
リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号

阿部　弘一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 060130350025 小野田　展江 ｵﾉﾀﾞ ﾉﾌﾞｴ 076897350025

綾部　洋治 ｱﾔﾍﾞ ﾖｳｼﾞ 090590310584 虫賀　通子 ﾑｼｶﾞ ﾐﾁｺ 026483310584

飯島　憲治 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 006294350060 飯島　良子 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼｺ 006292350060

池田　明 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ 005744350012 真壁　百合子 ﾏｶﾍﾞ ﾕﾘｺ 005738350012

伊藤　東作 ｲﾄｳ ﾄｳｻｸ 013760380000 伊藤　奈津子 ｲﾄｳ ﾅﾂｺ 013767380000

乾　岩治 ｲﾇｲ ｲﾜｼﾞ 061605360004 佐藤　秀美 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ 110578360004

海老原　誠一 ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｲﾁ 088216360004 白岩　みえ子 ｼﾗｲﾜ ﾐｴｺ 088217360004

大久保　奮彌 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾋﾛ 102742370002 大久保　典子 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｺ 102743370002

大沢　征勝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｶﾂ 105463330101 成田　美子 ﾅﾘﾀ ﾖｼｺ 105464330101

太田　淳一 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 098415370001 太田　和代 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖ 098414370001

大塚　秋男 ｵｵﾂｶ ｱｷｵ 082904350055 宮崎　信子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 082906350055

大橋　勝 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾙ 008009360000 木村　素子 ｷﾑﾗ ﾓﾄｺ 008004360000

沖田　英彦 ｵｷﾀ ﾋﾃﾞﾋｺ 089805350000 沖田　純子 ｵｷﾀ ｽﾐｺ 089806350000

荻野　俊雄 ｵｷﾞﾉ ﾄｼｵ 082837360002 荻野　和代 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞﾖ 082838360002

小倉　明弘 ｵｸﾗ ｱｷﾋﾛ 008015350000 河野　幸代 ｶﾜﾉ ｻﾁﾖ 008021350000

女屋　利敬 ｵﾅﾔ ﾄｼﾋﾛ 004750330433 女屋　ヤエ子 ｵﾅﾔ ﾔｴｺ 004751330433

香取　久雄 ｶﾄﾘ ﾋｻｵ 053939360000 香取　ひとみ ｶﾄﾘ ﾋﾄﾐ 074892360000

川島　秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 111584368801 川島　恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 111585368801

川名　孝雄 ｶﾜﾅ ﾀｶｵ 078903360004 川名　怜子 ｶﾜﾅ ﾚｲｺ 078904360004

北村　雅樹 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｷ 062385320101 北村　貴代子 ｷﾀﾑﾗ ｷﾖｺ 062387320101

小田部　章 ｺﾀﾍﾞ ｱｷﾗ 027460370030 三森　茂代 ﾐﾂﾓﾘ ｼｹﾞﾖ 027461370030

小林　清郷 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｺﾞ 111868350000 谷川　敏恵 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄｼｴ 067333350000

小原　清志 ｺﾊﾗ ｷﾖｼ 011368370025 斉藤　恵津子 ｻｲﾄｳ ｴﾂｺ 076771360002

五味川　蔀 ｺﾞﾐｶﾜ ｼﾄﾐ 113312350000 千葉　貴世美 ﾁﾊﾞ ｷﾖﾐ 113313350000

小峰　茂満 ｺﾐﾈ ｼｹﾞﾐﾂ 051096360000 長野　はる子 ﾅｶﾞﾉ ﾊﾙｺ 088152360000

小峰　利宗 ｺﾐﾈ ﾄｼﾑﾈ 082630360002 内藤　悦子 ﾅｲﾄｳ ｴﾂｺ 082639360002

鮫川　雄一 ｻﾒｶﾜ ﾕｳｲﾁ 114378350025 鮫川　多恵 ｻﾒｶﾜ ﾀｴ 114380350025

品川　克己 ｼﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾐ 087829368801 品川　美佐子 ｼﾅｶﾞﾜ ﾐｻｺ 087830368801

須永　明男 ｽﾅｶﾞ ｱｷｵ 066545350000 植村　のぶ子 ｳｴﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 066546350000

関本　修一 ｾｷﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 061060368801 本明　幸子 ﾎﾝﾐｮｳ ｻﾁｺ 078643368801

孫田　裕美 ｿﾝﾀ ﾋﾛﾐ 107465370025 孫田　孝子 ｿﾝﾀ ｺｳｺ 107466370025

高木　博 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 105241368801 田原　さゆり ﾀﾜﾗ ｻﾕﾘ 105243368801

田口　勇 ﾀｸﾞﾁ ｲｻﾑ 006035350000 田口　和恵 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｴ 006033350000

武島　進 ﾀｹｼﾏ ｽｽﾑ 054729370014 黒田　帆乃美 ｸﾛﾀﾞ ﾎﾉﾐ 116328370014

竹之内　秀雄 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 098878358801 浅川　千恵子 ｱｻｶﾜ ﾁｴｺ 098880358801

田中　光夫 ﾀﾅｶ ﾐﾂｵ 005711350012 嶋口　三邦 ｼﾏｸﾞﾁ ﾐｸﾆ 005734350012

永田　恒夫 ﾅｶﾞﾀ ﾂﾈｵ 023069310205 菊地　五六子 ｷｸﾁ ｲﾑｺ 002542310205

中村　一重 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 091953370005 中村　紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 104727370005

西村　健二 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 116256320101 菊地　史恵 ｷｸﾁ ﾌﾐｴ 103827320101

野中　樹 ﾉﾅｶ ｲﾂｷ 059051350025 野中　房枝 ﾉﾅｶ ﾌｻｴ 059052350025

野中　五郎 ﾉﾅｶ ｺﾞﾛｳ 004795330202 佐復　恵子 ｻﾏﾀ ｹｲｺ 004787330202

野村　光男 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｵ 002967310512 浅井　恵子 ｱｻｲ ｹｲｺ 002962310512

花嶋　裕重 ﾊﾅｼﾏ ﾋﾛｼｹﾞ 045881360002 花嶋　かをる ﾊﾅｼﾏ ｶｦﾙ 045883360002

人見　榮次 ﾋﾄﾐ ｴｲｼﾞ 047806350031 人見　明子 ﾋﾄﾐ ｱｷｺ 047807350031
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平岡　四平 ﾋﾗｵｶ ｼﾍｲ 004239320601 平岡　満子 ﾋﾗｵｶ ﾏﾁｺ 004245320601

平野　生男 ﾋﾗﾉ ｲｸｵ 104751310584 稲野辺　真理子 ｲﾅﾉﾍﾞ ﾏﾘｺ 104752310584

堀井　正和 ﾎﾘｲ ﾏｻｶｽﾞ 060809350000 駒林　由記子 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 096573320402

町田　武市 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 081441350010 池野　靖子 ｲｹﾉ ﾔｽｺ 111039350010

若狭　雅志 ﾜｶｻ ﾏｻｼ 006065370041 若狭　絹枝 ﾜｶｻ ｷﾇｴ 006066370041

渡辺　克英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾃﾞ 003924320101 五味渕　和子 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ｶｽﾞｺ 003926320101

渡辺　俊夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ 045867340010 渡辺　眞由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ 045868340010


