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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
八尾　まゆみ やお　まゆみ 1068 大阪府
八木　篤子 やぎ　あつこ 1685 神戸市
八木　勝光 やぎ　かつひこ 18 奈良県
八木　京子 やぎ　きょうこ 3674 和歌山県
八木　清 やぎ　きよし 507 群馬県
八木　敬子 やぎ　けいこ 2912 広島県
八木　智子 やぎ　ともこ 2071 北海道
八木　はる美 やぎ　はるみ 566 静岡県
八木　美代子 やぎ　みよこ 3210 和歌山県
八木　優子 やぎ　ゆうこ 50 大阪府
八木　由香理 やぎ　ゆかり 3157 静岡県
柳沼　典子 やぎぬま　のりこ 147 福島県 柳:異体字
矢口　壽和子 やぐち　すわこ 2893 長崎県
矢澤　照美 やざわ　てるみ 2563 新潟市
矢澤　みゆき やざわ　みゆき 3245 千葉県
矢澤　裕子 やざわ　ゆうこ 3831 仙台市
矢島　享子 やじま　たかこ 1198 東京都
矢島　範子 やじま　のりこ 2012 群馬県
屋代　利津子 やしろ　りつこ 250 千葉県
安井　けい子 やすい　けいこ 270 静岡県
安井　礼子 やすい　れいこ 248 東京都
安河内　啓輔 やすこうち　けいすけ 3106 埼玉県
安田　具微子 やすだ　くみこ 1497 大阪府
安田　遥 やすだ　はるか 2833 東京都
安田　真弓 やすだ　まゆみ 2168 東京都
安田　幸子 やすだ　ゆきこ 3162 神戸市
安田　義彦 やすだ　よしひこ 1597 京都府
安武　孝子 やすたけ　たかこ 2948 福岡市
安永　優子 やすなが　ゆうこ 2791 兵庫県
安政　英子 やすまさ　えいこ 1153 大阪府
保元　理映子 やすもと　りえこ 2872 鹿児島県
安良　ひとみ やすら　ひとみ 2289 北九州市
屋田　智恵子 やだ　ちえこ 947 大阪府
矢田　由美子 やだ　ゆみこ 3342 新潟県
簗　さとみ やな　さとみ 2064 東京都
柳井　紀子 やない　のりこ 1848 愛媛県
矢内　恵愛 やない　めぐみ 1393 埼玉県
柳川　枝利子 やながわ　えりこ 2385 福岡市
柳　喜代子 やなぎ　きよこ 678 大阪府
柳田　美佐 やなぎだ　みさ 454 埼玉県
柳田　陽子 やなぎだ　ようこ 485 大阪府 柳:異体字
家根谷　智美 やねたに　ともみ 3332 兵庫県
矢野　朱美 やの　あけみ 730 東京都
矢野　昭子 やの　てるこ 2034 東京都
矢野　智子 やの　ともこ 3677 兵庫県
矢野　友美 やの　ともみ 1292 大阪府
矢野　三佳 やの　みか 2481 広島市
矢野　佳子 やの　よしこ 3135 愛媛県
矢萩　美穂 やはぎ　みほ 2821 東京都
八幡　恵美 やはた　えみ 2366 堺市
八尋　洋子 やひろ　ようこ 3464 東京都
薮中　智子 やぶなか　ともこ 462 愛媛県
藪本　諭 やぶもと　さとし 2598 奈良県
矢部　砂如子 やべ　さきこ 2088 東京都
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矢部　順子 やべ　じゅんこ 595 福島県
矢部　尚子 やべ　たかこ 1351 神奈川県
山内　朱見 やまうち　あけみ 2685 東京都
山内　滋子 やまうち　しげこ 4050 兵庫県

山内　祐子 やまうち　ゆうこ 2215 高知県
山岡　佳永子 やまおか　かえこ 2613 兵庫県
山岡　成子 やまおか　しげこ 1657 岡山市
山岡　道子 やまおか　みちこ 1 千葉県
山方　歌子 やまがた　うたこ 69 福岡市
山形　惠治 やまがた　けいじ 39 京都府
山上　順子 やまがみ　じゅんこ 777 北海道
山上　美紀 やまがみ　みき 3237 青森県
山川　利恵 やまかわ　りえ 1013 長野県
八巻　淳子 やまき　じゅんこ 337 大阪府
山岸　さや やまぎし　さや 1253 東京都
山岸　夏子 やまぎし　なつこ 3885 石川県
山口　香代 やまぐち　かよ 1318 東京都
山口　恵子 やまぐち　けいこ 1480 東京都
山口　靜穂 やまぐち　しずほ 1914 福岡市
山口　節子 やまぐち　せつこ 2888 長崎県
山口　知枝里 やまぐち　ちえり 3153 東京都
山口　千春 やまぐち　ちはる 14 千葉県
山口　千春 やまぐち　ちはる 3601 愛知県
山口　俊裕 やまぐち　としひろ 2664 大阪府
山口　直子 やまぐち　なおこ 4013 大阪市
山口　奈菜 やまぐち　なな 3923 神戸市
山口　宏子 やまぐち　ひろこ 2666 静岡県
山口　まち子 やまぐち　まちこ 767 東京都
山口　美香 やまぐち　みか 3311 千葉市
山口　美香 やまぐち　みか 3835 山口県
山口　光子 やまぐち　みつこ 2252 名古屋市
山口　みゆき やまぐち　みゆき 1573 広島県
山口　美由紀 やまぐち　みゆき 4018 佐賀県
山口　祐子 やまぐち　ゆうこ 2908 東京都
山口　有貴子 やまぐち　ゆきこ 3011 大阪府
山口　洋子 やまぐち　ようこ 3425 大阪府
山口　龍三 やまぐち　りゅうぞう 1884 東京都
山口　礼子 やまぐち　れいこ 1017 神奈川県 礼:異体字
山腰　衣保 やまこし　きぬほ 2800 愛知県
山崎　淳子 やまさき　あつこ 691 香川県 崎:異体字
山崎　恵美子 やまざき　えみこ 495 埼玉県
山崎　薫 やまさき　かおる 3163 東京都
山崎　加津子 やまさき　かづこ 3543 長崎県 崎:異体字
山崎　清之 やまざき　きよし 257 富山県
山崎　幸子 やまさき　さちこ 3144 広島市 崎:異体字
山崎　晋 やまさき　すすむ 2330 東京都
山崎　孝博 やまざき　たかひろ 2388 相模原市 崎:異体字
山崎　千里 やまざき　ちさと 481 東京都 崎:異体字
山崎　千春 やまざき　ちはる 256 富山県
山崎　トク やまざき　とく 385 神奈川県 崎:異体字
山崎　智子 やまさき　ともこ 603 京都府 崎:異体字
山崎　直子 やまざき　なおこ 2520 横浜市 崎:異体字
山崎　直美 やまさき　なおみ 85 熊本市 崎:異体字
山崎　秀子 やまざき　ひでこ 2349 長野県 崎:異体字
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山崎　文子 やまさき　ふみこ 922 長崎県
山崎　眞季 やまざき　まき 2485 奈良県 崎:異体字
山崎　正恵 やまさき　まさえ 4043 和歌山県 崎:異体字
山崎　瑞恵 やまさき　みずえ 3839 大阪府
山崎　友紀 やまさき　ゆき 1903 長崎県 崎:異体字
山崎　有里子 やまざき　ゆりこ 3933 埼玉県 崎:異体字
山崎　慎恵 やまさき　よしえ 1831 山口県
山沢　慎一 やまざわ　しんいち 135 東京都
山下　敦子 やました　あつこ 3229 福岡市
山下　花菜 やました　かな 4105 岡山県
山下　里美 やました　さとみ 888 長野県
山下　孝子 やました　たかこ 836 神戸市
山下　寛子 やました　ひろこ 2802 埼玉県
山下　裕美 やました　ひろみ 3182 東京都
山下　正美 やました　まさみ 1523 大阪府
山下　美和 やました　みわ 3640 静岡県
山下　弥生 やました　やよい 1623 札幌市
山下　幸惠 やました　ゆきえ 1916 愛媛県
山下　由似 やました　ゆに 3970 埼玉県
山下　美子 やました　よしこ 999 神戸市
山瀬　かずみ やませ　かずみ 2986 滋賀県
山田　明子 やまだ　あきこ 1842 岐阜県
山田　育子 やまだ　いくこ 2503 兵庫県
山田　逸枝 やまだ　いつえ 459 山口県
山田　恵美子 やまだ　えみこ 3649 東京都
山田　克基 やまだ　かつき 863 愛知県
山田　京子 やまだ　きょうこ 4054 熊本県
山田　さつき やまだ　さつき 269 東京都
山田　進 やまだ　すすむ 3239 石川県
山田　照子 やまだ　てるこ 154 東京都
山田　映子 やまだ　てるこ 2680 名古屋市
山田　稔彦 やまだ　としひこ 1810 長野県
山田　智子 やまだ　ともこ 1673 大阪府
山田　奈々 やまだ　なな 3277 大阪府
山田　肇子 やまだ　はつこ 918 香川県
山田　洋恵 やまだ　ひろえ 3916 横浜市
山田　ひろ子 やまだ　ひろこ 1920 神戸市
山田　正子 やまだ　まさこ 2395 山梨県
山田　光和 やまだ　みつかず 25 愛知県
山田　美由紀 やまだ　みゆき 1184 埼玉県
山田　泰伸 やまだ　やすのぶ 3760 横浜市
山田　裕子 やまだ　ゆうこ 3838 大阪府
山田　裕三 やまだ　ゆうぞう 67 福井県
山田　幸雄 やまだ　ゆきお 155 札幌市
山田　礼子 やまだ　れいこ 1578 東京都
山田　怜奈 やまだ　れいな 3962 埼玉県
山塚　希生子 やまつか　きおこ 2853 奈良県 塚:異体字
大和　三恵 やまと　みつえ 2763 大分県
山中　薫 やまなか　かおる 3183 鳥取県
山中　一紗 やまなか　かずさ 3041 大阪府
山中　京子 やまなか　きょうこ 3097 奈良県
山中　美奈子 やまなか　みなこ 2881 愛媛県
山根　かおる やまね　かおる 2537 山口県
山根　公子 やまね　きみこ 1865 千葉県
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山根　聡子 やまね　さとこ 638 兵庫県
山根　由希子 やまね　ゆきこ 3727 さいたま市
山根　淑子 やまね　よしこ 2136 岡山市
山野上　早苗 やまのうえ　さなえ 3465 堺市
山本　明美 やまもと　あけみ 798 福岡市
山本　朝子 やまもと　あさこ 1458 兵庫県
山本　詩子 やまもと　うたこ 712 東京都
山本　悦子 やまもと　えつこ 3983 東京都
山本　恵美子 やまもと　えみこ 850 滋賀県
山本　恵三子 やまもと　えみこ 1237 神奈川県
山本　かなえ やまもと　かなえ 2004 東京都
山本　清子 やまもと　きよこ 3667 東京都
山本　惠子 やまもと　けいこ 2047 静岡県
山本　恵子 やまもと　けいこ 2315 神奈川県
山本　啓子 やまもと　けいこ 2914 三重県
山本　こずえ やまもと　こずえ 1973 広島県
山本　さち やまもと　さち 3642 愛知県
山本　聡子 やまもと　さとこ 1955 兵庫県
山本　里実 やまもと　さとみ 1846 名古屋市
山本　早苗 やまもと　さなえ 1281 大阪府
山本　実代 やまもと　じつよ 1065 東京都
山本　聖子 やまもと　しょうこ 1448 滋賀県
山本　慎一 やまもと　しんいち 3477 新潟市
山本　多惠子 やまもと　たえこ 3230 大阪府
山本　多賀子 やまもと　たかこ 242 東京都
山本　孝子 やまもと　たかこ 1261 堺市
山本　隆志 やまもと　たかし 924 神奈川県
山本　豊子 やまもと　とよこ 2494 堺市
山本　典子 やまもと　のりこ 2668 広島県
山本　華代 やまもと　はなよ 3147 愛知県
山本　仁美 やまもと　ひとみ 3478 愛媛県
山本　廣美 やまもと　ひろみ 1242 滋賀県
山本　麻衣子 やまもと　まいこ 1075 東京都
山本　政子 やまもと　まさこ 3223 広島県
山本　真奈美 やまもと　まなみ 2323 大阪市
山本　眞野子 やまもと　まやこ 1276 横浜市
山本　真弓 やまもと　まゆみ 1989 東京都
山本　美紀 やまもと　みき 2381 兵庫県
山本　美代子 やまもと　みよこ 3369 福岡県
山本　めぐみ やまもと　めぐみ 2896 千葉県
山本　優子 やまもと　ゆうこ 3803 岡山県
山本　洋子 やまもと　ようこ 636 広島市
山本　陽子 やまもと　ようこ 3293 広島県
山本　依子 やまもと　よりこ 2659 大阪府
山森　道代 やまもり　みちよ 546 東京都
山脇　喜子 やまわき　よしこ 1834 兵庫県
鎗水　まり子 やりみず　まりこ 1218 群馬県
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