
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

生悦住　達 ｲｹｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 307106 飛田　泰枝 ﾋﾀﾞ ﾔｽｴ 307107

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

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

岩﨑　雄二 ｲﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 307564 櫻井　和子 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｺ 307565

遠藤　昭治 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ 308252 小坂　嘉子 ｺｻｶ ﾖｼｺ 308253

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

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

金井　照雄 ｶﾅｲ ﾃﾙｵ 307778 八木原　早苗 ﾔｷﾞﾊﾗ ｻﾅｴ 308122

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

小林　久士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ 303310 小林　由美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 303311

近藤　隆 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 302731 近藤　のぶ子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｺ 302732

澤永　晴雄 ｻﾜｴ ﾊﾙｵ 303736 澤永　賢子 ｻﾜｴ ﾀｶｺ 303737

鳥羽　龍之介 ﾄﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 308183 鳥羽　絢華 ﾄﾊﾞ ｱﾔｶ 308184

名古屋　治資 ﾅｺﾞﾔ ﾊﾙﾖｼ 308063 斉藤　祐利子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 308064

土師　信幸 ﾊｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 305989 川本　栄美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 306062

藤田　十三夫 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾐｵ 308202 笠羽　明美 ｶｻﾊﾞ ｱｹﾐ 308203

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

御手洗　昇 ﾐﾀﾗｲ ﾉﾎﾞﾙ 308114 御手洗　尚子 ﾐﾀﾗｲ ﾅｵｺ 308115

村井　一正 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ 303831 小林　外美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾐｺ 305896

山本　雅己 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 306345 佐山　羅迦子 ｻﾔﾏ ﾗｶｺ 307710

Ｗ・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

生悦住　達 ｲｹｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 307106 飛田　泰枝 ﾋﾀﾞ ﾔｽｴ 307107

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

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

遠藤　昭治 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ 308252 小坂　嘉子 ｺｻｶ ﾖｼｺ 308253

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

岡元　慎也 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 308264 仙田　朔良 ｾﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 308265

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

金井　照雄 ｶﾅｲ ﾃﾙｵ 307778 八木原　早苗 ﾔｷﾞﾊﾗ ｻﾅｴ 308122

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

近藤　隆 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 302731 近藤　のぶ子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｺ 302732

澤永　晴雄 ｻﾜｴ ﾊﾙｵ 303736 澤永　賢子 ｻﾜｴ ﾀｶｺ 303737
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名古屋　治資 ﾅｺﾞﾔ ﾊﾙﾖｼ 308063 斉藤　祐利子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 308064

土師　信幸 ﾊｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 305989 川本　栄美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 306062

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

村井　一正 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ 303831 小林　外美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾐｺ 305896

山本　雅己 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 306345 佐山　羅迦子 ｻﾔﾏ ﾗｶｺ 307710


