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氏　　名 氏名カナ 勤務地
安部　友大 アベ　トモヒロ 大阪府
有川　翔 アリカワ　ショウ 大阪府
有川　千尋 アリカワ　チヒロ 大阪府
井奥　雄介 イオク　ユウスケ 大阪府
猪飼　祥子 イカイ　ショウコ 大阪府
井口　三津紀 イグチ　ミツキ 大阪府
池田　隼人 イケダ　ハヤト 大阪府
石川　敬彬 イシカワ　ヒロキ 大阪府
石田　優 イシダ　スグル 大阪府
石原　翔太 イシハラ　ショウタ 大阪府
石原　康貴 イシハラ　ヤスキ 大阪府
石本　俊介 イシモト　シュンスケ 大阪府
磯部　悠 イソベ　ユウ 大阪府
伊藤　公美子 イトウ　クミコ 大阪府
伊藤　将吾 イトウ　ショウゴ 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　和也 イノウエ　カズヤ 大阪府
井上　崇徳 イノウエ　タカノリ 大阪府
井上　洋士 イノウエ　ヒロシ 大阪府
今井　晃子 イマイ　アキコ 大阪府
今川　尚子 イマガワ　ナオコ 大阪府
今西　麻依子 イマニシ　マイコ 大阪府
岩上　隆紀 イワガミ　タカキ 大阪府
岩崎　早苗 イワサキ　サナエ 大阪府
上田　衛 ウエダ　マモル 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
薄木　崇介 ウスキ　タカスケ 大阪府
内田　紗斗子 ウチダ　サトコ 大阪府
内田　修爾 ウチダ　シュウジ 大阪府
内田　卓弥 ウチダ　タクヤ 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
永川　賢治 エガワ　ケンジ 大阪府
江原　裕基 エハラ　ヒロキ 大阪府
太田　啓介 オオタ　ケイスケ 大阪府
太田　有紀 オオタ　ユキ 大阪府
應谷　智子 オオタニ　サトコ 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
大野　友記子 オオノ　ユキコ 大阪府
大森　実知 オオモリ　ミチ 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
荻澤　良治 オギサワ　ヨシハル 大阪府
荻本　真美子 オギモト　マミコ 大阪府
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奥　佳葉 オク　ヨシハ 大阪府
奥田　哲史 オクダ　サトシ 大阪府
奥村　将 オクムラ　マサシ 大阪府
小田　紗矢香 オダ　サヤカ 大阪府
小野　雄大 オノ　ユウダイ 大阪府
小原　研心 オハラ　ケンシン 大阪府
笠原　駿 カサハラ　シュン 大阪府
梶川　ひとみ カジカワ　ヒトミ 大阪府
梶野　晃佑 カジノ　コウスケ 大阪府
加須屋　真 カスヤ　シン 大阪府
加戸　聖也 カド　セイヤ 大阪府
加藤　千明 カトウ　チアキ 大阪府
金山　宏幸 カナヤマ　ヒロユキ 大阪府
唐井　聡 カライ　サトシ 大阪府
川口　美紅 カワグチ　ミク 大阪府
川村　晃平 カワムラ　コウヘイ 大阪府
姜　良順 カン　ヤンスン 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
北浦　璃子 キタウラ　リコ 大阪府
北岡　好大 キタオカ　ヨシヒロ 大阪府
北本　久登 キタモト　ヒサト 大阪府
北本　幸恵 キタモト　ユキエ 大阪府
木下　久美子 キノシタ　クミコ 大阪府
木下　優子 キノシタ　ユウコ 大阪府
金　龍門 キム　ヨンムン 大阪府
木村　沢郎 キムラ　サワオ 大阪府
木村　友昌 キムラ　トモマサ 大阪府
桐越　晶子 キリコシ　ショウコ 大阪府
窪田　星子 クボタ　セイコ 大阪府
栗岡　香美 クリオカ　カガミ 大阪府
栗岡　恭子 クリオカ　キョウコ 大阪府
小出　大至 コイデ　ダイジ 大阪府
河野　多香子 コウノ　タカコ 大阪府
兒島　由佳 コジマ　ユカ 大阪府
児玉　晨吾 コダマ　シンゴ 大阪府
木次　沙知 コツギ　サチ 大阪府
後藤　倫子 ゴトウ　ミチコ 大阪府
小橋　寛薫 コバシ　ヒロノブ 大阪府
小林　信博 コバヤシ　ノブヒロ 大阪府
古森　亜理 コモリ　エリ 大阪府
近藤　敬秀 コンドウ　タカヒデ 大阪府
金銅　真世 コンドウ　マヨ 大阪府
齊藤　佑太 サイトウ　ユウタ 大阪府
坂田　岳一 サカタ　タケイチ 大阪府
阪本　勝也 サカモト　カツヤ 大阪府
阪本　主 サカモト　ツカサ 大阪府
坂本　由紀 サカモト　ユキ 大阪府
佐多　孝文 サタ　タカフミ 大阪府
佐藤　舞 サトウ　マイ 大阪府
佐邊　梨奈 サベ　リナ 大阪府
澤田　恵里 サワダ　エリ 大阪府
清水　基之 シミズ　モトユキ 大阪府
下出　孟史 シモイデ　タケシ 大阪府
下岡　拓矢 シモオカ　タクヤ 大阪府
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首藤　敦史 シュドウ　アツシ 大阪府
白尾　浩太郎 シラオ　コウタロウ 大阪府
白神　紘太郎 シラカミ　コウタロウ 大阪府
菅　智子 スガ　トモコ 大阪府
須河内　昭成 スガウチ　アキナリ 大阪府
助臺　美帆 スケダイ　ミホ 大阪府
鈴木　慶 スズキ　ケイ 大阪府
鈴木　真央 スズキ　マオ 大阪府
諏訪　希実子 スワ　キミコ 大阪府
諏訪　吉史 スワ　ヨシフミ 大阪府
関　壮樹 セキ　ソウジュ 大阪府
髙杉　典史 タカスギ　ノリフミ 大阪府
高橋　元 タカハシ　ゲン 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
高畑　惣介 タカハタ　ソウスケ 大阪府
竹尾　一馬 タケオ　カズマ 大阪府
竹下　彰範 タケシタ　アキノリ 大阪府
竹村　萌 タケムラ　モエ 大阪府
伊達岡　聖 ダテオカ　スグル 大阪府
田中　輝 タナカ　アキラ 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
田中　善子 タナカ　ヨシコ 大阪府
谷　暢 タニ　ミツル 大阪府
谷口　弘樹 タニグチ　ヒロキ 大阪府
谷村　昌哉 タニムラ　マサヤ 大阪府
千田　正 チダ　タダシ 大阪府
趙　正秀 チョウ　ジョンス 大阪府
辻　和志 ツジ　カズユキ 大阪府
寺嶋　香織 テラシマ　カオリ 大阪府
中川　記世子 ナカガワ　キヨコ 大阪府
中島　章宏 ナカジマ　アキヒロ 大阪府
永田　雅英 ナガタ　マサヒデ 大阪府
中谷　みどり ナカタニ　ミドリ 大阪府
中谷　悠一郎 ナカタニ　ユウイチロウ 大阪府
中西　環 ナカニシ　タマキ 大阪府
並川　麻理 ナミカワ　マリ 大阪府
成瀬　かおり ナルセ　カオリ 大阪府
仁木　敦子 ニキ　アツコ 大阪府
西尾　謙宏 ニシオ　アキヒロ 大阪府
西尾　崇弘 ニシオ　タカヒロ 大阪府
西口　雄祐 ニシグチ　ユウスケ 大阪府
西野　仁 ニシノ　ジン 大阪府
西村　奈穂 ニシムラ　ナオ 大阪府
西元　彩乃 ニシモト　アヤノ 大阪府
西山　今日子 ニシヤマ　キョウコ 大阪府
丹羽　崇 ニワ　タカシ 大阪府
野田　憲 ノダ　ケン 大阪府
乃村　純江 ノムラ　スミエ 大阪府
波多野　魁人 ハタノ　カイト 大阪府
濵子　紗規子 ハマコ　サキコ 大阪府
林　洋希 ハヤシ　ヒロキ 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
東　佳苗 ヒガシ　カナエ 大阪府
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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
兵頭　美穂 ヒョウドウ　ミホ 大阪府
平川　幸恵 ヒラカワ　サチエ 大阪府
深瀬　亜希 フカセ　アキ 大阪府
福武　里沙 フクタケ　リサ 大阪府
藤井　智子 フジイ　トモコ 大阪府
藤井　亮介 フジイ　リョウスケ 大阪府
藤下　陽平 フジシタ　ヨウヘイ 大阪府
藤田　珠理 フジタ　ミリ 大阪府
藤林　えみ フジバヤシ　エミ 大阪府
藤原　彩也香 フジワラ　サヤカ 大阪府
船岡　勇介 フナオカ　ユウスケ 大阪府
古田　絢也 フルタ　ジュンヤ 大阪府
松川　誠 マツカワ　マコト 大阪府
松瀬　和也 マツセ　カズヤ 大阪府
松田　信彦 マツダ　ノブヒコ 大阪府
松原　有里 マツバラ　ユウリ 大阪府
松宮　由香 マツミヤ　ユカ 大阪府
松本　惇志 マツモト　アツシ 大阪府
松本　佳輔 マツモト　ケイスケ 大阪府
三上　正樹 ミカミ　マサキ 大阪府
溝畑　和恵 ミゾハタ　カズエ 大阪府
三ツ井　諒 ミツイ　リョウ 大阪府
南口　真実 ミナミグチ　マミ 大阪府
宮川　恵実 ミヤガワ　エミ 大阪府
宮川　和晃 ミヤガワ　カズアキ 大阪府
宮下　麻佑美 ミヤシタ　マユミ 大阪府
閔　理泓 ミン　リヲ 大阪府
村田　真里 ムラタ　マリ 大阪府
毛利　真弥 モウリ　マヤ 大阪府
元木　彩子 モトキ　アヤコ 大阪府
森　悠衣 モリ　ユイ 大阪府
森川　恵里 モリカワ　エリ 大阪府
森川　泰希 モリカワ　タイキ 大阪府
森本　伊視 モリモト　ヨシミ 大阪府
諸頭　孝彦 モロトウ　タカヒコ 大阪府
安井　大樹 ヤスイ　ヒロキ 大阪府
安田　卓司 ヤスダ　タクジ 大阪府
安田　典泰 ヤスダ　ノリヒロ 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
矢野　浩司 ヤノ　ヒロシ 大阪府
薮野　佑介 ヤブノ　ユウスケ 大阪府
山崎　行庸 ヤマサキ　ユキノブ 大阪府
山田　邦彦 ヤマダ　クニヒコ 大阪府
山田　康嗣 ヤマダ　コウジ 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
山根　菜央美 ヤマネ　ナオミ 大阪府
山本　一博 ヤマモト　カズヒロ 大阪府
山本　佳代子 ヤマモト　カヨコ 大阪府
山本　汐里 ヤマモト　シオリ 大阪府
山本　慎 ヤマモト　マコト 大阪府
豊　杏理 ユタカ　アンリ 大阪府
吉松　英樹 ヨシマツ　ヒデキ 大阪府

4



氏　　名 氏名カナ 勤務地
吉見　俊範 ヨシミ　トシノリ 大阪府
米永　崇利 ヨネナガ　タカトシ 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
綿越　健太 ワタゴシ　ケンタ 大阪府
渡瀨　遂生 ワタセ　ナルキ 大阪府
渡邊　信也 ワタナベ　シンヤ 大阪府
渡邉　達樹 ワタナベ　タツキ 大阪府
渡辺　昌広 ワタナベ　マサヒロ 大阪府
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