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No. 資格名 氏名(フリガナ） 住所
1 会友 浅居 浩　（　ｱｻｲ ﾋﾛｼ　） 滋賀県
2 会友 鮎川 美知子　（　ｱﾕｶﾜ ﾐﾁｺ　） 滋賀県
3 会友 新井 かつよ　（　ｱﾗｲ ｶﾂﾖ　） 東京都
4 会友 池田 清一　（　ｲｹﾀﾞ ｾｲｲﾁ　） 鳥取県
5 会友 今井 澪子　（　ｲﾏｲ ﾚｲｺ　） 東京都
6 会友 岩田 あや子　（　ｲﾜﾀ ｱﾔｺ　） 滋賀県
7 会友 上村 豊子　（　ｳｴﾑﾗ ﾄﾖｺ　） 滋賀県
8 会友 碓井 静子　（　ｳｽｲ ｼｽﾞｺ　） 滋賀県
9 会友 荻原 昌代　（　ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖ　） 東京都
10 会友 小野住 輝惠　（　ｵﾉｽﾞﾐ ﾃﾙｴ　） 東京都
11 会友 小畑 せい子　（　ｵﾊﾞﾀ ｾｲｺ　） 東京都
12 会友 恩田 吉久　（　ｵﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ　） 島根県
13 会友 上松瀬 有美子　（　ｶﾝﾏﾂｾ ﾕﾐｺ　） 千葉県
14 会友 北川 暁子　（　ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷｺ　） 滋賀県
15 会友 木谷 晃夫　（　ｷﾀﾆ ﾃﾙｵ　） 大阪府
16 会友 鬼頭 純平　（　ｷﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ　） 広島県
17 会友 木村 陽次　（　ｷﾑﾗ ﾖｳｼﾞ　） 大阪府
18 会友 清見 由紀子　（　ｷﾖﾐ ﾕｷｺ　） 東京都
19 会友 古浦 紀枝　（　ｺｳﾗ ﾕｷｴ　） 島根県
20 会友 小竹 秀征　（　ｺﾀｹ ﾋﾃﾞﾕｷ　） 茨城県
21 会友 小林 節子　（　ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾂｺ　） 東京都
22 会友 近藤 昇　（　ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙ　） 京都府
23 会友 佐藤 和夫　（　ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ　） 東京都
24 会友 塩原 功　（　ｼｵﾊﾞﾗ ｲｻｵ　） 埼玉県
25 会友 繁村 敬子　（　ｼｹﾞﾑﾗ ﾀｶｺ　） 広島県
26 会友 杉田 考浩　（　ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ　） 千葉県
27 会友 杉山 茂　（　ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ　） 広島県
28 会友 鈴木 修　（　ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ　） 神奈川県
29 会友 髙木 邦平　（　ﾀｶｷﾞ ｸﾆﾍｲ　） 岐阜県
30 会友 高瀬 政五郎　（　ﾀｶｾ ﾏｻｺﾞﾛｳ　） 東京都
31 会友 髙橋 清　（　ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ　） 千葉県
32 会友 髙橋 秀子　（　ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｺ　） 東京都
33 会友 高松 典雄　（　ﾀｶﾏﾂ ﾐﾁｵ　） 東京都
34 会友 田島 久子　（　ﾀｼﾞﾏ ﾋｻｺ　） 滋賀県
35 会友 田中 智久　（　ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ　） 新潟県
36 会友 棚橋 信夫　（　ﾀﾅﾊｼ ﾉﾌﾞｵ　） 岐阜県
37 会友 谷 幸子　（　ﾀﾆ ﾕｷｺ　） 滋賀県
38 会友 地﨑 陽一　（　ﾁｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ　） 富山県
39 会友 築谷 士郎　（　ﾂｸﾀﾆ ｼﾛｳ　） 鳥取県
40 会友 対馬 一　（　ﾂｼﾏ ﾊｼﾞﾒ　） 千葉県
41 会友 坪井 保男　（　ﾂﾎﾞｲ ﾔｽｵ　） 静岡県
42 会友 中村 哲也　（　ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ　） 東京都
43 会友 萩原 悦子　（　ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾂｺ　） 東京都
44 会友 濵浦 敦子　（　ﾊﾏｳﾗ ｱﾂｺ　） 滋賀県
45 会友 東 キヨ子　（　ﾋｶﾞｼ ｷﾖｺ　） 埼玉県
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46 会友 平井 淑子　（　ﾋﾗｲ ﾖｼｺ　） 神奈川県
47 会友 保坂 勝彦　（　ﾎｻｶ ｶﾂﾋｺ　） 東京都
48 会友 堀 祐之　（　ﾎﾘ ﾕｳｼ　） 神奈川県
49 会友 松田 和子　（　ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｺ　） 千葉県
50 会友 水上 廣子　（　ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾛｺ　） 佐賀県
51 会友 水島 美登利　（　ﾐｽﾞｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ　） 東京都
52 会友 村上 陽子　（　ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ　） 滋賀県
53 会友 野洲 昭夫　（　ﾔｽ ｱｷｵ　） 滋賀県
54 会友 山鹿 和英　（　ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ　） 千葉県
55 会友 山田 和江　（　ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｴ　） 沖縄県
56 会友 山田 博子　（　ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ　） 滋賀県
57 会友 山田 友理子　（　ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｺ　） 東京都
58 会友 湯浅 一子　（　ﾕｱｻ ｲﾁｺ　） 滋賀県
59 会友 吉田 安今巳　（　ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ　） 滋賀県
60 会友 吉田 陽一　（　ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ　） 愛知県


