
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 ﾏｻｱｷ 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

大関　光義 ｵｵｾﾞｷ ﾐﾂﾖｼ 300449 藤原　名甫子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｺ 300450

大平　国二 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｸﾆｼﾞ 308302 安達　恵里 ｱﾀﾞﾁ ｴﾘ 308303

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

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

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

古宮　義久 ｺﾐﾔ ﾖｼﾋｻ 307432 古宮　榮子 ｺﾐﾔ ｴｲｺ 307433

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

櫻井　裕幸 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 308192 緑川　知子 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄﾓｺ 308193

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

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

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

新谷　紀夫 ｼﾝﾔ ﾉﾘｵ 306718 末永　洋子 ｽｴﾅｶﾞ ﾖｳｺ 306719

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　智見 ｾｷ ﾄﾓﾐ 307858 森山　しゅう子 ﾓﾘﾔﾏ ｼｭｳｺ 307961

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

武内　義雄 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｵ 308130 吉田　ひさ子 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｺ 308131

竹村　実 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾉﾙ 308069 渡辺　理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 308289

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

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 中島　けい子 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｺ 308269
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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

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

別府　拓 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀｸ 308294 福田　さくら ﾌｸﾀﾞ ｻｸﾗ 308295

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

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

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

村瀬　賢一 ﾑﾗｾ ｹﾝｲﾁ 308028 小笹　詩織 ｵｻﾞｻ ｼｵﾘ 308029

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

米山　和男 ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｵ 306499 榎本　夕希子 ｴﾉﾓﾄ ﾕｷｺ 306500


