
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

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

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

伊藤　夢 ｲﾄｳ ﾕﾒ 307873 齋藤　直美 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 308273

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

川井　理文 ｶﾜｲ ﾐﾁﾌﾐ 302934 二上　洋子 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｳｺ 302935

木下　忠雄 ｷﾉｼﾀ ﾀﾀﾞｵ 305400 佐々木　幸恵 ｻｻｷ ﾕｷｴ 308466

倉田　市郎 ｸﾗﾀ ｲﾁﾛｳ 308483 大木　理恵 ｵｵｷ ﾘｴ 308484

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

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

桜井　駿 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 308479 加藤　則子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 308480

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

佐藤　博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 306696 山下　由幾子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ 306697

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

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

田中　高司 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 301583 前籔　美佐子 ﾏｴﾔﾌﾞ ﾐｻｺ 308347

谷平　清 ﾀﾆﾋﾗ ｷﾖｼ 308022 宮﨑　ツヤ子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾔｺ 308023

長野　充朋 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂﾄﾓ 307980 守屋　文子 ﾓﾘﾔ ﾌﾐｺ 307981

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

浜﨑　貢 ﾊﾏｻｷ ﾐﾂｸﾞ 302172 海老原　正子 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｺ 302173

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

堀　和之 ﾎﾘ ｶｽﾞﾕｷ 306642 堀　葉子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 306643

堀部　健 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹｼ 307172 堀部　久子 ﾎﾘﾍﾞ ﾋｻｺ 307173

前島　進 ﾏｴｼﾏ ｽｽﾑ 301577 管野　知子 ｶﾝﾉ ﾄﾓｺ 307661

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

松本　章 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 308441 小倉　幸子 ｵｸﾞﾗ ｻﾁｺ 308442

三浦　文夫 ﾐｳﾗ ﾌﾐｵ 308257 三浦　幸子 ﾐｳﾗ ｻﾁｺ 308258

本西　勝則 ﾓﾄﾆｼ ｶﾂﾉﾘ 308331 内藤　智恵子 ﾅｲﾄｳ ﾁｴｺ 308332

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
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山本　明 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 307570 山本　久子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｺ 307571

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


