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氏　　名 氏名カナ 勤務地
井奥　雄介 イオク　ユウスケ 大阪府
泉山　大介 イズミヤマ　ダイスケ 大阪府
伊藤　友彦 イトウ　トモヒコ 大阪府
伊藤　雄一 イトウ　ユウイチ 大阪府
井上　洋士 イノウエ　ヒロシ 大阪府
岩上　隆紀 イワガミ　タカキ 大阪府
上田　優貴子 ウエダ　ユキコ 大阪府
植埜　修司 ウエノ　シュウジ 大阪府
上野　祥夫 ウエノ　ヨシオ 大阪府
上原　行博 ウエハラ　ユキヒロ 大阪府
宇垣　吉秀 ウガキ　ヨシヒデ 大阪府
牛村　彩子 ウシムラ　アヤコ 大阪府
内橋　隆行 ウチハシ　タカユキ 大阪府
内橋　俊大 ウチハシ　トシヒロ 大阪府
江頭　俊輔 エガシラ　シュンスケ 大阪府
大澤　薫 オオサワ　カオル 大阪府
大城　庸嘉 オオシロ　ノブヨシ 大阪府
太田　有紀 オオタ　ユキ 大阪府
應谷　昌隆 オオタニ　マサタカ 大阪府
大槻　浩一 オオツキ　コウイチ 大阪府
岡田　紫乃 オカダ　シノ 大阪府
岡本　知子 オカモト　トモコ 大阪府
岡本　怜子 オカモト　レイコ 大阪府
小川　芙美 オガワ　フミ 大阪府
奥長　秀介 オクナガ　シュウスケ 大阪府
小野　雄大 オノ　ユウダイ 大阪府
柿原　理奈 カキハラ　リナ 大阪府
加須屋　真 カスヤ　シン 大阪府
亀山　裕泰 カメヤマ　ヒロヤス 大阪府
川島　渉 カワシマ　ワタル 大阪府
神吉　秀典 カンキ　ヒデノリ 大阪府
岸本　聡子 キシモト　サトコ 大阪府
岸本　潤 キシモト　ジュン 大阪府
木田　久美子 キダ　クミコ 大阪府
栗本　聖之 クリモト　タカユキ 大阪府
木次　沙知 コツギ　サチ 大阪府
小橋　寛薫 コバシ　ヒロノブ 大阪府
佐多　孝文 サタ　タカフミ 大阪府
澤田　恵里 サワダ　エリ 大阪府
嶋田　景介 シマダ　ケイスケ 大阪府
嶋森　彬 シマモリ　アキラ 大阪府
下出　孟史 シモイデ　タケシ 大阪府
正元　洋介 ショウゲン　ヨウスケ 大阪府
白神　紘太郎 シラカミ　コウタロウ 大阪府
白矢　晃靖 シラヤ　テルヤス 大阪府
菅　智子 スガ　トモコ 大阪府
青海　哲也 セイカイ　テツヤ 大阪府
関　壮樹 セキ　ソウジュ 大阪府
高橋　真也 タカハシ　シンヤ 大阪府
高橋　泰子 タカハシ　ヤスコ 大阪府
高橋　洋介 タカハシ　ヨウスケ 大阪府
田窪　希実子 タクボ　キミコ 大阪府

1



氏　　名 氏名カナ 勤務地
武井　祐子 タケイ　ユウコ 大阪府
竹下　彰範 タケシタ　アキノリ 大阪府
多田　晋也 タダ　シンヤ 大阪府
伊達岡　聖 ダテオカ　スグル 大阪府
田中　佐京 タナカ　サキョウ 大阪府
田中　洋充 タナカ　ヒロミツ 大阪府
外川　健史 トガワ　タケシ 大阪府
中島　章宏 ナカジマ　アキヒロ 大阪府
西尾　謙宏 ニシオ　アキヒロ 大阪府
丹羽　崇 ニワ　タカシ 大阪府
原　崇之 ハラ　タカユキ 大阪府
原田　計真 ハラダ　カズマ 大阪府
樋口　将隆 ヒグチ　マサタカ 大阪府
姫嶋　皓大 ヒメジマ　アキオ 大阪府
廣石　幸恵 ヒロイシ　サチエ 大阪府
深瀬　亜希 フカセ　アキ 大阪府
藤井　亮介 フジイ　リョウスケ 大阪府
藤林　えみ フジバヤシ　エミ 大阪府
古川　ちさと フルカワ　チサト 大阪府
松賀　ひとみ マツガ　ヒトミ 大阪府
松田　信彦 マツダ　ノブヒコ 大阪府
松永　成葉 マツナガ　ナルハ 大阪府
松原　有里 マツバラ　ユウリ 大阪府
溝畑　和恵 ミゾハタ　カズエ 大阪府
南口　真実 ミナミグチ　マミ 大阪府
宮　由紀子 ミヤ　ユキコ 大阪府
宮川　和晃 ミヤガワ　カズアキ 大阪府
宮川　まどか ミヤガワ　マドカ 大阪府
飯井　孝年 メシイ　ノリトシ 大阪府
森　悠衣 モリ　ユイ 大阪府
安場　正将 ヤスバ　マサユキ 大阪府
矢田　光絵 ヤダ　ミツエ 大阪府
矢谷　真也 ヤタニ　シンヤ 大阪府
山田　邦彦 ヤマダ　クニヒコ 大阪府
山田　早織 ヤマダ　サオリ 大阪府
山田　龍男 ヤマダ　タツオ 大阪府
山田　秀史 ヤマダ　ヒデフミ 大阪府
大和　泰子 ヤマト　ヤスコ 大阪府
山本　奈穂 ヤマモト　ナオ 大阪府
吉濱　直哉 ヨシハマ　ナオヤ 大阪府
吉見　俊範 ヨシミ　トシノリ 大阪府
李　篤史 リ　アツシ 大阪府
若林　健 ワカバヤシ　ケン 大阪府
渡邊　信也 ワタナベ　シンヤ 大阪府
渡辺　昌広 ワタナベ　マサヒロ 大阪府
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