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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
深井　恵子 ふかい　けいこ 359 長野県
深澤　久美子 ふかさわ　くみこ 2037 山梨県
深澤　有里 ふかざわ　ゆり 3972 東京都

深田　眞弓 ふかだ　まゆみ 1003 大阪市
深牧　聖子 ふかまき　せいこ 3605 福岡市
深海　篤行 ふかみ　あつゆき 4 神奈川県
深海　久美子 ふかみ　くみこ 5 神奈川県
布川　とよ子 ふかわ　とよこ 3305 群馬県
福井　京子 ふくい　きょうこ 2108 高知県
福井　扶佐子 ふくい　ふさこ 2892 和歌山県
福石　総子 ふくいし　さとこ 1763 東京都
福泉　郁子 ふくいずみ　いくこ 1652 熊本市
福尾　実代子 ふくお　みよこ 197 広島県
福岡　あゆみ ふくおか　あゆみ 3047 岐阜県
福岡　かずみ ふくおか　かずみ 3685 北九州市
福岡　幸子 ふくおか　さちこ 3846 福岡市
福崎　充子 ふくざき　あつこ 875 相模原市
福崎　裕子 ふくさき　ゆうこ 506 京都市 崎:異体字
福島　佳菜子 ふくしま　かなこ 3709 静岡市
福嶋　勢津子 ふくしま　せつこ 1590 香川県 福:異体字
福島　直人 ふくしま　なおと 3273 大阪府
福島　麻由美 ふくしま　まゆみ 174 北海道
福田　恵子 ふくだ　けいこ 3574 横浜市
福田　純子 ふくだ　じゅんこ 517 千葉県
福田　民子 ふくだ　たみこ 742 京都市
福田　とし子 ふくだ　としこ 3307 千葉県
福田　奈緒 ふくだ　なお 3039 札幌市
福田　直子 ふくだ　なおこ 3320 大阪府
福田　育弘 ふくだ　やすひろ 486 京都府
福田　恭世 ふくだ　やすよ 3368 大阪市
福田　裕 ふくだ　ゆたか 110 東京都
福留　真紀 ふくどめ　まき 456 高知県
福永　憲一 ふくなが　けんいち 713 鹿児島県
福場　暁美 ふくば　あけみ 1155 広島市
福原　僚子 ふくはら　ともこ 2137 東京都
福本　恵子 ふくもと　けいこ 3054 広島市
福本　尚子 ふくもと　なおこ 3279 鳥取県
福山　栄子 ふくやま　えいこ 500 愛知県
普賢　千寿子 ふげん　ちずこ 3232 京都市
藤井　えり子 ふじい　えりこ 1484 愛知県
藤井　清美 ふじい　きよみ 979 神奈川県
藤井　久美子 ふじい　くみこ 2625 千葉県
藤井　久美子 ふじい　くみこ 2942 新潟県
藤井　聖子 ふじい　しょうこ 2733 東京都
藤井　千鶴子 ふじい　ちづこ 3871 さいたま市
藤井　直美 ふじい　なおみ 2480 岡山県
藤井　美紀 ふじい　みき 3680 島根県
藤井　みどり ふじい　みどり 2470 愛知県
藤井　義子 ふじい　よしこ 3025 札幌市
藤江　直子 ふじえ　なおこ 2569 神戸市
藤江　美穂 ふじえ　みほ 957 東京都
藤枝　道子 ふじえだ　みちこ 153 大阪市
藤岡　哲弥 ふじおか　てつや 859 横浜市
藤岡　徳子 ふじおか　のりこ 2830 千葉県
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藤岡　ゆかり ふじおか　ゆかり 1308 千葉県
藤掛　沙織 ふじかけ　さおり 3345 東京都
伏木　有貴子 ふしき　ゆきこ 1873 横浜市
藤沢　久美子 ふじさわ　くみこ 1759 東京都
藤澤　美砂子 ふじさわ　みさこ 644 東京都
藤田　亜依子 ふじた　あいこ 2983 兵庫県
藤田　妙子 ふじた　たえこ 3409 横浜市
藤田　敦子 ふじた　のぶこ 4001 東京都
藤田　雅江 ふじた　まさえ 765 神奈川県
藤田　均子 ふじた　まさこ 22 栃木県
藤田　聖子 ふじた　まさこ 3507 名古屋市
藤田　美紀子 ふじた　みきこ 3222 秋田県
藤田　亮子 ふじた　りょうこ 883 東京都
藤高　清美 ふじたか　きよみ 2149 愛媛県 高:異体字
藤谷　雄子 ふじたに　ゆうこ 2674 大阪市
藤戸　裕 ふじと　ゆたか 114 埼玉県
藤野　ゆき ふじの　ゆき 1117 東京都
藤原　泰子 ふじはら　やすこ 762 島根県
藤村　まゆみ ふじむら　まゆみ 1521 長崎県
藤村　真理子 ふじむら　まりこ 3301 東京都
藤村　由美江 ふじむら　ゆみえ 751 東京都
藤目　多美子 ふじめ　たみこ 1571 愛媛県 藤:異体字
藤本　詠津子 ふじもと　えつこ 2390 愛知県
藤本　修身 ふじもと　おさみ 824 三重県
藤本　澄子 ふじもと　すみこ 3289 東京都
藤本　卓 ふじもと　たかし 2056 大阪府
藤本　津多子 ふじもと　つたこ 321 岡山県
藤本　智子 ふじもと　ともこ 1515 奈良県
藤本　富美枝 ふじもと　ふみえ 3270 兵庫県
藤本　美樹 ふじもと　みき 2756 東京都
藤本　百合子 ふじもと　ゆりこ 291 東京都
藤山　綾子 ふじやま　りょうこ 3348 北海道
藤原　香代子 ふじわら　かよこ 3643 千葉県
藤原　圭子 ふじわら　けいこ 1050 広島県
藤原　奈津代 ふじわら　なつよ 1210 兵庫県
藤原　明美 ふじわら　はるみ 2571 大阪府
襖田　知子 ふすまだ　ともこ 2194 神戸市
二神　麗子 ふたがみ　れいこ 3521 群馬県
武藤　洋一 ぶとう　よういち 2949 新潟県
船方　郁子 ふなかた　いくこ 447 熊本県
舟越　芳子 ふなこし　よしこ 2678 山形県
歩仁内　ゆかり ぶにうち　ゆかり 839 秋田県
古井　紀子 ふるい　のりこ 1847 東京都
古川　和之 ふるかわ　かずゆき 3719 群馬県
古川　順子 ふるかわ　じゅんこ 1165 仙台市
古川　鈴子 ふるかわ　すずこ 11 横浜市
古川　弘子 ふるかわ　ひろこ 2255 横浜市
古川　比呂子 ふるかわ　ひろこ 4083 愛媛県
古川　明子 ふるかわ　めいこ 1239 新潟市
古庄　啓子 ふるしょう　けいこ 289 東京都
古田　道明 ふるた　みちあき 2342 川崎市
古田　光代 ふるた　みつよ 757 岐阜県
古田　里花 ふるた　りか 1965 東京都
古田　理美 ふるた　りみ 3154 東京都
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古殿　眞弓 ふるとの　まゆみ 2159 山口県
古野　加津子 ふるの　かずこ 1932 福岡県
古谷　優子 ふるや　ゆうこ 4082 東京都

古屋敷　一美 ふるやしき　かずみ 1010 札幌市
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