
W・T

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

有賀　敏勝 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｶﾂ 305820 安本　富子 ﾔｽﾓﾄ ﾄﾐｺ 305821

五十嵐　金也 ｲｶﾞﾗｼ ｷﾝﾔ 300789 五十嵐　町子 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾁｺ 300790

石川　徹 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 307243 柴崎　喜美枝 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｷﾐｴ 307331

伊藤　初雄 ｲﾄｳ ﾊﾂｵ 305805 髙山　喜久子 ﾀｶﾔﾏ ｷｸｺ 307425

小田切　秀雄 ｵﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ 303175 小田切　幸子 ｵﾀｷﾞﾘ ｻﾁｺ 303176

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

梶塚　正明 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾏｻｱｷ 307414 梶塚　頼子 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾖﾘｺ 307415

菊池　勇 ｷｸﾁ ｲｻﾑ 307409 五明　澄子 ｺﾞﾐｮｳ ｽﾐｺ 307410

北原　正人 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 302484 北原　房子 ｷﾀﾊﾗ ﾌｻｺ 302485

三枝　洋三 ｻｴｸﾞｻ ﾖｳｿﾞｳ 306859 窪川　貴美子 ｸﾎﾞｶﾜ ｷﾐｺ 307723

鈴木　利卓 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾀｶ 307721 伊藤　利予 ｲﾄｳ ﾄｼﾖ 307722

髙井　剣 ﾀｶｲ ﾂﾙｷﾞ 307829 髙井　朋美 ﾀｶｲ ﾄﾓﾐ 307830

竹内　和幸 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ 307453 御園生　文代 ﾐｿﾉｳ ﾌﾐﾖ 307454

千葉　廣司 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｼ 302785 千葉　紀子 ﾁﾊﾞ ﾉﾘｺ 302786

野村　光男 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｵ 302211 浅井　恵子 ｱｻｲ ｹｲｺ 302212

藤野　哲男 ﾌｼﾞﾉ ﾃﾂｵ 303270 遠藤　英子 ｴﾝﾄﾞｳ ｴｲｺ 307876

増田　信夫 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 307838 増田　英子 ﾏｽﾀﾞ ｴｲｺ 307839

松山　秀雄 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 306962 安田　聖子 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｺ 307240

横間　透 ﾖｺﾏ ﾄｵﾙ 302996 滝　敏子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼｺ 307894

渡辺　精二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 302122 渡辺　映子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 302123

T・F

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

有賀　敏勝 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｶﾂ 305820 安本　富子 ﾔｽﾓﾄ ﾄﾐｺ 305821

石川　徹 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 307243 柴崎　喜美枝 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｷﾐｴ 307331

伊藤　初雄 ｲﾄｳ ﾊﾂｵ 305805 髙山　喜久子 ﾀｶﾔﾏ ｷｸｺ 307425

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

梶塚　正明 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾏｻｱｷ 307414 梶塚　頼子 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾖﾘｺ 307415

北原　正人 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 302484 北原　房子 ｷﾀﾊﾗ ﾌｻｺ 302485

久保田　のりお ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｵ 307906 寺尾　のぞみ ﾃﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 307907

三枝　洋三 ｻｴｸﾞｻ ﾖｳｿﾞｳ 306859 窪川　貴美子 ｸﾎﾞｶﾜ ｷﾐｺ 307723

髙井　剣 ﾀｶｲ ﾂﾙｷﾞ 307829 髙井　朋美 ﾀｶｲ ﾄﾓﾐ 307830

谷　茂秋 ﾀﾆ ｼｹﾞｱｷ 307511 成田　奈津希 ﾅﾘﾀ ﾅﾂｷ 307512

千葉　廣司 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｼ 302785 千葉　紀子 ﾁﾊﾞ ﾉﾘｺ 302786
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野村　光男 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｵ 302211 浅井　恵子 ｱｻｲ ｹｲｺ 302212

藤野　哲男 ﾌｼﾞﾉ ﾃﾂｵ 303270 遠藤　英子 ｴﾝﾄﾞｳ ｴｲｺ 307876

増田　信夫 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 307838 増田　英子 ﾏｽﾀﾞ ｴｲｺ 307839

松山　秀雄 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 306962 安田　聖子 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｺ 307240

山川　陽敏 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾄｼ 306878 山川　由美子 ﾔﾏｶﾜ ﾕﾐｺ 306879

渡辺　精二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 302122 渡辺　映子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 302123


