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第 ３ 期 社 員 名 簿



都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名

北海道 櫻井　真樹子 北海道 山本　さと子 北海道 久川　智美

北海道 千葉　香奈子 北海道 池田　由佳 北海道 金川　有佳里

北海道 大石　美香 北海道 北山　美津子

宮城県 仁乃森　有香 宮城県 本郷　亜季 宮城県 村山　郁美

宮城県 高谷　裕子 福島県 中里　美樹 福島県 石橋　英子

青森県 角田　千果子 岩手県 齋藤　聡子 宮城県 齋藤　聡子

岩手県 青木　優子 福島県 渡部　智子 福島県 竹山　美幸

山形県 加藤　貴子 青森県 苅田　実佳 福島県 濵津　牧子

神奈川県 柳川　秀樹 千葉県 星川　雅子 千葉県 相川　朋子

神奈川県 杉本　公子 千葉県 中村　乙子 神奈川県 池田　さくらこ

千葉県 星　美津子 神奈川県 光成　佳世 茨城県 小林　恵美

神奈川県 大場　智子 埼玉県 大関　由美子 千葉県 永田　智士

神奈川県 水坂　典雅 群馬県 横坂　美夏 埼玉県 伴場　理恵

千葉県 藤村　智子 群馬県 諏訪　のぶ子 山梨県 中込　圭子

神奈川県 長部　友子 埼玉県 安藤　亮 神奈川県 浦川　龍平

神奈川県 鵜野　圭子 埼玉県 粕谷　吏 埼玉県 近藤　美和

神奈川県 上野　智子 神奈川県 國枝　甫 千葉県 瀬間　由希

神奈川県 滝澤　大輔 神奈川県 久保田　理恵 神奈川県 内藤　直美

神奈川県 和泉　晃代 埼玉県 池之上　佳代子 神奈川県 尾幡　久子

神奈川県 小田山　里加江 埼玉県 高島　恵美 埼玉県 平野　幸子

千葉県 樋浦　晶子 神奈川県 菊地　恵 神奈川県 加賀谷　知子

神奈川県 筒井　由紀子 山梨県 保坂　明宏 神奈川県 打田　結依

神奈川県 大島　とみ子 山梨県 松田　祐子 栃木県 本谷　葉子

神奈川県 金井　貴子 神奈川県 岩崎　真由美 千葉県 永井　絢也

神奈川県 福場　美知留 神奈川県 鈴木　一平 神奈川県 山田　奈知江

神奈川県 石田　絵美子 埼玉県 佐藤　浩子 茨城県 石井　良枝

埼玉県 青木　明美 埼玉県 晴佐久　みゆき 千葉県 安部　恵子

千葉県 平本　美保 神奈川県 小名　幸子 埼玉県 野口　佳恵

群馬県 周藤　孝子 神奈川県 横溝　英子 埼玉県 蓮沼　亜季

神奈川県 福永　まゆみ 群馬県 細谷　玉貴 茨城県 冨田　裕美

神奈川県 上原　和枝 埼玉県 岩野　百合子 神奈川県 内田　理絵

埼玉県 菅野　広美 栃木県 髙林　由香 茨城県 荒木　喜久江

神奈川県 和田　容子 千葉県 腰原　奈保美 埼玉県 伊東　恵美子

東京都 加藤　紀代子 東京都 大塚　久美子 東京都 吉成　紫

東京ブロック
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北海道ブロック

東北ブロック

関東ブロック(東京除く)



東京都 鈴木　美香 東京都 金澤　美樹子 東京都 古賀　千鶴

東京都 谷　美緒 東京都 上野　奈美 東京都 藤井　彩子

東京都 鈴木　幸枝 東京都 上野　貴代 東京都 鈴木　佳恵

東京都 大石　咲世 東京都 児島　美緒 東京都 石野　志帆

東京都 朔川　雅衣 東京都 落合　順子 東京都 蒲池　由美

東京都 關口　洋功 東京都 箕浦　眞彰 東京都 前田　けいこ

東京都 安達　圭子 東京都 那須野　史奈 東京都 岡本　敬子

東京都 辻田　順子 東京都 伊東　利恵 東京都 乗松　理夏

東京都 正野　望美 東京都 水谷　由美子 東京都 鷹野　弘一朗

東京都 金谷　千秋 東京都 村上　ひさ子 東京都 境　弥生

東京都 飯田　智子 東京都 川副　有美 東京都 笠島　利芳子

東京都 小川　カンナ 東京都 山田　妙子 東京都 三上　香保

東京都 鈴木　理恵 東京都 塩野　敦子 東京都 髙村　良美

東京都 佐藤　麻利江 東京都 鴻野　敏子 東京都 内田　友子

東京都 野殿　桂吾 東京都 鈴木　知子 東京都 山本　佐智子

東京都 佐藤　千弥 東京都 瀬良　惠美 東京都 大村　さつき

東京都 森　友美子 東京都 浅田　ひさ 東京都 西脇　麗子

東海・北陸・信越ブロック

岐阜県 達　由紀子 静岡県 原田　裕子 長野県 山田　かおる

新潟県 嵐　京子 愛知県 池見　未來 三重県 鈴木　梨沙

愛知県 元垣内　京子 三重県 世古　香織 愛知県 小野寺　珠美

福井県 宮　典子 愛知県 壁　友美 岐阜県 山下　亜希

愛知県 杉山　真子 静岡県 池端　小夜子 静岡県 髙野　紗幸

富山県 湊　聡美 愛知県 杉本　佳史 愛知県 後藤　晴子

長野県 永嶺　真弓 三重県 濱畑　麻里奈 静岡県 中島　万理子

三重県 小田　恵子 愛知県 近田　百恵 三重県 伊藤　由紀

静岡県 飯田　成子 静岡県 中島　かえで 長野県 北村　梨恵

静岡県 山口　晴美 愛知県 堀田　朱美 三重県 岡　憲子

愛知県 百中　紀代美 三重県 藤井　志穂 長野県 酒井　栄子

静岡県 澤木　はま子 愛知県 加藤　恵味子 静岡県 小松　里衣

京都府 西　慶一 大阪府 浦野　典子 和歌山県 石上　知子

大阪府 野寄　聖統 兵庫県 磯部　多延 大阪府 栗山　紗衣子

兵庫県 中山　亜紀 大阪府 矢野　静 和歌山県 中岡　由美

大阪府 倉　幸子 兵庫県 大矢　佳代 大阪府 山口　朋子

奈良県 松山　真美 大阪府 藤沢　久美子 奈良県 内河　亜衣

兵庫県 岡田　絢子 大阪府 津田　かおり 兵庫県 岸口　貴子

京都府 廣瀬　久美子 大阪府 武田　恵子 兵庫県 原田　かおり

兵庫県 露無　純子 奈良県 西田　奈々 兵庫県 清水　幸代

第３期社員名簿 （個人正会員)

近畿ブロック



兵庫県 西村　志ほり 大阪府 長久保　恭子 大阪府 谷口　愛季子

滋賀県 佐藤　かおり 京都府 山本　智美 和歌山県 川内　和子

和歌山県 岡橋　美之子 大阪府 川端　路代 大阪府 久保　佳央里

京都府 本多　春菜 大阪府 宮本　寛子 大阪府 平尾　佳代子

兵庫県 田中　達也 京都府 寺西　毅 大阪府 野上　貴広

大阪府 藤井　ひろみ 和歌山県 嶋本　知津 兵庫県 長田　宜子

大阪府 中山　久仁子

中国・四国ブロック

広島県 福原　千史 愛媛県 井上　美詠 愛媛県 戸田　香葉

香川県 古市　由起子 広島県 澤田　真弓 島根県 佐藤　良美

山口県 田中　陽子 島根県 内宮　恵子 香川県 三好　里佳

広島県 竹内　雅子 島根県 松浦　淳子 山口県 藤田　綾子

香川県 石井　香織 愛媛県 大西　弥生 広島県 安達　可洋

山口県 中川　眞千 広島県 占部　加世 山口県 関本　愛子

広島県 前川尻　佳子 広島県 島田　紀久子

九州・沖縄ブロック

福岡県 本玉　夏子 福岡県 江藤　弓乃 宮崎県 坂本　幸子

沖縄県 比嘉　千加子 福岡県 下田　尚子 福岡県 木村　裕子

熊本県 牧坂　久美子 沖縄県 粕谷　ゆかり 鹿児島県 東郷　博美

福岡県 森田　直美 福岡県 角田　満子 熊本県 工藤　陽子

大分県 吉岡　尚美 熊本県 西坂　禎二 福岡県 城　ひろみ

沖縄県 工藤　淳子 福岡県 杉下　清美 熊本県 橋詰　美香

沖縄県 与儀　初美 福岡県 小池　幸子 福岡県 和田　優子

鹿児島県 藤元　智美 大分県 田原　郁美 福岡県 城島　佐代子

福岡県 平沢　美英子 鹿児島県 有村　真由美 熊本県 山下　由美

鹿児島県 石原　圭 宮崎県 川越　やよい 長崎県 田中　智子

熊本県 三牧　直美 福岡県 園田　恵利子 福岡県 清田　紗綾

熊本県 竹原　淳美 福岡県 上之園　由里子 福岡県 石丸　裕美

福岡県 杉野　友美 宮崎県 福元　知佳子

海外

海外 井上　沙弓

（敬称略）

登録代表者名

河合　誠

財津　園美

齋藤　キミ子

（敬称略）

社員／２９３名

（株）オフィスマロウブルー

第３期社員名簿 （法人正会員)

法人名

(学)利幸学園

（株）ガラシャ

第３期社員名簿 （個人正会員)


