
リーダー フリガナ 登録番号 パートナー フリガナ 登録番号

TAI　KEVIN ﾀｲ ｹﾋﾞﾝ 330457 江田　ゆり ｺｳﾀﾞ ﾕﾘ 330458
安井　忠吉 ﾔｽｲ ﾁｭｳｷﾁ 305385 髙橋　幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 305386
安田　英俊 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 305079 五十嵐　愛子 ｲｶﾞﾗｼ ｱｲｺ 330540
伊藤　久 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 330266 藤巻　優子 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｺ 306846

伊藤　啓二 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 301377 伊藤　篤子 ｲﾄｳ ｱﾂｺ 301378
益田　義廣 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 302834 滝瀬　みち代 ﾀｷｾ ﾐﾁﾖ 302835
奥山　賢博 ｵｸﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 330426 古屋　禮子 ﾌﾙﾔ ﾚｲｺ 330427
荻野　高重 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼｹﾞ 330286 平野　京子 ﾋﾗﾉ ｷｮｳｺ 302463
岸　正道 ｷｼ ﾏｻﾐﾁ 306927 岸　静子 ｷｼ ｼｽﾞｺ 306928

吉留　宏和 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾋﾛｶｽﾞ 306321 吉留　尚子 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾅｵｺ 306322
宮本　岩生 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾜｵ 303193 太田　節子 ｵｵﾀ ｾﾂｺ 303194
笈川　稔 ｵｲｶﾜ ﾐﾉﾙ 305528 伊藤　昌子 ｲﾄｳ ﾏｻｺ 305529

今成　英実 ｲﾏﾅﾘ ﾋﾃﾞﾐ 301898 今成　敬子 ｲﾏﾅﾘ ｹｲｺ 301899
佐々木　太美男 ｻｻｷ ﾀﾐｵ 303294 佐々木　トミ子 ｻｻｷ ﾄﾐｺ 303295

山崎　正敏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 305990 大山　光子 ｵｵﾔﾏ ﾐﾂｺ 305991
小林　千明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 301551 小林　共子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 301552
上岡　登 ｶﾐｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 330430 利根　都茂子 ﾄﾈ ﾄﾓｺ 330431

杉野　政雄 ｽｷﾞﾉ ﾏｻｵ 305730 新井　ふみ子 ｱﾗｲ ﾌﾐｺ 305731
斉藤　芳雄 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 306890 上原　恵美子 ｳｴﾊﾗ ｴﾐｺ 306891
川島　秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 305412 川島　恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 305413
川又　泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 330148 川又　幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 330149

太田　司郎 ｵｵﾀ ｼﾛｳ 305039 大川　みち子 ｵｵｶﾜ ﾐﾁｺ 305040
大塚　照雄 ｵｵﾂｶ ﾃﾙｵ 303245 大塚　雪子 ｵｵﾂｶ ﾕｷｺ 303246

竹之内　秀雄 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 304414 浅川　千恵子 ｱｻｶﾜ ﾁｴｺ 304415
中西　典夫 ﾅｶﾆｼ ﾂﾈｵ 303322 中西　早苗 ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 303323
笛木　政彦 ﾌｴｷ ﾏｻﾋｺ 330449 川野　仁子 ｶﾜﾉ ﾋﾄｺ 330533
田代　誠 ﾀｼﾛ ﾏｺﾄ 330087 田代　奈保美 ﾀｼﾛ ﾅｵﾐ 330088

田中　英明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 305059 山下　容子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ 330352
島崎　清 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾖｼ 305029 高野　万理子 ﾀｶﾉ ﾏﾘｺ 305030

楢本　保夫 ﾅﾗﾓﾄ ﾔｽｵ 305009 楢本　ヨーコ ﾅﾗﾓﾄ ﾖｰｺ 305010
柏木　敏夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼｵ 301541 柏木　孝子 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｺ 301542
硲　龍男 ﾊｻﾞﾏ ﾀﾂｵ 302054 硲　桂子 ﾊｻﾞﾏ ｹｲｺ 302055

尾原　信次 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 303476 野澤　恵子 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｺ 303477
福原　芳昭 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｱｷ 303539 菊地　恵美子 ｷｸﾁ ｴﾐｺ 303540
本多　清司 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖｼ 306973 宮﨑　春江 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｴ 306974
野口　一徳 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 305689 石田　敬子 ｲｼﾀﾞ ｹｲｺ 305690

林　勉 ﾊﾔｼ ﾂﾄﾑ 301352 小沢　友子 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 302855
鈴木　正一 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 330346 岩谷　和子 ｲﾜﾔ ｶｽﾞｺ 330347
眞鍋　清次 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 305632 眞鍋　朱実 ﾏﾅﾍﾞ ｱｹﾐ 305633
髙野　博光 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐﾂ 300909 髙野　一重 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｴ 300910
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