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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
内藤　尚美 ないとう　なおみ 293 千葉県
内藤　信子 ないとう　のぶこ 2043 横浜市
内藤　正子 ないとう　まさこ 1235 さいたま市
直井　彩香 なおい　あやか 3948 神奈川県
直井[山口]　龍子 なおい[やまぐち]　りゅうこ 1407 鹿児島県 ※旧姓併記
直岡　匡子 なおおか　きょうこ 3995 東京都
直原　宏司 なおはら　ひろし 1660 鹿児島県
名嘉　みど里 なか　みどり 2770 東京都
中　有美 なか　ゆみ 3140 三重県
永井　泉 ながい　いずみ 2069 川崎市
仲井　和枝 なかい　かずえ 613 神戸市
永井　邦子 ながい　くにこ 1983 東京都
長井　貴宏 ながい　たかひろ 3114 福岡市
永井　珠央 ながい　たまお 3390 東京都
永井　照子 ながい　てるこ 369 大阪府
永井　壽代 ながい　ひさよ 3022 愛知県
永井　まち子 ながい　まちこ 539 東京都
永井　康義 ながい　やすよし 790 北海道
永井　陽子 ながい　ようこ 4000 浜松市
永石　富美子 ながいし　とみこ 2690 愛媛県
中江　さとみ なかえ　さとみ 3460 鳥取県
長江　ひろみ ながえ　ひろみ 2844 札幌市
長尾　公美子 ながお　くみこ 128 徳島県
中尾　隆広 なかお　たかひろ 1032 和歌山県
中尾　裕子 なかお　ひろこ 3040 大阪府
永尾　浩子 ながお　ひろこ 2711 福岡市
長尾　真知子 ながお　まちこ 2643 堺市
中尾　麻理子 なかお　まりこ 2027 東京都
長尾　美和 ながお　みわ 3357 和歌山県
長尾　優子 ながお　ゆうこ 3309 大阪府
中尾　礼二 なかお　れいじ 386 熊本県
長尾　和歌子 ながお　わかこ 2512 青森県
長岡　章子 ながおか　あきこ 1649 川崎市
永岡　香織 ながおか　かおり 2890 大阪府
仲上　裕子 なかがみ　ひろこ 72 兵庫県
中川　篤史 なかがわ　あつし 3308 奈良県
中川　成子 なかがわ　しげこ 1417 さいたま市
中川　醇誓 なかがわ　じゅんせい 608 埼玉県
中川　章子 なかがわ　しょうこ 132 北海道
中川　智子 なかがわ　ともこ 2408 三重県
中川　久子 なかがわ　ひさこ 3473 広島県
中川　浩子 なかがわ　ひろこ 1421 京都府
中川　真弓 なかがわ　まゆみ 3109 横浜市
中川　洋子 なかがわ　ようこ 2729 奈良県
中川　理恵 なかがわ　りえ 1397 大阪府
中川原　美子 なかがわら　よしこ 73 青森県
中来田　奈緒 なかきた　なお 2566 兵庫県
長坂　三由紀 ながさか　みゆき 1267 長野県
長崎　千佳恵 ながさき　ちかえ 2619 浜松市
長崎　泰子 ながさき　やすこ 3745 横浜市
中里　朋代 なかさと　ともよ 3306 東京都
長里　尚子 ながさと　なおこ 1272 東京都
長澤　さつき ながさわ　さつき 1827 東京都
中澤　千秋 なかざわ　ちあき 2978 埼玉県
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永沢　千佳子 ながさわ　ちかこ 2048 横浜市
長澤　眞智子 ながさわ　まちこ 2450 堺市
中澤　由美子 なかざわ　ゆみこ 1349 群馬県
中島　あい子 なかじま　あいこ 295 京都市
中嶋　亜紀 なかじま　あき 1284 札幌市
中島　亜紀子 なかじま　あきこ 1196 千葉県
長島　悦子 ながしま　えつこ 2540 神奈川県
中島　和 なかじま　かず 1294 東京都
中嶋　和子 なかじま　かずこ 327 長野県
中嶋　香世 なかじま　かよ 237 東京都
中嶋　佳代 なかじま　かよ 2032 東京都
中島　喜久代 なかしま　きくよ 1727 東京都
永嶋　幸子 ながしま　さちこ 1940 横浜市
中島　純子 なかじま　じゅんこ 1568 東京都
中嶋　千鶴 なかしま　ちづる 2925 鳥取県
中島　輝美 なかじま　てるみ 3082 東京都
中島　奈緒 なかしま　なお 3235 福岡市
中嶋　直子 なかじま　なおこ 878 川崎市
中島　七奈 なかしま　なな 3818 広島市
中島　裕子 なかしま　ひろこ 1897 福岡県
中島　美江子 なかしま　みえこ 144 大阪市
中島　美智代 なかしま　みちよ 343 熊本市
中島　みゆき なかしま　みゆき 1947 岡山県
仲島　友香里 なかじま　ゆかり 3385 埼玉県
長嶋　由香里 ながしま　ゆかり 3018 千葉県
中島　理子 なかじま　りこ 1440 川崎市
長嶋　玲子 ながしま　れいこ 2184 東京都
仲宗根　紀子 なかそね　のりこ 1492 沖縄県
中曽根　麻紀 なかそね　まき 1353 埼玉県
中田　啓子　 なかた　けいこ　 826 東京都
永田　澄香 ながた　すみか 461 長崎県
永田　雅子 ながた　まさこ 3820 福岡市
中田　ヤス子 なかた　やすこ 2286 北海道
永田　良江 ながた　よしえ 893 愛知県
永田　佳子 ながた　よしこ 2730 大阪市
中田　玲子 なかだ　れいこ 1200 さいたま市
中谷　優子 なかたに　ゆうこ 659 神奈川県
中塚　志保 なかつか　しほ 3917 岡山市
中塚　隆子 なかつか　たかこ 1835 大阪府
中妻　泰子 なかつま　やすこ 2547 神戸市
中都　弥生 なかと　やよい 3131 神奈川県
長友　由佳子 ながとも　ゆかこ 3940 神奈川県
中西　恭子 なかにし　きょうこ 514 山口県
中西　恵子 なかにし　けいこ 2746 三重県
中西　富恵 なかにし　とみえ 793 北海道
中西　正浩 なかにし　まさひろ 1532 東京都
中西　茂斗子 なかにし　もとこ 3626 大阪府
長沼　悦子 ながぬま　えつこ 2626 神奈川県
長沼　知子 ながぬま　さとこ 1169 東京都
長沼　弘子 ながぬま　ひろこ 1899 埼玉県
中根　敬子 なかね　けいこ 2774 東京都
中根　賢治 なかね　けんじ 558 大阪府
中根　美春 なかね　みはる 624 愛知県
中野　京子 なかの　きょうこ 2565 埼玉県
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中野　佐世子 なかの　さよこ 189 東京都
中野　純子 なかの　じゅんこ 3700 横浜市
中野　千鶴子 なかの　ちづこ 2181 横浜市
永野　透 ながの　とおる 720 山形県
中野　知子 なかの　ともこ 1305 山口県
永野　久惠 ながの　ひさえ 1402 京都市
長野　秀樹 ながの　ひでき 2592 長崎県
仲野　裕子 なかの　ひろこ 1542 東京都
永野　ひろこ ながの　ひろこ 2671 千葉県
長野　真基子 ながの　まきこ 851 長崎県
長野　雅男 ながの　まさお 21 秋田県
中野　まり子 なかの　まりこ 3850 川崎市
中野　美智子 なかの　みちこ 1471 愛知県
中野　恵 なかの　めぐみ 3218 茨城県
中野　有希 なかの　ゆき 2439 茨城県
長野　幸子 ながの　ゆきこ 1468 福岡市
中野　令子 なかの　れいこ 534 東京都
中橋　露子 なかはし　つゆこ 450 富山県
長浜　栄昭 ながはま　えいそう 1760 堺市
中浜　博 なかはま　ひろし 3167 鹿児島県
中浜　美知子 なかはま　みちこ 525 神奈川県
中原　啓子 なかはら　けいこ 2652 名古屋市
中原　奈津子 なかはら　なつこ 1806 福岡県
中原　奈美 なかはら　なみ 2103 千葉市
中原　由利香 なかはら　ゆりか 2696 福岡県
中原　洋子 なかはら　ようこ 1160 東京都
中平　眞弓 なかひら　まゆみ 629 高知県
永淵　恭子 ながふち　きょうこ 2489 福岡市
中間　田佳子 なかま　たかこ 3143 鹿児島県
仲間　裕子 なかま　ひろこ 554 沖縄県
仲松　大樹 なかまつ　だいき 3780 京都市
長松　郁弥 ながまつ　ふみひさ 3577 埼玉県
永峰　幸子 ながみね　さちこ 2285 相模原市
中村　明美 なかむら　あけみ 2611 滋賀県
中村　敦子 なかむら　あつこ 1026 熊本県
中村　恵梨香 なかむら　えりか 3259 仙台市
中村　佳応子 なかむら　かおこ 2814 東京都
中村　薫 なかむら　かおる 2757 東京都
中村　和代 なかむら　かずよ 4039 福岡県

中村　香苗 なかむら　かなえ 3805 愛媛県
中村　公子 なかむら　きみこ 1661 大阪府
中村　京子 なかむら　きょうこ 2697 愛媛県
中村　健司 なかむら　けんじ 3164 東京都
中村　郷子 なかむら　さとこ 1929 相模原市
中村　純子 なかむら　じゅんこ 287 岡山市
仲村  多雅枝 なかむら　たかえ 628 秋田県
中村　貴子 なかむら　たかこ 3959 東京都
中村　千鶴子 なかむら　ちずこ 1345 兵庫県
中村　直子 なかむら　なおこ 687 東京都
中村　直子 なかむら　なおこ 3173 長野県
中村　典子 なかむら　のりこ 3343 島根県
中村　秀子 なかむら　ひでこ 71 北海道
中村　瞳 なかむら　ひとみ 3909 鹿児島県
中村　ひろ子 なかむら　ひろこ 19 奈良県
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中村　宏美 なかむら　ひろみ 2781 東京都
中村　まゆみ なかむら　まゆみ 3910 東京都
中村　みずほ なかむら　みずほ 1681 東京都
中村　美裕 なかむら　みゆう 4111 東京都
中村　美之 なかむら　みゆき 1823 東京都
中村　美代子 なかむら　みよこ 733 東京都
中村　美代子 なかむら　みよこ 3576 宮崎県
中村　美和 なかむら　みわ 2090 大阪府
中村　雄一 なかむら　ゆういち 1394 京都府
中村　由佳利 なかむら　ゆかり 3445 千葉県
中村　わかな なかむら　わかな 3768 京都市
仲本　順子 なかもと　じゅんこ 419 沖縄県
中本　智子 なかもと　ちこ 416 広島市
中本　美鈴 なかもと　みすず 1606 山口県
中森　志保 なかもり　しほ 2570 広島市
中森　雅子 なかもり　まさこ 1372 滋賀県
中森　正子 なかもり　まさこ 3744 東京都
中屋敷　いづみ なかやしき　いづみ 744 北海道
中山　明子 なかやま　あきこ 1434 埼玉県
中山　明美 なかやま　あけみ 2001 埼玉県
長山　綾 ながやま　あや 2287 京都市
中山　加代 なかやま　かよ 1064 三重県
中山　清美 なかやま　きよみ 1014 東京都
中山　淳 なかやま　じゅん 2253 静岡県
長山　純子 ながやま　じゅんこ 1216 神奈川県
永山　奈津子 ながやま　なつこ 3764 大阪府
中山　訓子 なかやま　のりこ 3432 東京都
中山　美奈子 なかやま　みなこ 2963 東京都
永山　容子 ながやま　ようこ 2260 北九州市
中山　よしこ なかやま　よしこ 3386 大阪市
中吉　光子 なかよし　みつこ 588 京都市
南雲　君子 なぐも　きみこ 3446 埼玉県
南雲　陽香 なぐも　はるか 1146 さいたま市
梨木　さやか なしき　さやか 1555 島根県
梨本　惠子 なしもと　けいこ 905 東京都
那須　里美 なす　さとみ 2606 埼玉県
那須　弘子 なす　ひろこ 3063 京都市
奈須　博幸 なす　ひろゆき 82 大分県
夏林　恵 なつばやし　めぐみ 3889 岩手県
夏目　恭子 なつめ　きょうこ 1388 東京都
名取　由起子 なとり　ゆきこ 1100 神奈川県
七木田　かおる ななきだ　かおる 1438 岩手県
鍋島　里美 なべしま　さとみ 1135 大阪府
鍋島　裕子 なべしま　ゆうこ 3890 東京都
浪川　成海 なみかわ　しげみ 1864 横浜市
浪越　壽美子 なみこし　すみこ 995 高知県
苗村　裕美 なむら　ひろみ 3597 兵庫県
行谷　敦子 なめがや　あつこ 1105 神奈川県
奈良　歩 なら　あゆみ 3228 東京都
成川　美智子 なりかわ　みちこ 545 神奈川県
成澤　由衣 なりさわ　ゆい 3547 東京都
成田　一代 なりた　かずよ 739 千葉県
成田　真由美 なりた　まゆみ 3540 埼玉県
成田　洋子 なりた　ようこ 1485 仙台市
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成海　規容子 なるうみ　みよこ 2964 横浜市
成尾　清美 なるお　きよみ 2673 大阪市
成島　理恵 なるしま　りえ 1195 茨城県
名和　真未 なわ　まみ 4071 岐阜県

南隅　浩子 なんぐう　ひろこ 1629 香川県
南雲　悦子 なんくも　えつこ 3868 東京都
南野　壽美子 なんの　すみこ 2655 横浜市
難波　和輝 なんば　かずき 2825 埼玉県
難波　幸子 なんば　さちこ 2242 神奈川県
難波　友加 なんば　ゆか 3397 岡山市
難波　理香 なんば　りか 3814 東京都
南里　清美 なんり　きよみ 3878 東京都
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