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氏　　名 氏名カナ 勤務地
相澤　聡一 アイザワ　ソウイチ 神奈川県
青木　隆幸 アオキ　タカユキ 神奈川県
青木　紀昭 アオキ　ノリアキ 神奈川県
青山　繁 アオヤマ　シゲル 神奈川県
秋月　文子 アキヅキ　アヤコ 神奈川県
安部　貴大 アベ　タカヒロ 神奈川県
雨宮　剛志 アメミヤ　ツヨシ 神奈川県
新井　剛 アライ　ゴウ 神奈川県
有賀　進 アルガ　ススム 神奈川県
飯田　昌樹 イイダ　マサキ 神奈川県
伊澤　和三 イザワ　カズミ 神奈川県
石井　宏昭 イシイ　ヒロアキ 神奈川県
石井　良昌 イシイ　ヨシマサ 神奈川県
石川　好美 イシカワ　ヨシミ 神奈川県
市延　真紀 イチノベ　マキ 神奈川県
今村　栄作 イマムラ　エイサク 神奈川県
岩井　俊憲 イワイ　トシノリ 神奈川県
臼井　弘幸 ウスイ　ヒロユキ 神奈川県
内堀　雅博 ウチボリ　マサヒロ 神奈川県
江口　貴紀 エグチ　タカノリ 神奈川県
大澤　昂平 オオサワ　コウヘイ 神奈川県
大澤　孝行 オオサワ　タカユキ 神奈川県
太田　信介 オオタ　シンスケ 神奈川県
太田　嘉英 オオタ　ヨシヒデ 神奈川県
大塚　亨 オオツカ　トオル 神奈川県
岡田　元 オカダ　ゲン 神奈川県
岡田　とし江 オカダ　トシエ 神奈川県
岡田　康弘 オカダ　ヤスヒロ 神奈川県
岡本　正人 オカモト　マサト 神奈川県
岡本　喜之 オカモト　ヨシユキ 神奈川県
小栗　千里 オグリ　センリ 神奈川県
小澤　知倫 オザワ　トモミチ 神奈川県
鬼澤　勝弘 オニザワ　カツヒロ 神奈川県
小野沢　基太郎 オノザワ　キタロウ 神奈川県
加藤　晃一郎 カトウ　コウイチロウ 神奈川県
金井　郁代 カナイ　イクヨ 神奈川県
亀井　和利 カメイ　カズトシ 神奈川県
川口　浩司 カワグチ　コウジ 神奈川県
河奈　裕正 カワナ　ヒロマサ 神奈川県
川辺　良一 カワベ　リョウイチ 神奈川県
来生　知 キオイ　ミトム 神奈川県
喜久田　利弘 キクタ　トシヒロ 神奈川県
菊池　剛 キクチ　ツヨシ 神奈川県
君塚　幸子 キミヅカ　サチコ 神奈川県
工藤　雅範 クドウ　マサノリ 神奈川県
倉林　宏考 クラバヤシ　ヒロタカ 神奈川県
小泉　文 コイズミ　アヤ 神奈川県
小泉　敏之 コイズミ　トシユキ 神奈川県
小枝（小栗）　聡子 コエダ（オグリ）　サトコ 神奈川県
小杉　泰史 コスギ　ヤスフミ 神奈川県
小林　優 コバヤシ　マサル 神奈川県
近藤　壽郎 コンドウ　トシロウ 神奈川県
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齋藤　友克 サイトウ　トモカツ 神奈川県
齋藤　知之 サイトウ　トモユキ 神奈川県
坂巻　秀明 サカマキ　ヒデアキ 神奈川県
作間　巧 サクマ　タクミ 神奈川県
佐々木　剛史 ササキ　マサシ 神奈川県
笹倉　裕一 ササクラ　ユウイチ 神奈川県
佐藤　光一郎 サトウ　コウイチロウ 神奈川県
佐藤　徹 サトウ　トオル 神奈川県
佐藤　祐介 サトウ　ユウスケ 神奈川県
里村　一人 サトムラ　カズヒト 神奈川県
沢井　奈津子 サワイ　ナツコ 神奈川県
重松　宏昭 シゲマツ　ヒロアキ 神奈川県
柴田　豊 シバタ　ユタカ 神奈川県
澁谷　智明 シブヤ　トモアキ 神奈川県
杉山　円 スギヤマ　マドカ 神奈川県
鈴木　健司 スズキ　ケンジ 神奈川県
鈴木　崇嗣 スズキ　タカツグ 神奈川県
鈴木　麻美 スズキ　マミ 神奈川県
関谷　亮 セキヤ　リョウ 神奈川県
高須　曜 タカス　ヒカル 神奈川県
高橋　康輔 タカハシ　コウスケ 神奈川県
高山　泰男 タカヤマ　ヤスオ 神奈川県
竹田　敦 タケダ　アツシ 神奈川県
橘　竜佑 タチバナ　リュウスケ 神奈川県
舘原　誠晃 タテハラ　セイコウ 神奈川県
田中　香衣 タナカ　カエ 神奈川県
津村　絢子 ツムラ　アヤコ 神奈川県
靍田　一 ツルタ　ハジメ 神奈川県
出山　文子 デヤマ　アヤコ 神奈川県
徳岡　敏一 トクオカ　トシカズ 神奈川県
戸田　麗子 トダ　レイコ 神奈川県
飛田　尚慶 トビタ　タカヨシ 神奈川県
豊田　長隆 トヨダ　ナガタカ 神奈川県
中岡　一敏 ナカオカ　カズトシ 神奈川県
中川　洋一 ナカガワ　ヨウイチ 神奈川県
中島　信也 ナカジマ　シンヤ 神奈川県
中島　敏文 ナカジマ　トシフミ 神奈川県
中島　博 ナカジマ　ヒロシ 神奈川県
中島　雄介 ナカジマ　ユウスケ 神奈川県
中西　宏志 ナカニシ　コウジ 神奈川県
中村　篤 ナカムラ　アツシ 神奈川県
南雲　達人 ナグモ　タツヒト 神奈川県
成川　純之助 ナリカワ　ジュンノスケ 神奈川県
沼　健博 ヌマ　タケヒロ 神奈川県
根岸　明秀 ネギシ　アキヒデ 神奈川県
野里　朋代 ノザト　トモヨ 神奈川県
馬杉　亮彦 バスギ　アキヒコ 神奈川県
長谷部　充彦 ハセベ　ミツヒコ 神奈川県
花上　健一 ハナウエ　ケンイチ 神奈川県
馬場　隼一 ババ　ジュンイチ 神奈川県
濱田　良樹 ハマダ　ヨシキ 神奈川県
林　誠一 ハヤシ　セイイチ 神奈川県
林　雄一郎 ハヤシ　ユウイチロウ 神奈川県
半澤　元章 ハンザワ　モトアキ 神奈川県
廣田　誠 ヒロタ　マコト 神奈川県
深田　健治 フカダ　ケンジ 神奈川県

2



氏　　名 氏名カナ 勤務地
福岡　愛理 フクオカ　アイリ 神奈川県
福島　豊 フクシマ　ユタカ 神奈川県
藤井　誠子 フジイ　セイコ 神奈川県
藤川　考 フジカワ　コウ 神奈川県
藤原　久子 フジハラ　ヒサコ 神奈川県
堀内　俊克 ホリウチ　トシカツ 神奈川県
堀江　彰久 ホリエ　アキヒサ 神奈川県
堀本　進 ホリモト　ススム 神奈川県
本間　義郎 ホンマ　ヨシロウ 神奈川県
前島　将之 マエジマ　マサユキ 神奈川県
正木　日立 マサキ　ヒタチ 神奈川県
増田　智丈 マスダ　トモタケ 神奈川県
松澤　修司 マツザワ　シュウジ 神奈川県
松本　剛一 マツモト　ゴウイチ 神奈川県
丸岡　靖史 マルオカ　ヤスブミ 神奈川県
水木　信之 ミズキ　ノブユキ 神奈川県
水谷　成孝 ミズタニ　ナリタカ 神奈川県
光藤　健司 ミツドウ　ケンジ 神奈川県
三觜　雅子 ミツハシ　マサコ 神奈川県
南山　周平 ミナミヤマ　シュウヘイ 神奈川県
三村　将文 ミムラ　マサフミ 神奈川県
宮　恒男 ミヤ　ツネオ 神奈川県
宮下　奈穂子 ミヤシタ　ナホコ 神奈川県
村岡　渡 ムラオカ　ワタル 神奈川県
森本　佳成 モリモト　ヨシナリ 神奈川県
森山　孝 モリヤマ　タカシ 神奈川県
矢島　康治 ヤジマ　ヤスハル 神奈川県
安居　孝純 ヤスイ　タカズミ 神奈川県
山崎　浩史 ヤマザキ　ヒロシ 神奈川県
山崎　安晴 ヤマザキ　ヤスハル 神奈川県
山下　雅子 ヤマシタ　マサコ 神奈川県
山下　陽介 ヤマシタ　ヨウスケ 神奈川県
山田　秀典 ヤマダ　シュウスケ 神奈川県
山田　周子 ヤマダ　チカコ 神奈川県
山本　英雄 ヤマモト　ヒデオ 神奈川県
吉井　悠 ヨシイ　ハルカ 神奈川県
吉濱　泰斗 ヨシハマ　ヤスト 神奈川県
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