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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
和歌　真理 わか　まり 3080 東京都
若杉　義光 わかすぎ　よしみつ 468 福岡県
若竹　泰子 わかたけ　やすこ 4020 東京都

若月　京子 わかつき　きょうこ 230 東京都
若菜　啓多 わかな　けいた 2990 千葉市
若林　政博 わかばやし　まさひろ 1853 広島県 若:異体字
若林　弓子 わかばやし　ゆみこ 3980 東京都
若林　佳子 わかばやし　よしこ 2513 福井県
和氣　ひとみ わき　ひとみ 2399 北海道
脇　道代 わき　みちよ 3952 広島県
脇坂　明広 わきさか　あきひろ 3060 山形県
脇水　彩 わきみず　あや 2574 高知県
涌井　美夏 わくい　みなつ 3562 東京都
鷲尾　富紀子 わしお　ふきこ 2628 神戸市
鷲野　優子 わしの　ゆうこ 1811 千葉県
和田　明子 わだ　あきこ 1678 京都府
和田　恵美子 わだ　えみこ 1601 東京都
和田　和子 わだ　かずこ 3982 横浜市
和田　佳代子 わだ　かよこ 874 埼玉県
和田　きよみ わだ　きよみ 782 大阪府
和田　澄子 わだ　すみこ 1081 千葉市
和田　青弥 わだ　せいや 3908 三重県
和田　智恵子 わだ　ちえこ 3883 京都市
和田　夏実 わだ　なつみ 3536 東京都
和田　典子 わだ　のりこ 1327 東京都
和田　久子 わだ　ひさこ 182 和歌山県
和田　ひろ子 わだ　ひろこ 518 神奈川県
和田　紘子 わだ　ひろこ 2274 鳥取県
和田　雅子 わだ　まさこ 520 鳥取県
和田　みさ わだ　みさ 1240 東京都
和田　みゆき わだ　みゆき 2276 福島県
渡邊　愛 わたなべ　あい 3466 徳島県 邊::異体字
渡辺　麻由美 わたなべ　あゆみ 3088 神奈川県
渡辺　育子 わたなべ　いくこ 556 福島県 辺:異体字
渡邉　悦子 わたなべ　えつこ 1334 山梨県
渡部　和代 わたなべ　かずよ 2384 京都市
渡邉　香月 わたなべ　かつき 3715 大分県
渡邊　賀代子 わたなべ　かよこ 2725 愛媛県 邊:異体字
渡邉　邦代 わたなべ　くによ 2139 静岡県 邦:異体字
渡邊　啓子 わたなべ　けいこ 825 東京都 邊:異体字
渡邉　桂子 わたなべ　けいこ 3567 東京都
渡辺　早絵 わたなべ　さえ 3950 大阪府
渡辺　聡子 わたなべ　さとこ 1595 札幌市
渡邊　早苗 わたなべ　さなえ 1464 東京都
渡部　繁子 わたなべ　しげこ 7 東京都
渡辺　静子 わたなべ　しずこ 2624 福島県
渡邉　尚子 わたなべ　しょうこ 2635 福島県
渡辺　たか子 わたなべ　たかこ 2477 群馬県
渡邊　たまえ わたなべ　たまえ 646 山梨県 邊:異体字
渡邉　千秋 わたなべ　ちあき 2603 東京都 邉:異体字
渡部　千栄子 わたなべ　ちえこ 497 福島県
渡辺　千世 わたなべ　ちせ 2750 高知県
渡邊　千鶴子 わたなべ　ちづこ 2809 兵庫県
渡邉　照子 わたなべ　てるこ 290 東京都 邉:異体字
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渡邉　登茂栄 わたなべ　ともえ 1683 福岡県
渡邉　智子 わたなべ　ともこ 931 横浜市
渡辺　尚美 わたなべ　なおみ 1156 名古屋市
渡邉　寿子 わたなべ　ひさこ 743 東京都 邉:異体字
渡邉　久美 わたなべ　ひさみ 3185 京都市
渡邉　ひろみ わたなべ　ひろみ 2308 福島県
渡辺　ひろみ わたなべ　ひろみ 2418 東京都
渡辺　史絵 わたなべ　ふみえ 2305 群馬県
渡邉　正夫 わたなべ　まさお 87 千葉県 邉:異体字
渡邉　雅子 わたなべ　まさこ 1500 横浜市
渡辺　勝 わたなべ　まさる 3827 福島県
渡邉　美江子 わたなべ　みえこ 2089 東京都
渡辺　有紀子 わたなべ　ゆきこ 2646 群馬県
渡辺　洋子 わたなべ　ようこ 2929 東京都
渡邊　美子 わたなべ　よしこ 24 群馬県
渡邉　祥子 わたなべ　よしこ 1583 川崎市
渡部　芳博 わたなべ　よしひろ　 656 福島県
渡邉　りか　　 わたなべ　りか 856 千葉県
綿本　香穂 わたもと　かほ 4080 鳥取県
藁谷　雅英 わらがい　まさひで 528 東京都
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