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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
南風盛　直子 はえもり　なおこ 2885 沖縄県
羽賀　和子 はが　かずこ 3365 新潟県
芳賀　奈津美 はが　なつみ 1508 岩手県
芳賀　奈穂美 はが　なほみ 2015 北海道
芳賀　房子 はが　ふさこ 2498 さいたま市
萩原　さつき はぎはら　さつき 2641 滋賀県
萩原　映子 はぎわら　えいこ 2379 東京都
萩原　恵美子 はぎわら　えみこ 3170 福岡市
萩原　数一 はぎわら　かずいち 854 兵庫県
萩原　多和子 はぎわら　たわこ 3313 埼玉県 萩:異体字
萩原　まゆみ はぎわら　まゆみ 1789 神奈川県
箱田　祥乃 はこだ　よしの 2855 広島市
羽澤　大地 はざわ　ともくに 3014 札幌市
橋詰　恭子 はしづめ　きょうこ 1087 兵庫県
橋爪　博幸 はしづめ　ひろゆき 211 京都府
橋本　明美 はしもと　あけみ 3833 兵庫県
橋本　あすか はしもと　あすか 3377 埼玉県
橋本　泉 はしもと　いずみ 3020 愛知県
橋本　一郎 はしもと　いちろう 686 東京都
橋本　和子 はしもと　かずこ 3683 和歌山県
橋本　久美子 はしもと　くみこ 3828 岡山県
橋本　幸子 はしもと　さちこ 472 福岡県
橋本　妙子 はしもと　たえこ 1530 京都市
橋本　秀子 はしもと　ひでこ 2656 熊本県
橋本　房子 はしもと　ふさこ 3042 岡山県
橋本　布美子 はしもと　ふみこ 2740 三重県
橋本　真由美 はしもと　まゆみ 1805 福岡県
橋本　美紀 はしもと　みき 3325 茨城県
橋本　実智子 はしもと　みちこ 818 横浜市
橋本　光顕 はしもと　みつあき 2623 大阪市
橋本　由希子 はしもと　ゆきこ 1084 札幌市
橋本　由美子 はしもと　ゆみこ 2906 兵庫県
橋本　佳子 はしもと　よしこ 2943 横浜市
橋本　玲子 はしもと　れいこ 1915 広島県
走出　美由紀 はしりで　みゆき 1390 東京都
蓮池　通子 はすいけ　みちこ 1270 茨城県
長谷川　亜由美 はせがわ　あゆみ 626 群馬県
長谷川　佳代 はせがわ　かよ 2306 京都府
長谷川　清子 はせがわ　きよこ 3176 東京都
長谷川　久美子 はせがわ　くみこ 1053 横浜市
長谷川　智美 はせがわ　さとみ 2792 福井県
長谷川　さとみ はせがわ　さとみ 2804 名古屋市
長谷川　秀一 はせがわ　しゅういち 2333 川崎市
長谷川　達也 はせがわ　たつや 341 新潟県
長谷川　多美子 はせがわ　たみこ 1180 横浜市
長谷川　友子 はせがわ　ともこ 1015 東京都
長谷川　智美 はせがわ　ともみ 3317 石川県
長谷川　晋之 はせがわ　のぶゆき 3772 鳥取県
長谷川　富久子 はせがわ　ふくこ 3340 大阪府
長谷川　眞子 はせがわ　まさこ 1638 大阪府
長谷川　雅代 はせがわ　まさよ 350 兵庫県
長谷川　真理 はせがわ　まり 1921 鹿児島県
長谷川　美紀 はせがわ　みき 3539 東京都
長谷川　美幸 はせがわ　みゆき 3112 横浜市

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター



手話通訳士名簿
【は】

2/4

氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
長谷川　ゆかり はせがわ　ゆかり 1584 愛知県
長谷部　那津絵 はせべ　なつえ 3073 埼玉県
葉田　京子 はだ　きょうこ 750 熊本市
羽田　敬緯子 はだ　けいこ 2165 岐阜県
秦　さやか はた　さやか 3924 兵庫県
波多　眞由美 はだ　まゆみ 1147 東京都
波多　美由紀 はた　みゆき 2916 三重県
幡鎌　敏 はたかま　さとし 2297 静岡市
幡鎌　美恵子 はたかま　みえこ 498 静岡市
畑上　宏子 はたがみ　ひろこ 1223 埼玉県
畠山  慶子 はたけやま　けいこ 325 北海道
畠山　純恵 はたけやま　すみえ 2980 川崎市
畠山　初美 はたけやま　はつみ 3447 北海道
畠山　宏美 はたけやま　ひろみ 3262 大阪市
畠山　康子 はたけやま　やすこ 964 東京都
畑内　進 はたない　すすむ 3066 さいたま市
畑中　喜代子 はたなか　きよこ 3179 長野県
畠中　ひろみ はたなか　ひろみ 1283 北九州市
旗谷　易博 はたや　やすひろ 2444 東京都
初澤　径 はつざわ　けい 3714 埼玉県
蓮子　都 はつし　みやこ 2840 東京都
服部　裕子 はっとり　ゆうこ 2163 静岡県
服部　裕紀子 はつとり　ゆきこ 2372 千葉県
羽鳥　和子 はとり　かずこ 49 群馬県
花香　信宏 はなか　のぶひろ 2279 奈良県
花形　和子 はながた　かずこ 3717 埼玉県
花田　国明 はなだ　くにあき 1869 静岡市
花摘　純子 はなつみ　じゅんこ 1802 東京都
花村　有利子 はなむら　ゆりこ 52 長野県
花山　教子 はなやま　きょうこ 1177 大阪府
羽成　かおる はなり　かおる 1130 神奈川県
馬場　傑 ばば　すぐる 954 茨城県
馬場　真美 ばば　まみ 3519 東京都
羽場　弥生 はば　やよい 2578 岡山県
馬場　路易子 ばば　るいこ 650 石川県
馬場　玲子 ばば　れいこ 1992 東京都
羽生　ミヨ はぶ　みよ 2642 大阪府
濱　希美子 はま　きみこ 1907 福岡県
濱　ジツ子 はま　じつこ 1948 北九州市
濱崎　明 はまざき　あきら 3150 静岡市 崎:異体字
濱崎　典明 はまさき　のりあき 563 兵庫県 崎:異体字
濱島　純子 はましま　じゅんこ 3434 東京都 濱:異体字
濱田　彰子 はまだ　あきこ 2822 東京都 濱:異体字
濱田　映実 はまだ　えみ 2719 大分県 濱:異体字
濱田　里美 はまだ　さとみ 2564 高知県
濱田　伸子 はまだ　のぶこ 3956 茨城県
濱田　徳子 はまだ　のりこ 948 鹿児島県 濱:異体字
濱田　典子 はまだ　のりこ 1203 宮崎県 濱:異体字
濱田　みさを はまだ　みさを 787 東京都
濱野　知美 はまの　ともみ 3532 神奈川県 濱:異体字
濱野　秀子 はまの　ひでこ 898 石川県
濱畑　久美子 はまはた　くみこ 361 鹿児島県 濱:異体字
浜辺　伸子 はまべ　のぶこ 3586 福岡市
濱本　計子 はまもと　けいこ 3335 広島県

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター



手話通訳士名簿
【は】

3/4

氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
浜谷　幸子 はまや　さちこ 314 長野県
濱渡　恵子 はまわたり　けいこ 2053 青森県
早川　かつみ はやかわ　かつみ 2216 新潟県
早川　幸代 はやかわ　さちよ 324 岐阜県
早川　高央 はやかわ　たかお 3096 埼玉県
早川　智美 はやかわ　ともみ 3461 埼玉県
早川　雅己 はやかわ　まさき 1693 鳥取県
早川　代志子 はやかわ　よしこ 3736 横浜市
早崎　千惠 はやさき　ちえ 2654 神戸市
林　厚子 はやし　あつこ 861 東京都
林　育代 はやし　いくよ 3019 名古屋市
林　恭子 はやし　きょうこ 2225 岡山市
林　淑子 はやし　すみこ 779 福岡市
林　時枝 はやし　ときえ 618 群馬県
林　智樹 はやし　ともき 112 愛知県
林　紀子 はやし　のりこ 966 東京都
林　春美 はやし　はるみ 1044 熊本市
林　比砂江 はやし　ひさえ 4004 東京都
林　富美子 はやし　ふみこ 2950 横浜市
林　美知子 はやし　みちこ 1950 福島県
林　峰子 はやし　みねこ 1170 京都府
林　恵美 はやし　めぐみ 1102 福井県
林　やよい はやし　やよい 3336 大阪府
林　遊日子 はやし　ゆひこ 2905 横浜市
林　律子 はやし　りつこ 2232 愛知県
林田　洋子 はやしだ　ようこ 776 東京都
端山　幸子 はやま　さちこ 555 東京都
原　恵美 はら　えみ 853 東京都
原　啓子 はら　けいこ 1039 山形県
原　恵子 はら　けいこ 3026 横浜市
原　恵子 はら　けいこ 3769 山口県
原　紀子 はら　のりこ 1605 北海道
原　文子 はら　ふみこ 1392 兵庫県
原口　かをる はらぐち　かをる 3984 東京都
原崎　純子 はらさき　じゅんこ 1949 大阪市
原園　美智代 はらぞの　みちよ 2422 鹿児島県
原田　和子 はらだ　かずこ 2412 青森県
原田　和美 はらだ　かずみ 2751 大阪府
原田　惠子 はらだ　けいこ 258 東京都
原田　啓子 はらだ　けいこ 844 東京都
原田　祥子 はらだ　さちこ 465 岡山市
原田　節子 はらだ　せつこ 178 広島市
原田　洋行 はらだ　ひろゆき 1149 東京都
原田　美奈子 はらだ　みなこ 1740 熊本市
原田　宗一 はらだ　むねかず 180 滋賀県
原田　揺子 はらだ　ようこ 4068 神戸市
原野　哲子 はらの　てつこ 1145 東京都
針谷　和子 はりや　かずこ 3949 群馬県
針山　和雄 はりやま　かずお 448 富山県
春山　直美 はるやま　なおみ 3496 千葉県
春山　由希子 はるやま　ゆきこ 3133 愛知県
春吉　陽子 はるよし　ようこ 3725 神奈川県
半澤　啓子 はんざわ　けいこ 218 仙台市
半田　和美 はんだ　かずみ 3800 愛媛県
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半田　貴子 はんだ　たかこ 3423 北九州市
半田　美香 はんだ　よしか 3251 横浜市
番留　智子 ばんどめ　ともこ 2509 静岡県
坂野　美鈴 ばんの　みすず 3797 愛知県
馬場　昌子 ばんば　しょうこ 3821 滋賀県
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