
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

阿曽　正道 ｱｿ ﾏｻﾐﾁ 304069 吉田　眞智子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾁｺ 304070

石見　秀雄 ｲｼﾐ ﾋﾃﾞｵ 300431 須藤　直子 ｽﾄﾞｳ ﾅｵｺ 306912

今村　一 ｲﾏﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 300817 高野　真由美 ﾀｶﾉ ﾏﾕﾐ 307893

遠藤　剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 307789 村井　えり ﾑﾗｲ ｴﾘ 307320

大科　七五三則 ｵｵｼﾅ ｼﾒﾉﾘ 305812 古川　利恵 ﾌﾙｶﾜ ﾘｴ 305813

大野　剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 307185 井出　真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 307186

大森　忠美 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞﾖｼ 303609 荒川　陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ 303610

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

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

北原　義昭 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼｱｷ 307899 徳満　雪乃 ﾄｸﾐﾂ ﾕｷﾉ 307900

栗原　正和 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 302248 栗原　早苗 ｸﾘﾊﾗ ｻﾅｴ 302249

小林　喜正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 306420 丸山　きぬえ ﾏﾙﾔﾏ ｷﾇｴ 307613

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

佐藤　博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 306696 山下　由幾子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ 306697

佐野　守 ｻﾉ ﾏﾓﾙ 307949 宮崎　洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 307950

嶋田　茂 ｼﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 305197 嶋田　春江 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｴ 305198

城崎　公一 ｼﾛｻｷ ｺｳｲﾁ 305200 堀田　枝美子 ﾎｯﾀ ｴﾐｺ 307322

杉田　義一 ｽｷﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ 307407 杉田　富士枝 ｽｷﾞﾀ ﾌｼﾞｴ 307408

杉山　喜昭 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 302090 竹田　厚美 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾐ 302091

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

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

武田　敏夫 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｵ 300527 能登　久美子 ﾉﾄ ｸﾐｺ 300528

長嶋　宏行 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 307401 奥野　花代子 ｵｸﾉ ｶﾖｺ 307402

中西　典夫 ﾅｶﾆｼ ﾂﾈｵ 303322 中西　早苗 ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 303323

中野　吉徳 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 301292 三枝　絹代 ｻｴｸﾞｻ ｷﾇﾖ 307376

新舘　正宣 ﾆｲﾀﾞﾃ ﾏｻﾉﾘ 306418 加藤　文子 ｶﾄｳ ﾌﾐｺ 306419

野木　英明 ﾉｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 303680 野木　艶江 ﾉｷﾞ ﾂﾔｴ 303681

服部　展久 ﾊｯﾄﾘ ﾉﾌﾞﾋｻ 304596 山本　敬子 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ 306070

日野　一慧 ﾋﾉ ｶｽﾞｴ 306069 久保　恵子 ｸﾎﾞ ｹｲｺ 307869

藤木　秀明 ﾌｼﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 304678 吉武　澄江 ﾖｼﾀｹ ｽﾐｴ 305944

堀　和之 ﾎﾘ ｶｽﾞﾕｷ 306642 堀　葉子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 306643

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

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

水村　博 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋﾛｼ 306491 木村　洋子 ｷﾑﾗ ﾖｳｺ 306492

宮本　岩生 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾜｵ 303193 太田　節子 ｵｵﾀ ｾﾂｺ 303194

安成　敬一郎 ﾔｽﾅﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 302519 山谷　美智子 ﾔﾏﾀﾆ ﾐﾁｺ 307953

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

山本　明 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 307570 山本　久子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｺ 307571

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

吉澤　幸男 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｷｵ 304157 安斎　敏子 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｼｺ 307541
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