
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

有賀　敏勝 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｶﾂ 305820 安本　富子 ﾔｽﾓﾄ ﾄﾐｺ 305821

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

伊勢田　明彦 ｲｾﾀ ｱｷﾋｺ 302763 伊勢田　和子 ｲｾﾀ ｶｽﾞｺ 302764

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

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

金沢　勉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 308371 澤口　郁子 ｻﾜｸﾞﾁ ｲｸｺ 308372

川口　守 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 301100 瓜生　房子 ｳﾘｭｳ ﾌｻｺ 307905

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

栗原　正和 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 302248 栗原　早苗 ｸﾘﾊﾗ ｻﾅｴ 302249

桜井　健一 ｻｸﾗｲ ｹﾝｲﾁ 301040 朱　雁 ｼｭ ｴﾝ 308333

佐々　英成 ｻｻ ﾋﾃﾞﾅﾘ 300897 佐々　昌子 ｻｻ ｱｷｺ 300898

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

白砂　和洋 ｼﾗｻｺﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 307936 XIA　XIAOLING 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　恭平 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 308393 築地　まどか ﾂｷｼﾞ ﾏﾄﾞｶ 308394

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

髙澤　清剛 ﾀｶｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 305796 髙澤　千代子 ﾀｶｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 305797

竹村　実 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾉﾙ 308069 渡辺　敏江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｴ 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

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

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

日野　一慧 ﾋﾉ ｶｽﾞｴ 306069 久保　恵子 ｸﾎﾞ ｹｲｺ 307869

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

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　貢 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾂｸﾞ 308384 佐々木　静枝 ｻｻｷ ｼｽﾞｴ 308385

古屋　賴尚 ﾌﾙﾔ ﾖﾘﾋｻ 302207 青野　華美 ｱｵﾉ ﾊﾙﾐ 308346

堀　和之 ﾎﾘ ｶｽﾞﾕｷ 306642 堀　葉子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 306643
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堀部　健 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹｼ 307172 堀部　久子 ﾎﾘﾍﾞ ﾋｻｺ 307173

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

松永　匡史 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｼ 308367 桜木　陽子 ｻｸﾗｷﾞ ﾖｳｺ 308368

村崎　豊 ﾑﾗｻｷ ﾕﾀｶ 308403 村崎　とも子 ﾑﾗｻｷ ﾄﾓｺ 308404

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

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


