
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

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

荒井　久雄 ｱﾗｲ ﾋｻｵ 307059 白石　玉枝 ｼﾗｲｼ ﾀﾏｴ 307060

安斉　治久 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙﾋｻ 300398 小嶋　佑子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 300399

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

板谷　裕志 ｲﾀﾔ ﾋﾛｼ 300380 鳥居　智重子 ﾄﾘｲ ﾁｴｺ 305747

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

恩田　一夫 ｵﾝﾀﾞ ｶｽﾞｵ 302691 橘　志保 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾎ 307684

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

上岡　登 ｶﾐｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 307430 利根　都茂子 ﾄﾈ ﾄﾓｺ 307431

亀山　静夫 ｶﾒﾔﾏ ｼｽﾞｵ 305808 味戸　悦子 ｱｼﾞﾄ ｴﾂｺ 305809

川島　秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 305412 川島　恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 305413

木竜　重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 307499 安居院　徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 307500

工藤　哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 305608 佐藤　直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 308065

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

鈴木　善和 ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 308223 加藤　美枝子 ｶﾄｳ ﾐｴｺ 308224

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

田坂　康樹 ﾀｻｶ ﾔｽｷ 308161 加藤　ちひろ ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ 308162

田尻　敏之 ﾀｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ 307387 長谷川　悦子 ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾂｺ 307388

長井　貴弘 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 308222 髙橋　沙弥華 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 307257

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

眞鍋　清次 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 305632 眞鍋　朱実 ﾏﾅﾍﾞ ｱｹﾐ 305633

宮澤　正幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 300429 宮澤　妙子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｴｺ 300430

宮下　健司 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝｼﾞ 308125 宮下　高子 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶｺ 308126

森本　立身 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾐ 307004 宮川　節子 ﾐﾔｶﾜ ｾﾂｺ 307005

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

吉倉　康夫 ﾖｼｸﾗ ﾔｽｵ 302492 吉倉　宣子 ﾖｼｸﾗ ﾉﾌﾞｺ 302493

和田　望 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 307963 加藤　友佳子 ｶﾄｳ ﾕｶｺ 307691

和田　実 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ 301651 和田　静江 ﾜﾀﾞ ｼｽﾞｴ 301652

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

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

荒井　久雄 ｱﾗｲ ﾋｻｵ 307059 白石　玉枝 ｼﾗｲｼ ﾀﾏｴ 307060

安斉　治久 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙﾋｻ 300398 小嶋　佑子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 300399
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石井　雅章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 308276 大渕　裕子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾕｳｺ 308277

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

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

恩田　一夫 ｵﾝﾀﾞ ｶｽﾞｵ 302691 橘　志保 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾎ 307684

上岡　登 ｶﾐｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 307430 利根　都茂子 ﾄﾈ ﾄﾓｺ 307431

亀山　静夫 ｶﾒﾔﾏ ｼｽﾞｵ 305808 味戸　悦子 ｱｼﾞﾄ ｴﾂｺ 305809

川島　秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 305412 川島　恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 305413

木竜　重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 307499 安居院　徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 307500

近藤　博俊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄｼ 308098 近藤　京子 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｺ 308099

鈴木　善和 ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 308223 加藤　美枝子 ｶﾄｳ ﾐｴｺ 308224

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

髙橋　博光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 306698 髙橋　郁子 ﾀｶﾊｼ ｲｸｺ 306699

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

田坂　康樹 ﾀｻｶ ﾔｽｷ 308161 加藤　ちひろ ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ 308162

田尻　敏之 ﾀｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ 307387 長谷川　悦子 ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾂｺ 307388

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

眞鍋　清次 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 305632 眞鍋　朱実 ﾏﾅﾍﾞ ｱｹﾐ 305633

宮下　健司 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝｼﾞ 308125 宮下　高子 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶｺ 308126

森本　立身 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾐ 307004 宮川　節子 ﾐﾔｶﾜ ｾﾂｺ 307005

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

吉倉　康夫 ﾖｼｸﾗ ﾔｽｵ 302492 吉倉　宣子 ﾖｼｸﾗ ﾉﾌﾞｺ 302493

和田　実 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ 301651 和田　静江 ﾜﾀﾞ ｼｽﾞｴ 301652


