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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
與久田　良江 よくだ　よしえ 4094 沖縄県
余吾　良美 よご　よしみ 3108 愛知県
横井　多惠子 よこい　たえこ 1817 東京都
横井　典子 よこい　のりこ 1262 愛知県
横尾　淳美 よこお　あつみ 3616 群馬県
横澤　麻子 よこさわ　あさこ 2779 仙台市
横沢　哲美 よこさわ　さとみ 1323 仙台市
横須賀　綾子 よこすか　あやこ 210 東京都
横須賀　智子 よこすか　ともこ 141 大阪府
横田　明子 よこた　あきこ 1818 福島県
横田　栄子 よこた　えいこ 2701 東京都
横田　啓子 よこた　けいこ 1852 神戸市
横田　幸子 よこた　さちこ 3266 東京都
横手　俊子 よこて　としこ 1998 福岡県
横濱　千恵 よこはま　ちえ 3479 福岡市
横溝　和恵 よこみぞ　かずえ 571 鹿児島県
横溝　佳子 よこみぞ　よしこ 697 横浜市
横村　ひろみ よこむら　ひろみ 2970 横浜市
横谷　みどり よこや　みどり 173 東京都
横山　香 よこやま　かおり 1970 東京都
横山　公美 よこやま　くみ 775 大阪府
横山　智惠美 よこやま　ちえみ 1213 神奈川県
横山　奈緒枝 よこやま　なおえ 93 札幌市
横山　典子 よこやま　のりこ 2115 千葉県
吉井　いづみ よしい　いづみ 2198 東京都 吉:異体字
吉井　美樹 よしい　みき 3401 愛知県
吉岡　亜紀子 よしおか　あきこ 668 宮崎県
吉岡　杏奈 よしおか　あんな 3875 横浜市 吉:異体字
吉岡　省三 よしおか　しょうぞう 283 大阪市 吉:異体字
吉岡　千里 よしおか　ちさと 3152 大分県
吉岡　千代里 よしおか　ちより 2244 東京都
吉川　惠子 よしかわ　けいこ 1307 埼玉県
好川　賢一 よしかわ　けんいち 623 京都市
吉川　伸幸 よしかわ　のぶゆき 1090 三重県
吉川　由花 よしかわ　ゆか 1691 大阪府
吉澤　里美 よしざわ　さとみ 4036 大阪府 吉:異体字
吉澤　翔子 よしざわ　しょうこ 3355 愛知県
吉澤　睦 よしざわ　むつみ 3852 東京都
吉住　知城 よしずみ　ともき 1157 福岡県
吉田　亜紀 よしだ　あき 3072 千葉市
吉田　明代 よしだ　あきよ 3416 京都市
吉田　敦子 よしだ　あつこ 3296 千葉市
吉田　公男 よしだ　きみお 584 福島県
吉田　里美 よしだ　さとみ 3615 北海道
吉田　千津香 よした　ちづか 2393 石川県
吉田　千津子 よしだ　ちづこ 275 神奈川県
吉田　敏子 よしだ　としこ 919 三重県
吉田　奈巳 よしだ　なみ 2433 さいたま市 吉:異体字
吉田　信子 よしだ　のぶこ 2724 熊本市
吉田　文子 よしだ　ふみこ 1563 東京都
吉田　正和 よしだ　まさかず 1968 京都府
吉田　真里 よしだ　まり 3023 大阪府
吉田　美喜子 よしだ　みきこ 460 兵庫県
吉田　美穂子 よしだ　みほこ 699 川崎市 吉:異体字
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吉田　有子 よしだ　ゆうこ 140 埼玉県
吉田　由香里 よしだ　ゆかり 1298 愛媛県
吉田　由理 よしだ　ゆり 2806 福岡市 吉:異体字
吉永　典子 よしなが　ふみこ 1445 東京都
吉成　由江 よしなり　よしえ 1611 千葉県
吉野　あゆむ よしの　あゆむ 3678 大阪府
吉野　豪 よしの　つよし 3084 埼玉県
吉野　智子 よしの　ともこ 145 さいたま市
吉原　大智 よしはら　だいち 3304 北海道
吉原　宏美 よしはら　ひろみ 1297 滋賀県 吉:異体字
吉松　壽子 よしまつ　ひさこ 3373 名古屋市
吉見　浩子 よしみ　ひろこ 2452 山口県
吉村　愛子 よしむら　あいこ 795 鹿児島県
吉村　義誠 よしむら　あきさと 4008 佐賀県
芳村　啓子 よしむら　けいこ 3045 宮崎県
吉村　千惠子 よしむら　ちえこ 2346 東京都
吉村　典子 よしむら　のりこ 235 東京都
吉村　真紀 よしむら　まき 1713 神戸市
吉元　ひとみ よしもと　ひとみ 784 奈良県
吉本　真美 よしもと　まみ 3115 札幌市
依田　佐知子 よだ　さちこ 3058 千葉県
米内山　茜 よないやま　あかね 3848 神奈川県
與那嶺　恵美子 よなみね　えみこ 4055 沖縄県
與那嶺　友恵 よなみね　ともえ 2714 愛知県
米井　玲子 よねい　れいこ 658 東京都
米倉　しのぶ よねくら　しのぶ 963 東京都
米倉　ひとみ よねくら　ひとみ 879 福岡市
米田　市子 よねだ　いちこ 1969 千葉県
寄林　智 よりばやし　さとる 437 東京都
依藤　真由美 よりふじ　まゆみ 3608 鳥取県
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