
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
山田　栄二 ﾔﾏﾀﾞｴｲｼﾞ 330525 山田　マサ子 ﾔﾏﾀﾞﾏｻｺ 330526
阿曽　正道 ｱｿ ﾏｻﾐﾁ 304069 吉田　眞智子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾁｺ 304070
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　初雄 ｲﾄｳ ﾊﾂｵ 305805 髙山　喜久子 ﾀｶﾔﾏ ｷｸｺ 330425
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
加藤　清次 ｶﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ 302284 渡辺　加代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾖｺ 302285
丸山　昭夫 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 302138 武田　知子 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｺ 302139
岸　正道 ｷｼ ﾏｻﾐﾁ 306927 岸　静子 ｷｼ ｼｽﾞｺ 306928

岩田　久勝 ｲﾜﾀ ﾋｻｶﾂ 305939 渋沢　信子 ｼﾌﾞｻﾜ ﾉﾌﾞｺ 305940
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
橋本　弘政 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 305761 橋本　千恵 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴ 305762
絹　良人 ｷﾇ ﾖｼﾋﾄ 302217 絹　初予 ｷﾇ ﾊﾂﾖ 302218

高橋　義美 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾐ 304150 市川　良子 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳｺ 304151
高橋　俊男 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 330272 高橋　タエ子 ﾀｶﾊｼ ﾀｴｺ 330273
高松　利一 ﾀｶﾏﾂ ﾄｼｶｽﾞ 300813 工藤　朝子 ｸﾄﾞｳ ｱｻｺ 300814
今村　博明 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 302326 大竹　紀子 ｵｵﾀｹ ﾉﾘｺ 302327
佐原　三夫 ｻﾊﾗ ﾐﾂｵ 303718 佐原　光江 ｻﾊﾗ ﾐﾂｴ 303719
鮫川　雄一 ｻﾒｶﾜ ﾕｳｲﾁ 305829 鮫川　多恵 ｻﾒｶﾜ ﾀｴ 305830
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
守屋　健吉 ﾓﾘﾔ ｹﾝｷﾁ 130132 吉田　ようこ ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 330391
小倉　正仁 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ 305852 板橋　規子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾉﾘｺ 305853
上岡　登 ｶﾐｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 330430 利根　都茂子 ﾄﾈ ﾄﾓｺ 330431

杉田　義一 ｽｷﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ 330407 杉田　富士枝 ｽｷﾞﾀ ﾌｼﾞｴ 330408
清水　健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 300445 小森　利子 ｺﾓﾘ ﾄｼｺ 300446
斉藤　芳雄 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 306890 氏家　のぶ代 ｳｼﾞｲｴ ﾉﾌﾞﾖ 305394
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
大森　忠美 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞﾖｼ 103609 荒川　陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ 303610
大塚　照雄 ｵｵﾂｶ ﾃﾙｵ 303245 大塚　雪子 ｵｵﾂｶ ﾕｷｺ 303246
天野　良行 ｱﾏﾉ ﾖｼﾕｷ 306454 吉岡　郷子 ﾖｼｵｶ ｷｮｳｺ 306455
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

萩　聡 ﾊｷﾞ ｻﾄｼ 330504 石山　マヤ ｲｼﾔﾏ ﾏﾔ 330147
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

武田　敏夫 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｵ 300527 能登　久美子 ﾉﾄ ｸﾐｺ 300528
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
堀　和之 ﾎﾘ ｶｽﾞﾕｷ 306642 堀　葉子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 306643

鈴木　政則 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 330329 鈴木　るい子 ｽｽﾞｷ ﾙｲｺ 330330
廣田　敏夫 ﾋﾛﾀ ﾄｼｵ 302952 星野　茂美 ﾎｼﾉ ｼｹﾞﾐ 330413
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
蛯原　常夫 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾂﾈｵ 330281 蛯原　美陽子 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾐﾖｺ 330282
髙井　祐三 ﾀｶｲ ﾕｳｿﾞｳ 305935 髙井　容子 ﾀｶｲ ﾖｳｺ 305936
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