
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

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

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

石井　友三 ｲｼｲ ﾄﾓﾐ 302511 石井　宏子 ｲｼｲ ﾋﾛｺ 302512

石井　雅章 ｲｼｲ ﾏｻｷ 308276 大渕　裕子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾕｳｺ 308277

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

伊藤　久 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 307266 藤森　満津枝 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾂｴ 308071

大沢　邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 307566 廣田　豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 308129

大田原　修二 ｵｵﾀﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ 306063 髙松　清子 ﾀｶﾏﾂ ｷﾖｺ 306703

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

荻野　髙重 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼｹﾞ 307286 才本　ふじ子 ｻｲﾓﾄ ﾌｼﾞｺ 308261

北出　和己 ｷﾀﾃﾞ ｶｽﾞｷ 307612 元山　淑子 ﾓﾄﾔﾏ ﾖｼｺ 305249

小林　正捷 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶﾂ 303072 山﨑　弘子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｺ 303073

近藤　純 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 308262 神城　真央 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｵ 308263

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

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

清水　健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 300445 小森　利子 ｺﾓﾘ ﾄｼｺ 300446

白砂　和洋 ｼﾗｻｺﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 307936 夏　小玲 ｼｬ ｼｮｳﾘﾝ 307937

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

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

須永　昭夫 ｽﾅｶﾞ ｱｷｵ 308229 松本　洋子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 308230

関根　初男 ｾｷﾈ ﾊﾂｵ 308066 関根　なおみ ｾｷﾈ ﾅｵﾐ 308067

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

塚田　和男 ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｵ 307399 稲田　敬子 ｲﾅﾀﾞ ｹｲｺ 307400

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

中倉　良久 ﾅｶｸﾗ ﾖｼﾋｻ 300396 中倉　敏子 ﾅｶｸﾗ ﾄｼｺ 300397

中野　吉徳 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 301292 中島　けい子 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｺ 308269

中村　芳文 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 307762 秋吉　みとり ｱｷﾖｼ ﾐﾄﾘ 307763

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

硲　龍男 ﾊｻﾞﾏ ﾀﾂｵ 302054 硲　桂子 ﾊｻﾞﾏ ｹｲｺ 302055

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

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

町田　貞治 ﾏﾁﾀﾞ ﾃｲｼﾞ 306382 町田　和枝 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｴ 306383
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宮本　岩生 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾜｵ 303193 太田　節子 ｵｵﾀ ｾﾂｺ 303194

宮本　博史 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 307870 岩瀬　和子 ｲﾜｾ ｶｽﾞｺ 307871

山口　昇 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾎﾞﾙ 308123 東海林　市江 ｼｮｳｼﾞ ｲﾁｴ 308124

吉野　重男 ﾖｼﾉ ｼｹﾞｵ 304634 吉野　恵子 ﾖｼﾉ ｹｲｺ 304635

分部　綱男 ﾜｹﾍﾞ ﾂﾅｵ 307729 大崎　智子 ｵｵｻｷ ﾄﾓｺ 307730


