
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

青木　孝男 ｱｵｷ ﾀｶｵ 307580 青木　陽子 ｱｵｷ ﾖｳｺ 307581

浅野　元晴 ｱｻﾉ ﾓﾄﾊﾙ 305874 日高　春代 ﾋﾀﾞｶ ﾊﾙﾖ 307941

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

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

安藤　真広 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 307601 坪井　玲子 ﾂﾎﾞｲ ﾚｲｺ 307602

五十嵐　富男 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾐｵ 306935 村田　幸子 ﾑﾗﾀ ｻﾁｺ 306936

市村　慎一 ｲﾁﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 307664 髙田　ちづ子 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ 307665

伊東　雅文 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 307978 蛯谷　恵美子 ｴﾋﾞﾔ ｴﾐｺ 308038

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

大都　壮 ｵｵﾂ ﾂﾖｼ 300531 大都　泰子 ｵｵﾂ ﾔｽｺ 300532

岡田　雅局 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾁｶ 303633 海老原　エク ｴﾋﾞﾊﾗ ｴｸ 307964

荻野　髙重 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼｹﾞ 307286 平野　京子 ﾋﾗﾉ ｷｮｳｺ 302463

小野　春己 ｵﾉ ﾊﾙﾐ 305375 村上　黎子 ﾑﾗｶﾐ ﾚｲｺ 308039

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

川井　理文 ｶﾜｲ ﾐﾁﾌﾐ 302934 二上　洋子 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｳｺ 302935

岸　正道 ｷｼ ﾏｻﾐﾁ 306927 岸　静子 ｷｼ ｼｽﾞｺ 306928

葛生　芳男 ｸｽﾞｳ ﾖｼｵ 307042 垣崎　憲子 ｶｷｻﾞｷ ﾉﾘｺ 307043

小堀　正道 ｺﾎﾞﾘ ﾏｻﾐﾁ 307097 佐俣　幸子 ｻﾏﾀ ｻﾁｺ 307098

小峰　利宗 ｺﾐﾈ ﾄｼﾑﾈ 302280 内藤　悦子 ﾅｲﾄｳ ｴﾂｺ 302281

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

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

高木　博 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 307379 高木　美知子 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁｺ 307380

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

田辺　憲司 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 305600 田辺　清美 ﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾐ 305601

塚原　在也 ﾂｶﾊﾗ ｱﾘﾔ 301389 塚原　みさ子 ﾂｶﾊﾗ ﾐｻｺ 301390

冨田　忠 ﾄﾐﾀ ﾀﾀﾞｼ 305425 冨田　まさ子 ﾄﾐﾀ ﾏｻｺ 305426

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

長野　充朋 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂﾄﾓ 307980 守屋　文子 ﾓﾘﾔ ﾌﾐｺ 307981

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

中村　光信 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾉﾌﾞ 307135 三宅　滋子 ﾐﾔｹ ｼｹﾞｺ 307965
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萩　聡 ﾊｷﾞ ｻﾄｼ 307504 石山　マヤ ｲｼﾔﾏ ﾏﾔ 307147

部山　和愛 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 308044 佐々木　真琴 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 308045

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

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

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

安井　忠吉 ﾔｽｲ ﾁｭｳｷﾁ 305385 髙橋　幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 305386

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

吉沢　浩 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 307094 諏訪　恵子 ｽﾜ ｹｲｺ 307976


