
自治体名 氏名 ふりがな

1 北海道 合田　明美 ごうだ　あけみ

2 北海道 國奥　孝子 くにおく　たかこ

3 青森県 椛沢　早苗 かばさわ　さなえ

4 青森県 渋谷　省吾 しぶたに　しょうご

5 青森県 藤田　哲浩 ふじた　てつひろ

6 青森県 松田　一 まつた　はじめ

7 青森県 髙橋　美貴恵 たかはし　みきえ

8 青森県 作田　昭子 さくた　あきこ

9 岩手県 中村　ミサ なかむら　みさ

10 岩手県 中村　美喜子 なかむら　みきこ

11 岩手県 藤沼　真紀子 ふじぬま　まきこ

12 岩手県 藤本　達也 ふじもと　たつや

13 宮城県 大友　秀子 おおとも　ひでこ

14 宮城県 鈴木　美紀子 すずき　みきこ

15 秋田県 大黒　茂都子 だいこく　もとこ

16 秋田県 畠山　　教子 はたけやま　のりこ

17 秋田県 東海林　久美子 しょうじ　くみこ

18 秋田県 松下　誠子 まつした　せいこ

19 福島県 三瓶　邦子 さんぺい　くにこ

20 栃木県 新藤　せつ子 しんどう　せつこ

21 栃木県 田中　則子 たなか　のりこ

22 栃木県 辻田　道子 つじた　みちこ

23 栃木県 関口　直美 せきぐち　なおみ

24 栃木県 柏瀬　ひとみ かしわせ　ひとみ

25 群馬県 村上　ひろみ むらかみ　ひろみ

26 群馬県 花輪　通代 はなわ　みちよ

27 群馬県 田辺　冨美江 たなべ　ふみえ
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自治体名 氏名 ふりがな

28 群馬県 小堀　昇子 こぼり　しょうこ

29 群馬県 野沢　真澄 のざわ　ますみ

30 埼玉県 近藤　つね子 こんどう　つねこ

31 埼玉県 浅見　浩美 あさみ　ひろみ

32 埼玉県 金井　輝江 かない　てるえ

33 千葉県 大沼　幸代 おおぬま　さちよ

34 東京都 川下　勝利 かわしも　かつとし

35 東京都 宇野　有斐子 うの　ういこ

36 東京都 宇野　宏武 うの　ひろたけ

37 東京都 鶴岡　協子 つるおか　きょうこ

38 神奈川県 石田　由美子 いしだ　ゆみこ

39 神奈川県 鈴木　弥生 すずき　やよい

40 神奈川県 舘田　知佐 たてだ　ちさ

41 神奈川県 遠藤　綾子 えんどう　あやこ

42 神奈川県 川口　敦子 かわぐち　あつこ

43 神奈川県 小澤　祐子 おざわ　ゆうこ

44 新潟県 星　義英 ほし　ぎえい

45 富山県 東　律子 あずま　りつこ

46 石川県 平野　道子 ひらの　みちこ

47 石川県 久保出　珠美子 くぼで　すみこ

48 石川県 橋本　恭子 はしもと　きょうこ

49 石川県 大浦　和子 おおうら かずこ

50 石川県 勘左　藤子 かんさ　ふじこ

51 福井県 藤澤　千鶴子 ふじさわ　ちずこ

52 福井県 岡田　寿美子 おかだ　すみこ

53 福井県 森瀬　利穂 もりせ　りほ

54 福井県 高田　清子 たかだ　きよこ



自治体名 氏名 ふりがな

55 福井県 髙田　久代子 たかだ　くよこ

56 山梨県 名取　夏美 なとり　なつみ

57 山梨県 河西　良子 かさい　りょうこ

58 岐阜県 津汲　陽子 つくみ　ようこ

59 岐阜県 中島　祐子 なかしま　ゆうこ

60 岐阜県 小池　美幸 こいけ　みゆき

61 岐阜県 菱田　恒子 ひしだ　つねこ

62 岐阜県 松本　郁子 まつもと　いくこ

63 静岡県 中川　加代子 なかがわ　かよこ

64 静岡県 瀬川　志賀子 せがわ　しがこ

65 静岡県 櫻井　治枝 さくらい　はるえ

66 静岡県 向笠　恵子 むかさ　けいこ

67 静岡県 名倉　美知子 なぐら　みちこ

68 愛知県 小林　啓子 こばやし　けいこ

69 愛知県 松原　知子 まつばら　ともこ

70 愛知県 榊原　みね子 さかきばら　みねこ

71 三重県 大井　弓子 おおい　ゆみこ

72 三重県 高木　美紀子 たかぎ　みきこ

73 三重県 青山　弘忠 あおやま　ひろただ

74 三重県 杉森　綾子 すぎもり　あやこ

75 三重県 佐田　恵子 さだ　けいこ

76 三重県 今村　泉 いまむら　いずみ

77 三重県 鎌田　秀一 かまた　しゅういち

78 京都府 北山　あい子 きたやま　あいこ

79 京都府 小柴　洋子 こしば　ようこ

80 京都府 岡田　真里子 おかだ　まりこ

81 京都府 竹村　武美 たけむら　たけみ



自治体名 氏名 ふりがな

82 京都府 塩見　奈保美 しおみ　なほみ

83 大阪府 山中　良子 やまなか　ながこ

84 大阪府 川東　眞弓 かわひがし　まゆみ

85 大阪府 東口　豊子 ひがしぐち　とよこ

86 大阪府 石川　明子 いしかわ　あきこ

87 大阪府 波多野　直子 はたの　なおこ

88 大阪府 西浦　日佐代 にしうら　ひさよ

89 大阪府 木下　薫 きのした　かおる

90 大阪府 眞榮田　初子 まえだ　はつこ

91 大阪府 藤原　康子 ふじわら　やすこ

92 大阪府 濱口　順子 はまぐち　じゅんこ

93 大阪府 工藤　久美子 くどう　くみこ

94 大阪府 長田　佐栄子 ながた　さえこ

95 兵庫県 吉本　和子 よしもと　かずこ

96 兵庫県 中林　加代子 なかばやし　かよこ

97 兵庫県 馬場　美智子 ばば　みちこ

98 兵庫県 阿賀　泉 あが　いずみ

99 兵庫県 仲田　真弓 なかた　まゆみ

100 兵庫県 片山　ひとみ かたやま　ひとみ

101 兵庫県 方山　さがみ かたやま　さがみ

102 奈良県 橋本　智子 はしもと　ともこ

103 奈良県 中村　奉子 なかむら　ともこ

104 奈良県 薮内　仁美 やぶうち　ひとみ

105 奈良県 浅井　周 あさい　しゅう

106 和歌山県 佐々木　和代 ささき　かずよ

107 和歌山県 植本　由美子 うえもと　ゆみこ

108 鳥取県 清水　幸江 しみず　さちえ
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109 鳥取県 山本　克宝 やまもと　かつみ

110 鳥取県 水野　淑江 みずの　よしえ

111 鳥取県 濱田　郁子 はまだ　いくこ

112 島根県 平野　光德 ひらの　こうとく

113 島根県 吉田　哲明 よしだ　てつあき

114 岡山県 内藤　房子 ないとう　ふさこ

115 岡山県 井上　須磨子 いのうえ　すまこ

116 岡山県 足立　淸美 あしだて　きよみ

117 広島県 伏川　瑞恵 ふしかわ　みずえ

118 山口県 井原　善昭 いはら　ぜんしょう

119 山口県 伊藤　雅子 いとう　まさこ

120 山口県 玉井　晃純 たまい　こうじゅん

121 山口県 西野　紀代子 にしの　きよこ

122 徳島県 加藤　仁 かとう　ひとし

123 徳島県 吉田　孜代 よしだ　あつよ

124 徳島県 波里　史子 はり　ふみこ

125 徳島県 北濵　道子 きたはま　みちこ

126 香川県 河田　千賀子 かわた　ちかこ

127 香川県 多田羅　祐子 たたら　ゆうこ

128 香川県 武田　英子 たけだ　えいこ

129 愛媛県 合田　明子 ごうだ　あきこ

130 愛媛県 川井　昌子 かわい　まさこ

131 愛媛県 大野　京子 おおの　きょうこ

132 高知県 石建　結香 いしたて　ゆか

133 高知県 佐竹　玉衣 さたけ　たまい

134 高知県 武政　早百合 たけまさ　さゆり

135 福岡県 鍋藤　由紀恵 なべとう　ゆきえ
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136 福岡県 河口　恭子 かわぐち　きょうこ

137 福岡県 一瀬　清子 いちのせ　きよこ

138 福岡県 篠崎　真理子 しのざき　まりこ

139 佐賀県 松中　浩泰 まつなか　ひろやす

140 佐賀県 宮崎　深雪 みやざき　みゆき

141 佐賀県 陽向　尚美 ひさき　なおみ

142 長崎県 西川　義文 にしかわ　よしふみ

143 長崎県 谷口　廣行 たにぐち　ひろゆき

144 長崎県 西村　承品 にしむら　じょうぼん

145 熊本県 三宅　節 みやけ　せつ

146 熊本県 鳴川　直子 なるかわ　なおこ

147 熊本県 有馬　みどり ありま　みどり

148 熊本県 坂上　秀子 さかうえ　ひでこ

149 熊本県 山田　弥生 やまだ　やよい

150 熊本県 鬼塚　延子 おにづか　のぶこ

151 大分県 川津　和子 かわづ　かずこ

152 大分県 古谷　和足 こや　わたる

153 大分県 後藤　久美子 ごとう　くみこ

154 沖縄県 比嘉　キヨ子 ひが　きよこ

155 沖縄県 照喜名　智江美 てるきな　ちえみ

156 沖縄県 末吉　政枝 すえよし　まさえ

157 沖縄県 高橋　喜美代 たかはし　きみよ

158 沖縄県 眞榮田　美智子 まえだ　みちこ

159 沖縄県 幸地　秀子 こうち　ひでこ

160 仙台市 富永　京子 とみなが　きょうこ

161 仙台市 木村　裕子 きむら　ゆうこ

162 仙台市 文谷　仁子 ぶんや　じんこ



自治体名 氏名 ふりがな

163 仙台市 佐沢　芳子 さざわ　よしこ

164 千葉市 日高　正和 ひだか　まさかず

165 千葉市 渡辺　久子 わたなべ　ひさこ

166 横浜市 早川　ヒロ子 はやかわ　ひろこ

167 横浜市 石塚　イツ子 いしづか　いつこ

168 横浜市 伊藤　弘子 いとう　ひろこ

169 横浜市 矢ヶ部　孝子 やかべ　たかこ

170 横浜市 柴田　千穂子 しばた　ちほこ

171 横浜市 清水　淳子 しみず　あつこ

172 横浜市 岡　正子 おか　しょうこ

173 川崎市 柴田　礼津子 しばた　れつこ

174 川崎市 奥村　寿之 おくむら　としゆき

175 川崎市 奥村　佳代子 おくむら　かよこ

176 相模原市 新美　臣江 にいみ　たみえ

177 相模原市 清野　久美子 きよの　くみこ

178 相模原市 矢野　啓子 やの　けいこ

179 新潟市 平澤　正人 ひらさわ　まさと

180 新潟市 山田　文子 やまだ　ふみこ

181 新潟市 猪俣　清子 いのまた　せいこ

182 名古屋市 紅村　京子 こうむら　きょうこ

183 名古屋市 西川　禎信 にしかわ　ていしん

184 名古屋市 横江　美智代 よこえ　みちよ

185 名古屋市 山中　健司 やまなか　けんじ

186 名古屋市 長谷川　孝範 はせがわ　たかのり

187 名古屋市 鋤柄　則子 すきがら　のりこ

188 京都市 黒坂　堯栄 くろさか　ぎょうえい

189 京都市 川島　晋海 かわしま　しんかい
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190 京都市 峯　まき子 みね　まきこ

191 京都市 室田　一樹 むろた　いつき

192 京都市 小田　美也子 おだ　みやこ

193 大阪市 渡邊　知子 わたなべ　ともこ

194 大阪市 奥野　裕次 おくの　ゆうじ

195 大阪市 渡嘉敷　恵 とかしき　めぐみ

196 大阪市 小谷　啓二 こたに　けいじ

197 大阪市 池脇　みき子 いけわき　みきこ

198 大阪市 藤　幾久子 ふじ　きくこ

199 大阪市 奥田　輝代 おくだ　てるよ

200 堺市 三木　圭子 みき　けいこ

201 堺市 鍋岡　陽子 なべおか　ようこ

202 堺市 井伊　美保 いい　みほ

203 神戸市 太田垣　千恵 おおたがき　ちえ

204 神戸市 米田　芳恵 よねだ　よしえ

205 神戸市 中杉　千代子 なかすぎ　ちよこ

206 神戸市 川﨑　榮子 かわさき　えいこ

207 岡山市 同前　隆志 どうぜん　たかし

208 広島市 白石　清子 しらいし　きよこ

209 広島市 小松　正子 こまつ　まさこ

210 広島市 武田　ひとみ たけた　ひとみ

211 広島市 津沢　博美 つざわ　ひろみ

212 広島市 山田　明枝 やまだ　あきえ

213 北九州市 小野　ヨシ子 おの　よしこ

214 北九州市 松尾　孝子 まつお　たかこ

215 北九州市 藤富　孝雄 ふじとみ　こうゆう

216 北九州市 山﨑　啓子 やまさき　けいこ
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217 福岡市 藤田　和子 ふじた　かずこ

218 福岡市 篠崎　信子 しのざき　のぶこ

219 福岡市 山崎　道子 やまさき　みちこ

220 福岡市 森部　エミ子 もりべ　えみこ

221 福岡市 鳥越　百合子 とりごえ　ゆりこ

222 熊本市 髙木　英子 たかき　えいこ

223 熊本市 清島　惠子 きよしま　けいこ

224 熊本市 川口　文子 かわぐち　ふみこ

225 熊本市 下城　登志子 しもじょう　としこ

226 青森市 天坂　久子 てんさか　ひさこ

227 秋田市 菊地　久子 きくち　ひさこ

228 秋田市 皆川　恵美子 みながわ　えみこ

229 郡山市 吉田　朋子 よした　ともこ

230 宇都宮市 齋藤　和子 さいとう　かずこ

231 宇都宮市 齋藤　文子 さいとう　ふみこ

232 宇都宮市 森島　隆 もりしま　たかし

233 前橋市 田部井　一恵 たべい　かずえ

234 前橋市 中川　八千代 なかがわ　やちよ

235 柏市 鈴木　美岐子 すずき　みきこ

236 八王子市 石坂　孝喜 いしざか　たかよし

237 横須賀市 久場　愛子 くば　あいこ

238 横須賀市 大芝　和枝 おおしば　かずえ

239 富山市 古本　好子 ふるもと　たかこ

240 富山市 松田　美智子 まつだ　みちこ

241 富山市 寺腰　芳子 てらこし　よしこ

242 金沢市 黒沢　千雅子 くろさわ　ちがこ

243 金沢市 中家　ひろみ なかいえ　ひろみ
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244 豊橋市 大橋　玄修 おおはし　げんしゅう

245 豊橋市 水野　節弘 みずの　せつひろ

246 豊橋市 髙崎　俊幸 たかさき　としゆき

247 東大阪市 大島　律子 おおしま　りつこ

248 東大阪市 藤本　和恵 ふじもと　かずえ

249 豊中市 安家　比呂志 あけ　ひろし

250 枚方市 日置　千賀子 ひおき　ちかこ

251 西宮市 松本　佳代子 まつもと　かよこ

252 尼崎市 宏林　康子 ひろばやし　やすこ

253 尼崎市 藤木　築惠 ふじき　きずえ

254 尼崎市 豊島　美代子 とよしま　みよこ

255 奈良市 前田　紀美子 まえだ　きみこ

256 和歌山市 浦野　美惠 うらの　みえ

257 和歌山市 竹野　晃子 たけの　あきこ

258 倉敷市 大原　邦子 おおはら　くにこ

259 倉敷市 武本　由子 たけもと　ゆうこ

260 倉敷市 石井　洋子 いしい　ようこ

261 福山市 門田　恭子 もんでん　きょうこ

262 福山市 甲斐　弘美 かい　ひろみ

263 福山市 住村　みゆき すみむら　みゆき

264 呉市 福中　千代 ふくなか　ちよ

265 呉市 世良　美智代 せら　みちよ

266 高松市 伏見　千枝子 ふしみ　ちえこ

267 高知市 志村　眞弓 しむら　まゆみ

268 高知市 藤中  清伯 ふじなか　きよのり

269 高知市 渡辺　憲子 わたなべ　のりこ

270 久留米市 中原　幸子 なかはら　さちこ
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271 久留米市 與田　富見子 よだ　とみこ

272 久留米市 原　美佐子 はら　みさこ

273 長崎市 水浦　ヨシ子 みずうら　よしこ

274 長崎市 髙比良　英子 たかひら　えいこ

275 長崎市 松尾　正一郎 まつお　せいいちろう

276 宮崎市 山本　昭子 やまもと　しょうこ

277 宮崎市 小玉　智子 こだま　ともこ


