこ 1066 東京都
田中　由美 たなか　ゆみ 1070 奈良県
田中　陽子 たなか　ようこ 2166 宮崎県
田中　良子 たなか　よしこ 3151 長野県
田中　理恵 たなか　りえ 2966 大阪市
田辺　里子 たなべ　さとこ 1537 埼玉県
田邉　奈保子 たなべ　なおこ 1902 大阪府
田邊　紀子 たなべ　のりこ 3098 埼玉県
谷　勇男 たに　いさお 375 京都市
谷　千春 たに　ちはる 88 東京都
谷　麻理 たに　まり 3118 東京都
谷井　彰子 たにい　あきこ 3064 堺市
谷井　優子 たにい　ゆうこ 3272 広島県
谷内　絵里 たにうち　えり 2483 石川県
谷岡　浄子 たにおか　きよこ 1922 広島市
谷川　洋子 たにがわ　ようこ 1612 熊本市
谷口　恭子 たにぐち　きょうこ 797 石川県
谷口　三津子 たにぐち　みつこ 2257 神戸市
谷口　由子 たにぐち　よしこ 1627 愛知県
谷田　道子 たにだ　みちこ 35 東京都
谷野　道雄 たにの　みちお 3189 広島県
谷林　寿美子 たにばやし　すみこ 3199 大阪府
谷村　隆人 たにむら　りゅうと 1506 東京都
谷村　涼子 たにむら　りようこ 3761 東京都
谷本　明代 たにもと　あきよ 3759 東京都
谷本　一雄 たにもと　かずお 2507 名古屋市
谷元　千鶴 たにもと　ちづる 2699 兵庫県
谷本　信子 たにもと　のぶこ 2847 岡山市
谷本　美帆 たにもと　みほ 3996 千葉県

谷山　隆子 たにやま　たかこ 2559 広島県 隆:異体字
田沼　三恵 たぬま　みえ 2360 静岡県
田根　亜由子 たね　あゆこ 2789 島根県
田野　美佳 たの　みか 3442 東京都
田畑　恵子 たばた　けいこ 1687 神奈川県
田畑　真由美 たばた　まゆみ 3204 横浜市
田畑　真里 たばた　まり 225 石川県
田平　久美 たひら　くみ 2291 福岡県
田淵　尚子 たぶち　しょうこ 3673 和歌山県
田渕　千惠子 たぶち　ちえこ 1202 滋賀県
田淵　千春 たぶち　ちはる 4042 鹿児島県
玉置　聡子 たまおき　さとこ 2019 福岡県
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玉置　優子 たまおき　ゆうこ 1056 長野県
玉田　美恵子 たまだ　みえこ 3171 大阪市
玉手　千晶 たまて　ちあき 175 札幌市
多丸　京子 たまる　きょうこ 2669 岐阜県
田宮　裕乃 たみや　ひろの 2135 静岡県
田村　貴子 たむら　あつこ 146 千葉市
田村　泉 たむら　いずみ 320 宮崎県
田村　和子 たむら　かずこ 1767 東京都
田村　梢 たむら　こずえ 2828 横浜市 梢:異体字
田村　静香 たむら　しずか 3646 千葉市
田村　博子 たむら　ひろこ 4096 東京都
田村　佑奈 たむら　ゆうな 4035 神戸市
田村　吉江 たむら　よしえ 1490 長野県
田村　善子 たむら　よしこ 403 長野県
田山　明美 たやま　あけみ 2731 千葉県
多羅尾　恵三子 たらお　えみこ 1034 三重県
俵　浩美 たわら　ひろみ 3275 山口県
丹治　喜世 たんじ　きよ 2169 東京都
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