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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
日置　司 ひおき　つかさ 406 埼玉県
日置　淑美 ひおき　よしみ 2772 横浜市
東　邦子 ひがし  くにこ 2 東京都
東　淳之 ひがし　あつゆき 823 福岡県
東　幸子 ひがし　さちこ 1668 広島市
東　早苗 ひがし　さなえ 2736 岡山県
疋田　江里子 ひきだ　えりこ 2190 大分県
樋口　あやこ ひぐち　あやこ 3065 札幌市
樋口　文美 ひぐち　あやみ 3687 東京都
樋口　公子 ひぐち　きみこ 642 福岡県
樋口　早苗 ひぐち　さなえ 2417 東京都
樋口　真弓 ひぐち　まゆみ 502 東京都
樋口　道雄 ひぐち　みちお 2935 札幌市
彦谷　いづみ ひこたに　いづみ 2775 石川県
久永　佳弘 ひさなが　よしひろ 1654 鹿児島県
久松　京子 ひさまつ　きょうこ 1191 横浜市
久松　寛子 ひさまつ　ひろこ 2793 三重県
菱田　伊津美 ひしだ　いづみ 509 奈良県
肥田　智子 ひだ　ともこ 477 大阪府
飛田　眞公子 ひだ　まきこ 2109 川崎市
飛騨　佳美 ひだ　よしみ 1743 京都市 騨:異体字
日高　純子 ひだか　じゅんこ 2610 千葉県 高:異体字
日高　春美 ひだか　はるみ 322 宮崎県 高:異体字
日高　美沙妃 ひだか　みさき 3912 宮崎県 高:異体字
日高　弥生 ひだか　やよい 800 福岡市
日高　良子 ひだか　よしこ 3823 大阪府 高:異体字
日名　由美 ひな　ゆみ 3633 東京都
日野　亮子 ひの　あきこ 921 滋賀県
日野　恵美子 ひの　えみこ 3897 北九州市
日野　中佐子 ひの　ちさこ 1524 広島市
日比野　まり子 ひびの　まりこ 1106 東京都
比屋根　由美子 ひやね　ゆみこ 1723 岩手県
日向　恵 ひゅうが　めぐみ 2065 東京都
兵働　晶子 ひようどう　あきこ 2443 東京都
兵頭　晶子 ひょうどう　しょうこ 785 愛媛県
平井　朋香 ひらい　ともか 2889 鹿児島県
平井　朋美 ひらい　ともみ 3598 長野県
平井　正子 ひらい　まさこ 77 横浜市
平井　裕子 ひらい　ゆうこ 1513 神戸市
平岡　薫 ひらおか　かおる 3068 さいたま市
平岡　広子 ひらおか　ひろこ 2829 相模原市
平岡　弘美 ひらおか　ひろみ 2927 岡山市
平川　信夫 ひらかわ　のぶお 400 秋田県
平川　富貴子 ひらかわ　ふきこ 3333 千葉県
平坂　梢 ひらさか　こずえ 1409 東京都
平澤　紀行 ひらさわ　のりゆき 2497 東京都
平田　恵美 ひらた　えみ 3331 さいたま市
平田　智子 ひらた　ともこ 822 東京都
平田　菜保香 ひらた　なほか 1647 東京都
平田　幸枝 ひらた　ゆきえ 3661 京都府
平塚　信行 ひらつか　のぶゆき 96 埼玉県
平塚　眞希子 ひらつか　まきこ 1688 さいたま市
平塚　由美子 ひらつか　ゆみこ 1575 東京都
平沼　直美 ひらぬま　なおみ 2531 東京都
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平野　育美 ひらの　いくみ 867 さいたま市
平野　克 ひらの　かつ 3078 東京都
平野　浩二 ひらの　こうじ 891 東京都
平野　直美 ひらの　なおみ 3339 大阪府
平野　真衣子 ひらの　まいこ 3476 さいたま市
平野　真由美 ひらの　まゆみ 1889 東京都
平生　孝子 ひらばえ　たかこ 3524 熊本市
平林　紅実子 ひらばやし　くみこ 2554 長野県
平松　節子 ひらまつ　せつこ 6 東京都
平松　弘子 ひらまつ　ひろこ 1139 兵庫県
平松　靖一郎 ひらまつ　やすいちろう 3008 愛知県
平峰　美子 ひらみね　よしこ 207 北九州市
平本　珠美 ひらもと　たまみ 1779 横浜市
廣岡　愛 ひろおか　あい 3248 京都市
廣川　和子 ひろかわ　かずこ 1347 新潟市
広瀬　弥生 ひろせ　やよい 2377 神奈川県
廣田　治雄 ひろた　はるお 843 福岡市
廣田　美幸 ひろた　みゆき 2982 滋賀県
廣津　侑実子 ひろつ　ゆみこ 2901 東京都
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