人名総目次

【あ】
相川 充（あいかわ・あつし）… 第一巻 p1
逢沢 明（あいざわ・あきら）［別名］永生未来（ながお・みらい）… 第一巻 p1
相澤 清晴（あいざわ・きよはる）… 第一巻 p1
相沢 幸悦（あいざわ・こうえつ）… 第一巻 p2
相沢 久道（あいざわ・ひさみち）… 第一巻 p2
合原 一幸（あいはら・かずゆき）… 第一巻 p3
相原 茂（あいはら・しげる）… 第一巻 p3
相原 晋（あいはら・しん）⇒永井義男（ながい・よしお）を見よ
あいはら 友子（あいはら・ともこ）… 第一巻 p3
阿江 通良（あえ・みちよし）… 第一巻 p3
青井 未帆（あおい・みほ）… 第一巻 p4
青木 聡（あおき・あきら）… 第一巻 p4
青木 功（あおき・いさお）… 第一巻 p5
青木 栄一（あおき・えいいち）… 第一巻 p5
青木 恵美（あおき・えみ）… 第一巻 p5
青木 薫（あおき・かおる）… 第一巻 p6
青木 仁志（あおき・さとし）… 第一巻 p6
青木 淳（あおき・じゅん）… 第一巻 p6
青木 淳一（あおき・じゅんいち）… 第一巻 p7
青木 淳悟（あおき・じゅんご）… 第一巻 p7
青木 大輔（あおき・だいすけ）… 第一巻 p8
青木 健（あおき・たけし）… 第一巻 p8
青木 健（あおき・たけし）… 第一巻 p9
青木 奈緒（あおき・なお）… 第一巻 p10
青木 直人（あおき・なおと）… 第一巻 p10
青木 正美（あおき・まさみ）… 第一巻 p10
青木 真理（あおき・まり）… 第一巻 p11
青木 雄二（あおき・ゆうじ）… 第一巻 p11
青木 豊（あおき・ゆたか）… 第一巻 p11
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青木 謙知（あおき・よしとも）… 第一巻 p12
青澤 隆明（あおさわ・たかあきら）… 第一巻 p13
青島 広志（あおしま・ひろし）… 第一巻 p13
青島 矢一（あおしま・やいち）… 第一巻 p13
青柳 いづみこ（あおやぎ・いずみこ）… 第一巻 p14
青柳 斉（あおやぎ・ひとし）… 第一巻 p15
青柳 正規（あおやぎ・まさのり）… 第一巻 p15
青山 俊董（あおやま・しゅんどう）… 第一巻 p15
青山 直子（あおやま・なおこ）… 第一巻 p16
青山 紘一（あおやま・ひろかず）… 第一巻 p16
青山 弘之（あおやま・ひろゆき）… 第一巻 p17
青山 幹雄（あおやま・みきお）… 第一巻 p17
青山 佾（あおやま・やすし）［別名］郷仙太郎（ごう・せんたろう）… 第一巻 p18
赤池 学（あかいけ・まなぶ）… 第一巻 p18
赤井田 拓弥（あかいだ・たくや）… 第一巻 p19
赤川 次郎（あかがわ・じろう）… 第一巻 p19
赤木 昭夫（あかぎ・あきお）… 第一巻 p20
赤木 攻（あかぎ・おさむ）… 第一巻 p20
赤木 かん子（あかぎ・かんこ）［本名］赤木幹子（あかぎ・みきこ）… 第一巻 p21
阿雅佐（あがさ）… 第一巻 p21
赤坂 英一（あかさか・えいいち）… 第一巻 p21
赤坂 憲雄（あかさか・のりお）… 第一巻 p22
赤坂 真理（あかさか・まり）… 第一巻 p22
赤澤 晃（あかさわ・あきら）… 第一巻 p22
明石 和康（あかし・かずやす）… 第一巻 p22
明石 昇二郎（あかし・しょうじろう）… 第一巻 p23
明石 要一（あかし・よういち）… 第一巻 p23
赤瀬川 原平（あかせがわ・げんぺい）［本名］赤瀬川克彦（あかせがわ・かつひこ）［別名］別名
（小説家）＝尾辻克彦（おつじ・かつひこ）… 第一巻 p24
赤津 雅彦（あかつ・まさひこ）［別名］甲斐善太郎（かい・ぜんたろう）※甲斐善太郎の「人事・
賃金よもやま話」
（「賃金事情」誌上で連載）等で使用 … 第一巻 p25
赤羽 建美（あかばね・たつみ）… 第一巻 p25
赤堀 侃司（あかほり・かんじ）… 第一巻 p26
赤堀 博行（あかぼり・ひろゆき）… 第一巻 p26
阿川 尚之（あがわ・なおゆき）… 第一巻 p27
阿川 弘之（あがわ・ひろゆき）… 第一巻 p27
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秋尾 敏（あきお・びん）［本名］河合章男（かわい・あきお）… 第一巻 p27
秋田 喜代美（あきた・きよみ）… 第一巻 p28
秋田 成就（あきた・じょうじゅ）… 第一巻 p28
阿木津 英（あきつ・えい）… 第一巻 p28
秋庭 道博（あきにわ・どうはく）［本名］倉澤爾朗（くらさわ・じろう）… 第一巻 p29
秋葉 隆（あきば・たかし）… 第一巻 p29
秋道 智彌（あきみち・ともや）… 第一巻 p30
秋本 崇之（あきもと・たかゆき）… 第一巻 p31
秋元 秀仁（あきもと・ひでひと）… 第一巻 p31
秋元 康（あきもと・やすし）… 第一巻 p31
秋山 一男（あきやま・かずお）… 第一巻 p32
秋山 謙一郎（あきやま・けんいちろう）… 第一巻 p32
秋山 駿（あきやま・しゅん）… 第一巻 p33
秋山 英樹（あきやま・ひでき）… 第一巻 p33
秋山 正子（あきやま・まさこ）… 第一巻 p34
秋山 学（あきやま・まなぶ）… 第一巻 p34
秋山 芳弘（あきやま・よしひろ）… 第一巻 p35
阿久 悠（あく・ゆう）［本名］深田公之（ふかだ・ひろゆき）… 第一巻 p35
芥田 知至（あくた・ともみち）… 第一巻 p36
阿久津 良和（あくつ・よしかず）… 第一巻 p36
明野 照葉（あけの・てるは）… 第一巻 p36
明橋 大二（あけはし・だいじ）… 第一巻 p36
浅井 建爾（あさい・けんじ）… 第一巻 p37
浅井 信雄（あさい・のぶお）… 第一巻 p37
浅井 春夫（あさい・はるお）… 第一巻 p37
浅井 弘章（あさい・ひろあき）… 第一巻 p38
安積 敏政（あさか・としまさ）… 第一巻 p38
浅香 正博（あさか・まさひろ）… 第一巻 p39
浅川 公紀（あさかわ・こうき）… 第一巻 p40
浅川 博忠（あさかわ・ひろただ）… 第一巻 p40
浅黄 斑（あさぎ・まだら）… 第一巻 p40
朝倉 喬司（あさくら・きょうじ）［本名］大島啓司（おおしま・ひろし）… 第一巻 p41
朝倉 治彦（あさくら・はるひこ）… 第一巻 p41
浅倉 久志（あさくら・ひさし）［本名］大谷善次（おおたに・ぜんじ）… 第一巻 p42
浅倉 むつ子（あさくら・むつこ）… 第一巻 p42
浅倉 ユキ（あさくら・ゆき）… 第一巻 p42
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麻島 昭一（あさじま・しょういち）… 第一巻 p42
浅島 誠（あさしま・まこと）… 第一巻 p43
浅田 和茂（あさだ・かずしげ）… 第一巻 p43
浅田 次郎（あさだ・じろう）… 第一巻 p44
浅妻 章如（あさつま・あきゆき）… 第一巻 p44
あさの あつこ … 第一巻 p45
浅野 一弘（あさの・かずひろ）… 第一巻 p45
浅野 健一（あさの・けんいち）… 第一巻 p45
浅野 聡（あさの・さとし）… 第一巻 p46
浅野 史郎（あさの・しろう）… 第一巻 p47
浅野 慎一（あさの・しんいち）… 第一巻 p47
浅野 慎一（あさの・しんいち）… 第一巻 p48
朝日 健二（あさひ・けんじ）… 第一巻 p48
朝日 俊彦（あさひ・としひこ）… 第一巻 p49
朝松 健（あさまつ・けん）… 第一巻 p49
浅見 洋（あさみ・ひろし）… 第一巻 p49
浅見 帆帆子（あさみ・ほほこ）… 第一巻 p50
浅見 泰司（あさみ・やすし）… 第一巻 p51
朝元 照雄（あさもと・てるお）… 第一巻 p51
芦田 淳（あしだ・じゅん）… 第一巻 p52
芦原 睦（あしはら・むつみ）… 第一巻 p53
梓 林太郎（あずさ・りんたろう）［本名］林隆司（はやし・たかし）… 第一巻 p53
安土 敏（あずち・さとし）⇒荒井伸也（あらい・しんや）を見よ
東 直己（あずま・なおみ）… 第一巻 p54
安積 健（あずみ・けん）… 第一巻 p54
麻生 晴一郎（あそう・せいいちろう）… 第一巻 p54
麻生 太郎（あそう・たろう）… 第一巻 p54
足立 厚子（あだち・あつこ）… 第一巻 p54
安達 誠司（あだち・せいじ）… 第一巻 p55
安達 巧（あだち・たくみ）… 第一巻 p56
安達 千波矢（あだち・ちはや）… 第一巻 p56
足立 倫行（あだち・のりゆき）… 第一巻 p57
足立 啓明（あだち・ひろあき）… 第一巻 p58
安達 洋（あだち・ひろし）… 第一巻 p58
足立 廣正（あだち・ひろまさ）… 第一巻 p58
安達 洋祐（あだち・ようすけ）… 第一巻 p59
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足達 淑子（あだち・よしこ）… 第一巻 p59
アダム徳永（あだむとくなが）［本名］西尾進一郎 … 第一巻 p59
阿辻 哲次（あつじ・てつじ）… 第一巻 p60
渥美 俊一（あつみ・しゅんいち）… 第一巻 p60
渥美 東洋（あつみ・とうよう）… 第一巻 p61
渥美 由喜（あつみ・なおき）… 第一巻 p62
阿刀田 高（あとうだ・たかし）… 第一巻 p62
阿奈井 文彦（あない・ふみひこ）［本名］穴井文彦（あない・ふみひこ）… 第一巻 p63
阿原 一志（あはら・かずし）… 第一巻 p63
安彦 忠彦（あびこ・ただひこ）… 第一巻 p63
阿部 絢子（あべ・あやこ）… 第一巻 p64
阿部 修（あべ・おさむ）… 第一巻 p64
阿部 嘉昭（あべ・かしょう）… 第一巻 p64
阿部 和俊（あべ・かずとし）… 第一巻 p65
阿部 謹也（あべ・きんや）… 第一巻 p65
阿部 浩己（あべ・こうき）… 第一巻 p66
阿部 康二（あべ・こうじ）… 第一巻 p66
阿部 純一（あべ・じゅんいち）… 第一巻 p66
安部 譲二（あべ・じょうじ）… 第一巻 p67
安倍 晋三（あべ・しんぞう）… 第一巻 p67
阿部 真也（あべ・しんや）… 第一巻 p67
阿部 大龍（あべ・たいりゅう）⇒阿部泰隆（あべ・やすたか）を見よ
阿部 俊子（あべ・としこ）… 第一巻 p67
阿部 博幸（あべ・ひろゆき）… 第一巻 p68
阿部 牧郎（あべ・まきお）… 第一巻 p68
阿部 公彦（あべ・まさひこ）… 第一巻 p68
阿部 泰隆（あべ・やすたか）［別名］阿部大龍（あべ・たいりゅう）… 第一巻 p69
阿部 泰久（あべ・やすひさ）… 第一巻 p69
安部 龍太郎（あべ・りゅうたろう）… 第一巻 p70
安保 徹（あぼ・とおる）… 第一巻 p70
天笠 啓祐（あまがさ・けいすけ）… 第一巻 p70
天木 直人（あまき・なおと）… 第一巻 p71
天沢 退二郎（あまざわ・たいじろう）… 第一巻 p71
天田 城介（あまだ・じょうすけ）… 第一巻 p71
天野 篤（あまの・あつし）… 第一巻 p72
天野 郁夫（あまの・いくお）… 第一巻 p72
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天野 完（あまの・かん）… 第一巻 p73
天野 隆（あまの・たかし）… 第一巻 p73
天野 祐吉（あまの・ゆうきち）… 第一巻 p74
雨宮 処凛（あまみや・かりん）… 第一巻 p74
網野 善彦（あみの・よしひこ）… 第一巻 p75
綾辻 行人（あやつじ・ゆきと）… 第一巻 p75
綾小路 きみまろ（あやのこうじ・きみまろ）… 第一巻 p75
綾目 広治（あやめ・ひろはる）… 第一巻 p76
荒 和雄（あら・かずお）… 第一巻 p76
新井 郁男（あらい・いくお）… 第一巻 p76
新井 恵美子（あらい・えみこ）… 第一巻 p77
荒井 耕（あらい・こう）… 第一巻 p77
新井 康平（あらい・こうへい）… 第一巻 p78
荒井 献（あらい・ささぐ）… 第一巻 p78
荒井 伸也（あらい・しんや）［別名］安土敏（あずち・さとし）… 第一巻 p78
新井 肇（あらい・はじめ）… 第一巻 p78
新井 英靖（あらい・ひでやす）… 第一巻 p79
荒井 弘和（あらい・ひろかず）… 第一巻 p80
新井 誠（あらい・まこと）… 第一巻 p80
新井 満（あらい・まん）… 第一巻 p81
新井 素子（あらい・もとこ）… 第一巻 p81
荒井 優美子（あらい・ゆみこ）… 第一巻 p81
荒井 良二（あらい・りょうじ）… 第一巻 p81
荒川 智（あらかわ・さとし）… 第一巻 p82
荒川 洋治（あらかわ・ようじ）… 第一巻 p82
荒木 和博（あらき・かずひろ）… 第一巻 p82
荒木 健治（あらき・けんじ）… 第一巻 p83
荒木 経惟（あらき・のぶよし）… 第一巻 p83
荒木 光弥（あらき・みつや）… 第一巻 p84
荒木田 美香子（あらきだ・みかこ）… 第一巻 p84
新崎 盛暉（あらさき・もりてる）… 第一巻 p85
嵐山 光三郎（あらしやま・こうざぶろう）… 第一巻 p85
荒俣 宏（あらまた・ひろし）… 第一巻 p86
荒山 彰久（あらやま・あきひさ）… 第一巻 p86
荒山 徹（あらやま・とおる）… 第一巻 p86
有阪 治（ありさか・おさむ）… 第一巻 p87
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有路 昌彦（ありじ・まさひこ）… 第一巻 p87
有栖川 有栖（ありすがわ・ありす）… 第一巻 p88
有薗 格（ありぞの・いたる）… 第一巻 p88
有田 和正（ありた・かずまさ）… 第一巻 p88
有田 芳生（ありた・よしふ）… 第一巻 p89
有馬 俊明（ありま・としあき）⇒武田哲男（たけだ・てつお）を見よ
有馬 頼底（ありま・らいてい）［別名］号＝大龍窟（だいりうくつ）… 第一巻 p89
有森 美木（ありもり・みき）… 第一巻 p90
有吉 玉青（ありよし・たまお）… 第一巻 p90
有吉 尚哉（ありよし・なおや）… 第一巻 p90
有賀 誠司（あるが・せいじ）… 第一巻 p91
有賀 徹（あるが・とおる）… 第一巻 p92
泡坂 妻夫（あわさか・つまお）［本名］厚川昌男（あつかわ・まさお）… 第一巻 p92
淡路 剛久（あわじ・たけひさ）… 第一巻 p93
淡路 富男（あわじ・とみお）… 第一巻 p93
粟津 則雄（あわず・のりお）… 第一巻 p94
粟田 主一（あわた・しゅいち）… 第一巻 p94
安斎 育郎（あんざい・いくろう）［本名］安齋育郎（あんざい・いくろう）… 第一巻 p94
安斎 隆（あんざい・たかし）… 第一巻 p95
安西 愈（あんざい・まさる）… 第一巻 p95
安西 水丸（あんざい・みずまる）［本名］渡辺昇（わたなべ・のぼる）… 第一巻 p95
安西 祐一郎（あんざい・ゆういちろう）… 第一巻 p96
安藤 明之（あんどう・あきゆき）… 第一巻 p96
安藤 聡（あんどう・さとし）… 第一巻 p97
安藤 秀（あんどう・しゅう）… 第一巻 p97
安藤 雄一（あんどう・ゆういち）… 第一巻 p98
安藤 豊（あんどう・ゆたか）… 第一巻 p98
安野 光雅（あんの・みつまさ）… 第一巻 p99

【い】
李 修京（い・すぅぎょん）… 第一巻 p99
伊井 直行（いい・なおゆき）… 第一巻 p100
伊井 春樹（いい・はるき）… 第一巻 p100
飯尾 潤（いいお・じゅん）… 第一巻 p101
飯草 恭一（いいぐさ・きょういち）… 第一巻 p101
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飯沢 耕太郎（いいざわ・こうたろう）… 第一巻 p102
飯島 健太郎（いいじま・けんたろう）… 第一巻 p102
飯塚 恵理人（いいずか・えりと）… 第一巻 p103
飯田 清人（いいだ・きよと）… 第一巻 p103
飯田 譲治（いいだ・じょうじ）… 第一巻 p103
飯田 辰彦（いいだ・たつひこ）… 第一巻 p104
飯田 哲也（いいだ・てつなり）… 第一巻 p104
飯田 史彦（いいだ・ふみひこ）… 第一巻 p105
飯田 龍太（いいだ・りゅうた）… 第一巻 p105
飯塚 容（いいづか・ゆとり）… 第一巻 p105
家近 良樹（いえちか・よしき）… 第一巻 p105
五百旗頭 真（いおきべ・まこと）… 第一巻 p106
井形 慶子（いがた・けいこ）… 第一巻 p106
五十嵐 明彦（いがらし・あきひこ）… 第一巻 p107
五十嵐 仁（いがらし・じん）… 第一巻 p107
五十嵐 隆（いがらし・たかし）… 第一巻 p107
五十嵐 敬喜（いがらし・たかよし）… 第一巻 p108
五十嵐 健（いがらし・たけし）… 第一巻 p108
五十嵐 太郎（いがらし・たろう）… 第一巻 p109
五十嵐 康彦（いがらし・やすひこ）… 第一巻 p109
五十嵐 芳樹（いがらし・よしき）… 第一巻 p110
碇 義朗（いかり・よしろう）… 第一巻 p110
生島 ヒロシ（いくしま・ひろし）… 第一巻 p110
生田 哲（いくた・さとし）… 第一巻 p110
生田 周二（いくた・しゅうじ）… 第一巻 p111
生田 哲郎（いくた・てつお）… 第一巻 p111
生田 誠（いくた・まこと）… 第一巻 p112
井口 隆史（いぐち・たかし）⇒井口民樹（いぐち・たみき）を見よ
井口 民樹（いぐち・たみき）［別名］井口隆史（いぐち・たかし）… 第一巻 p112
井口 正人（いぐち・まさと）… 第一巻 p112
井口 学（いぐち・まなぶ）… 第一巻 p113
井熊 均（いくま・ひとし）… 第一巻 p113
池内 紀（いけうち・おさむ）… 第一巻 p114
池内 克史（いけうち・かつし）… 第一巻 p114
池内 恵（いけうち・さとし）… 第一巻 p114
池内 了（いけうち・さとる）… 第一巻 p114
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池内 ひろ美（いけうち・ひろみ）… 第一巻 p115
池尾 和人（いけお・かずひと）… 第一巻 p115
池上 彰（いけがみ・あきら）… 第一巻 p115
池上 甲一（いけがみ・こういち）… 第一巻 p116
池上 俊一（いけがみ・しゅんいち）… 第一巻 p117
井家上 隆幸（いけがみ・たかゆき）… 第一巻 p117
池上 直己（いけがみ・なおき）… 第一巻 p117
池上 英洋（いけがみ・ひでひろ）… 第一巻 p118
池上 洋通（いけがみ・ひろみち）… 第一巻 p118
池上 康之（いけがみ・やすゆき）… 第一巻 p119
池谷 裕二（いけがや・ゆうじ）… 第一巻 p120
池澤 善郎（いけざわ・ぜんろう）… 第一巻 p120
池澤 夏樹（いけざわ・なつき）… 第一巻 p121
池田 晶子（いけだ・あきこ）［本名］伊藤晶子（いとう・あきこ）… 第一巻 p121
池田 耕一（いけだ・こういち）… 第一巻 p121
池田 省三（いけだ・しょうぞう）… 第一巻 p122
池田 澄子（いけだ・すみこ）… 第一巻 p123
池田 整治（いけだ・せいじ）… 第一巻 p123
池田 隆徳（いけだ・たかのり）… 第一巻 p123
池田 浩士（いけだ・ひろし）… 第一巻 p124
池田 冬彦（いけだ・ふゆひこ）… 第一巻 p125
池田 真朗（いけだ・まさお）［本名］池田眞朗（いけだ・まさお）… 第一巻 p125
池田 優子（いけだ・ゆうこ）… 第一巻 p126
池田 良穂（いけだ・よしほ）… 第一巻 p126
池滝 和秀（いけたき・かずひで）… 第一巻 p127
池永 陽（いけなが・よう）… 第一巻 p127
池辺 晋一郎（いけべ・しんいちろう）… 第一巻 p127
池宮 彰一郎（いけみや・しょういちろう）［本名］池上金男（いけがみ・かねお）… 第一巻 p128
井阪 紘（いさか・ひろし）… 第一巻 p128
井坂 洋子（いさか・ようこ）… 第一巻 p129
飯盛 信男（いさがい・のぶお）… 第一巻 p129
井佐原 均（いさはら・ひとし）… 第一巻 p129
井沢 元彦（いざわ・もとひこ）… 第一巻 p130
石 寒太（いし・かんた）［本名］石倉昌治 … 第一巻 p130
石 弘之（いし・ひろゆき）… 第一巻 p130
位地 正年（いじ・まさとし）… 第一巻 p131
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石井 明（いしい・あきら）… 第一巻 p132
石井 寛治（いしい・かんじ）… 第一巻 p132
石井 清司（いしい・きよし）… 第一巻 p133
石井 公成（いしい・こうせい）… 第一巻 p133
石井 光太（いしい・こうた）… 第一巻 p134
石井 淳蔵（いしい・じゅんぞう）… 第一巻 p134
いしい しんじ … 第一巻 p135
石井 妙子（いしい・たえこ）… 第一巻 p135
石井 貴士（いしい・たかし）… 第一巻 p136
石井 隆之（いしい・たかゆき）… 第一巻 p136
石井 正（いしい・ただし）… 第一巻 p137
石井 正（いしい・ただし）… 第一巻 p137
石井 辰哉（いしい・たつや）… 第一巻 p138
石井 直方（いしい・なおかた）… 第一巻 p138
石井 英夫（いしい・ひでお）… 第一巻 p139
石井 洋史（いしい・ひろし）… 第一巻 p139
石井 信（いしい・まこと）… 第一巻 p139
石井 正己（いしい・まさみ）… 第一巻 p140
石井 希尚（いしい・まれひさ）… 第一巻 p141
石井 睦美（いしい・むつみ）… 第一巻 p141
石井 桃子（いしい・ももこ）… 第一巻 p141
石井 洋二郎（いしい・ようじろう）… 第一巻 p141
石井 米雄（いしい・よねお）… 第一巻 p142
石浦 章一（いしうら・しょういち）… 第一巻 p143
石上 三登志（いしがみ・みつとし）［本名］今村昭（いまむら・あきら）… 第一巻 p143
石川 英輔（いしかわ・えいすけ）… 第一巻 p144
石川 和夫（いしかわ・かずお）… 第一巻 p144
石川 九楊（いしかわ・きゅうよう）… 第一巻 p145
石川 健次（いしかわ・けんじ）… 第一巻 p145
石川 憲二（いしかわ・けんじ）… 第一巻 p146
石川 幸一（いしかわ・こういち）… 第一巻 p146
石川 純治（いしかわ・じゅんじ）… 第一巻 p146
石川 孝重（いしかわ・たかしげ）… 第一巻 p147
石川 巧（いしかわ・たくみ）… 第一巻 p148
石川 忠久（いしかわ・ただひさ）［別名］岳堂（がくどう）… 第一巻 p148
石川 哲也（いしかわ・てつや）… 第一巻 p149
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石川 透（いしかわ・とおる）… 第一巻 p149
石川 尚子（いしかわ・なおこ）… 第一巻 p150
石川 文洋（いしかわ・ぶんよう）… 第一巻 p150
石川 道子（いしかわ・みちこ）… 第一巻 p150
石川 結貴（いしかわ・ゆうき）… 第一巻 p150
石川 豊（いしかわ・ゆたか）… 第一巻 p151
石川 好（いしかわ・よしみ）… 第一巻 p151
石倉 昇（いしくら・のぼる）… 第一巻 p152
石蔵 文信（いしくら・ふみのぶ）… 第一巻 p152
石黒 圭（いしぐろ・けい）… 第一巻 p153
石黒 謙吾（いしぐろ・けんご）… 第一巻 p153
石黒 浩（いしぐろ・ひろし）… 第一巻 p154
石毛 直道（いしげ・なおみち）… 第一巻 p155
石坂 啓（いしざか・けい）… 第一巻 p155
石嵜 信憲（いしざき・のぶのり）… 第一巻 p156
石崎 洋司（いしざき・ひろし）… 第一巻 p156
石澤 清美（いしざわ・きよみ）… 第一巻 p156
石沢 卓志（いしざわ・たかし）… 第一巻 p157
石島 洋一（いしじま・よういち）… 第一巻 p157
石津 ちひろ（いしず・ちひろ）… 第一巻 p157
石塚 秀雄（いしずか・ひでお）… 第一巻 p157
石塚 正英（いしずか・まさひで）… 第一巻 p158
石塚 勝（いしずか・まさる）… 第一巻 p158
石田 衣良（いしだ・いら）… 第一巻 p159
石田 一志（いしだ・かずし）… 第一巻 p159
石田 和之（いしだ・かずゆき）… 第一巻 p160
石田 郷子（いしだ・きょうこ）… 第一巻 p160
石田 淳（いしだ・じゅん）… 第一巻 p160
石田 英敬（いしだ・ひでたか）… 第一巻 p161
石田 寛（いしだ・ひろし）… 第一巻 p161
石田 芳夫（いしだ・よしお）… 第一巻 p162
石堂 徹生（いしどう・てつお）… 第一巻 p162
石堂 淑朗（いしどう・としろう）… 第一巻 p162
石飛 博光（いしとび・はっこう）… 第一巻 p163
石野 純也（いしの・じゅんや）… 第一巻 p163
石野 博信（いしの・ひろのぶ）… 第一巻 p163
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石破 茂（いしば・しげる）… 第一巻 p164
石橋 かおり（いしばし・かおり）… 第一巻 p164
石橋 知也（いしばし・ともや）… 第一巻 p164
石橋 昌雄（いしばし・まさお）… 第一巻 p165
石原 明（いしはら・あきら）… 第一巻 p165
石原 加受子（いしはら・かずこ）… 第一巻 p166
石原 慎太郎（いしはら・しんたろう）… 第一巻 p166
石原 壮一郎（いしはら・そういちろう）… 第一巻 p166
石原 孟（いしはら・たけし）… 第一巻 p167
石原 千秋（いしはら・ちあき）… 第一巻 p168
石原 英昭（いしはら・ひであき）… 第一巻 p168
石原 結實（いしはら・ゆうみ）… 第一巻 p168
石村 貞夫（いしむら・さだお）… 第一巻 p169
石村 友二郎（いしむら・ゆうじろう）… 第一巻 p169
石牟礼 道子（いしむれ・みちこ）… 第一巻 p169
石森 久雄（いしもり・ひさお）… 第一巻 p170
石山 卓磨（いしやま・たくま）… 第一巻 p170
石山 久男（いしやま・ひさお）… 第一巻 p171
石山 嘉英（いしやま・よしひで）… 第一巻 p171
伊集院 静（いじゅういん・しずか）… 第一巻 p172
石渡 嶺司（いしわたり・れいじ）… 第一巻 p172
出石 稔（いずいし・みのる）… 第一巻 p173
泉 麻人（いずみ・あさと）… 第一巻 p174
泉 キヨ子（いずみ・きよこ）… 第一巻 p174
泉 孝英（いずみ・たかてる）… 第一巻 p174
泉 忠司（いずみ・ただし）… 第一巻 p175
泉 智子（いずみ・ともこ）… 第一巻 p175
泉 並木（いずみ・なみき）… 第一巻 p175
伊豆見 元（いずみ・はじめ）… 第一巻 p176
泉 秀樹（いずみ・ひでき）… 第一巻 p176
泉田 宗健（いずみだ・そうけん）… 第一巻 p177
出雲井 晶（いずもい・あき）［本名］光定芳子（みつさだ・よしこ）… 第一巻 p177
井関 栄三（いせき・えいぞう）… 第一巻 p178
伊関 友伸（いせき・ともとし）… 第一巻 p178
伊勢崎 賢治（いせざき・けんじ）… 第一巻 p178
磯 達雄（いそ・たつお）… 第一巻 p179
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磯野 信雄（いその・のぶお）… 第一巻 p179
井田 民男（いだ・たみお）… 第一巻 p180
井田 均（いだ・ひとし）… 第一巻 p180
板尾 創路（いたお・いつじ）… 第一巻 p181
伊高 浩昭（いだか・ひろあき）… 第一巻 p181
板垣 英憲（いたがき・えいけん）… 第一巻 p182
板垣 雄三（いたがき・ゆうぞう）… 第一巻 p182
板倉 聖宣（いたくら・きよのぶ）［別名］いたずらはかせ … 第一巻 p182
板倉 徹（いたくら・とおる）… 第一巻 p183
板倉 聖哲（いたくら・まさあき）… 第一巻 p183
板橋 興宗（いたばし・こうしゅう）… 第一巻 p184
伊丹 敬之（いたみ・ひろゆき）… 第一巻 p184
板谷 雄二（いたや・ゆうじ）… 第一巻 p185
市岡 滋（いちおか・しげる）… 第一巻 p185
市川 光太郎（いちかわ・こうたろう）… 第一巻 p185
市川 宏伸（いちかわ・ひろのぶ）… 第一巻 p186
一坂 太郎（いちさか・たろう）… 第一巻 p187
一条 真也（いちじょう・しんや）［本名］佐久間庸和（さくま・つねかず）… 第一巻 p188
一ノ瀬 正樹（いちのせ・まさき）… 第一巻 p188
一ノ宮 美成（いちのみや・よしなり）… 第一巻 p189
市村 正也（いちむら・まさや）… 第一巻 p189
いつか ⇒角川いつか（かどかわ・いつか）を見よ
一海 知義（いっかい・ともよし）… 第一巻 p189
五木 寛之（いつき・ひろゆき）… 第一巻 p190
井辻 朱美（いつじ・あけみ）… 第一巻 p190
一志 治夫（いっし・はるお）… 第一巻 p191
伊坪 徳宏（いつぼ・のりひろ）… 第一巻 p191
井出 孫六（いで・まごろく）… 第一巻 p191
井出 洋介（いで・ようすけ）… 第一巻 p191
出井 伸之（いでい・のぶゆき）… 第一巻 p192
井手本 康（いでもと・やすし）… 第一巻 p192
井戸 美枝（いど・みえ）… 第一巻 p192
糸井 重里（いとい・しげさと）… 第一巻 p193
伊東 章（いとう・あきら）… 第一巻 p193
伊藤 惇夫（いとう・あつお）… 第一巻 p194
伊藤 氏貴（いとう・うじたか）… 第一巻 p194
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伊藤 和明（いとう・かずあき）… 第一巻 p195
伊藤 一彦（いとう・かずひこ）… 第一巻 p195
井藤 公量（いとう・きみかず）… 第一巻 p196
伊藤 京子（いとう・きょうこ）… 第一巻 p196
伊藤 潔（いとう・きよし）… 第一巻 p197
伊藤 桂一（いとう・けいいち）… 第一巻 p197
伊東 乾（いとう・けん）… 第一巻 p198
伊藤 公一（いとう・こういち）… 第一巻 p198
伊藤 禎彦（いとう・さだひこ）… 第一巻 p199
伊藤 貞嘉（いとう・さだよし）… 第一巻 p199
伊藤 さゆり（いとう・さゆり）… 第一巻 p200
伊藤 周平（いとう・しゅうへい）… 第一巻 p200
伊東 俊太郎（いとう・しゅんたろう）… 第一巻 p201
伊藤 進（いとう・すすむ）… 第一巻 p201
いとう せいこう … 第一巻 p202
伊東 成郎（いとう・せいろう）… 第一巻 p202
伊藤 孝司（いとう・たかし）… 第一巻 p202
伊藤 隆（いとう・たかし）… 第一巻 p203
伊藤 隆敏（いとう・たかとし）… 第一巻 p204
伊東 武彦（いとう・たけひこ）… 第一巻 p204
伊藤 千尋（いとう・ちひろ）… 第一巻 p204
伊藤 哲夫（いとう・てつお）… 第一巻 p205
伊東 豊雄（いとう・とよお）… 第一巻 p205
伊藤 直子（いとう・なおこ）… 第一巻 p206
伊藤 成彦（いとう・なりひこ）… 第一巻 p206
伊藤 博（いとう・はく）［本名］伊藤博（いとう・ひろし）… 第一巻 p206
伊藤 華子（いとう・はなこ）… 第一巻 p207
伊藤 晴夫（いとう・はるお）… 第一巻 p207
伊藤 久雄（いとう・ひさお）… 第一巻 p207
伊藤 宏（いとう・ひろし）… 第一巻 p208
伊藤 浩志（いとう・ひろし）… 第一巻 p208
伊藤 弘人（いとう・ひろと）… 第一巻 p209
伊藤 比呂美（いとう・ひろみ）… 第一巻 p210
伊藤 真（いとう・まこと）… 第一巻 p210
伊藤 誠（いとう・まこと）… 第一巻 p210
伊藤 誠（いとう・まこと）… 第一巻 p211
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伊藤 正直（いとう・まさなお）… 第一巻 p212
伊藤 学（いとう・まなぶ）… 第一巻 p212
伊藤 恭彦（いとう・やすひこ）… 第一巻 p213
伊藤 良子（いとう・よしこ）… 第一巻 p213
伊藤 善隆（いとう・よしたか）… 第一巻 p213
伊藤 良高（いとう・よしたか）… 第一巻 p214
伊藤 義康（いとう・よしやす）… 第一巻 p215
伊藤 良子（いとう・りょうこ）… 第一巻 p215
糸川 嘉則（いとかわ・よしのり）… 第一巻 p215
糸長 浩司（いとなが・こうじ）… 第一巻 p216
稲賀 繁美（いなが・しげみ）… 第一巻 p217
稲垣 武（いながき・たけし）… 第一巻 p217
稲垣 久和（いながき・ひさかず）… 第一巻 p218
稲垣 栄洋（いながき・ひでひろ）［別名］蓮実香佑（はすみ・こうすけ）… 第一巻 p218
稲垣 正浩（いながき・まさひろ）… 第一巻 p218
稲垣 良典（いながき・りょうすけ）… 第一巻 p219
稲川 淳二（いながわ・じゅんじ）… 第一巻 p219
稲田 朋美（いなだ・ともみ）… 第一巻 p219
稲継 裕昭（いなつぐ・ひろあき）… 第一巻 p219
稲永 和豊（いななが・かずとよ）… 第一巻 p220
稲葉 馨（いなば・かおる）… 第一巻 p220
稲葉 一人（いなば・かずと）… 第一巻 p221
稲葉 威雄（いなば・たけお）… 第一巻 p222
稲葉 真弓（いなば・まゆみ）… 第一巻 p222
稲葉 裕（いなば・ゆたか）… 第一巻 p223
稲葉 陽二（いなば・ようじ）… 第一巻 p223
井波 律子（いなみ・りつこ）… 第一巻 p224
稲盛 和夫（いなもり・かずお）… 第一巻 p224
稲森 悠平（いなもり・ゆうへい）… 第一巻 p225
犬塚 孝明（いぬづか・たかあき）… 第一巻 p226
犬丸 治（いぬまる・おさむ）… 第一巻 p226
猪野 健治（いの・けんじ）… 第一巻 p226
井上 彰（いのうえ・あきら）… 第一巻 p227
井上 朗（いのうえ・あきら）… 第一巻 p227
井上 荒野（いのうえ・あれの）… 第一巻 p227
井上 修（いのうえ・おさむ）… 第一巻 p228
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井上 薫（いのうえ・かおる）… 第一巻 p228
井上 勝也（いのうえ・かつや）… 第一巻 p229
井上 暉堂（いのうえ・きどう）［本名］井上憲一［別名］空野石頭（そらの・せきとう）… 第一
巻 p229
井上 国博（いのうえ・くにひろ）… 第一巻 p229
井上 賢治（いのうえ・けんじ）… 第一巻 p230
井上 康一（いのうえ・こういち）… 第一巻 p230
井上 孝司（いのうえ・こうじ）… 第一巻 p231
井上 光平（いのうえ・こうへい）… 第一巻 p231
井上 聡（いのうえ・さとし）… 第一巻 p232
井上 大輔（いのうえ・だいすけ）… 第一巻 p232
井上 孝夫（いのうえ・たかお）… 第一巻 p233
井上 隆生（いのうえ・たかお）… 第一巻 p233
井上 岳久（いのうえ・たかひさ）… 第一巻 p233
井上 武（いのうえ・たけし）… 第一巻 p234
井上 猛（いのうえ・たけし）… 第一巻 p234
井上 直人（いのうえ・なおと）… 第一巻 p235
井上 久男（いのうえ・ひさお）… 第一巻 p235
井上 ひさし（いのうえ・ひさし）［本名］井上廈（いのうえ・ひさし）… 第一巻 p236
井上 寛（いのうえ・ひろし）… 第一巻 p236
井上 寛（いのうえ・ひろし）… 第一巻 p237
井上 宏（いのうえ・ひろし）… 第一巻 p237
井上 浩（いのうえ・ひろし）… 第一巻 p238
井上 博文（いのうえ・ひろふみ）… 第一巻 p238
井上 博之（いのうえ・ひろゆき）… 第一巻 p239
井上 史雄（いのうえ・ふみお）… 第一巻 p239
井上 宝護（いのうえ・ほうご）… 第一巻 p240
井上 真（いのうえ・まこと）… 第一巻 p240
井上 誠（いのうえ・まこと）… 第一巻 p241
井上 亮（いのうえ・まこと）… 第一巻 p241
井上 満郎（いのうえ・みつお）… 第一巻 p242
井上 泰至（いのうえ・やすし）… 第一巻 p242
井上 靖代（いのうえ・やすよ）… 第一巻 p243
井上 夢人（いのうえ・ゆめひと）… 第一巻 p243
井上 理恵（いのうえ・よしえ）… 第一巻 p243
井上 善文（いのうえ・よしふみ）… 第一巻 p244
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井上 理津子（いのうえ・りつこ）… 第一巻 p245
猪口 邦子（いのぐち・くにこ）… 第一巻 p245
猪口 孝（いのぐち・たかし）… 第一巻 p245
猪瀬 直樹（いのせ・なおき）… 第一巻 p246
伊庭 斉志（いば・ひとし）… 第一巻 p246
井原 今朝男（いはら・けさお）… 第一巻 p247
茨 聡（いばら・さとし）… 第一巻 p247
井原 哲夫（いはら・てつお）［別名］原さとる（はら・さとる）… 第一巻 p248
伊原 賢（いはら・まさる）… 第一巻 p248
茨木 のり子（いばらぎ・のりこ）［本名］三浦のり子（みうら・のりこ）… 第一巻 p249
荊木 美行（いばらき・よしゆき）… 第一巻 p249
伊吹 敦（いぶき・あつし）… 第一巻 p249
指宿 信（いぶすき・まこと）… 第一巻 p250
井堀 利宏（いほり・としひろ）… 第一巻 p250
今井 照（いまい・あきら）… 第一巻 p250
今井 一郎（いまい・いちろう）… 第一巻 p250
今井 絵美子（いまい・えみこ）… 第一巻 p251
今井 登茂子（いまい・ともこ）… 第一巻 p251
今井 秀樹（いまい・ひでき）… 第一巻 p252
今井 康雄（いまい・やすお）… 第一巻 p252
今泉 忠明（いまいずみ・ただあき）… 第一巻 p253
今江 祥智（いまえ・よしとも）… 第一巻 p253
今尾 恵介（いまお・けいすけ）… 第一巻 p254
今川 晃（いまがわ・あきら）… 第一巻 p254
今谷 明（いまたに・あきら）… 第一巻 p254
今中 秀光（いまなか・ひであき）… 第一巻 p255
今道 友信（いまみち・とものぶ）… 第一巻 p255
今村 哲也（いまむら・てつや）… 第一巻 p256
今村 哲也（いまむら・てつや）… 第一巻 p257
今村 仁（いまむら・ひとし）… 第一巻 p257
今村 仁司（いまむら・ひとし）… 第一巻 p258
今村 光章（いまむら・みつゆき）… 第一巻 p258
今村 遼平（いまむら・りょうへい）… 第一巻 p259
井村 克也（いむら・かつや）… 第一巻 p259
井村 秀文（いむら・ひでふみ）… 第一巻 p260
井本 邦昭（いもと・くにあき）… 第一巻 p260
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入江 祥史（いりえ・よしふみ）… 第一巻 p260
入野 和生（いりの・かずお）… 第一巻 p261
入不二 基義（いりふじ・もとよし）… 第一巻 p261
色川 大吉（いろかわ・だいきち）… 第一巻 p261
色平 哲郎（いろひら・てつろう）… 第一巻 p262
岩井 克人（いわい・かつひと）… 第一巻 p262
岩井 儀雄（いわい・よしお）… 第一巻 p263
岩上 薫（いわかみ・かおる）… 第一巻 p264
岩城 宏之（いわき・ひろゆき）… 第一巻 p264
岩合 光昭（いわごう・みつあき）… 第一巻 p264
岩佐 美代子（いわさ・みよこ）… 第一巻 p265
岩崎 博充（いわさき・ひろみつ）… 第一巻 p265
岩崎 正洋（いわさき・まさひろ）… 第一巻 p265
岩崎 美紀子（いわさき・みきこ）… 第一巻 p266
岩崎 保道（いわさき・やすみち）… 第一巻 p266
岩崎 寛（いわさき・ゆたか）… 第一巻 p267
岩下 哲典（いわした・てつのり）… 第一巻 p267
岩下 宣子（いわした・のりこ）… 第一巻 p268
岩瀬 大輔（いわせ・だいすけ）… 第一巻 p268
岩田 昭男（いわた・あきお）… 第一巻 p268
岩田 規久男（いわた・きくお）… 第一巻 p269
岩田 正（いわた・ただし）… 第一巻 p269
岩田 誠（いわた・まこと）… 第一巻 p269
岩田 靖夫（いわた・やすお）… 第一巻 p270
岩谷 誠治（いわたに・せいじ）… 第一巻 p270
岩月 謙司（いわつき・けんじ）… 第一巻 p271
岩永 俊博（いわなが・としひろ）… 第一巻 p271
岩中 祥史（いわなか・よしふみ）… 第一巻 p272
岩波 明（いわなみ・あきら）… 第一巻 p272
岩浪 洋三（いわなみ・ようぞう）… 第一巻 p273
岩野 昌夫（いわの・まさお）… 第一巻 p273
岩藤 しおい（いわふじ・しおい）… 第一巻 p274
岩間 一雄（いわま・かずお）… 第一巻 p274
岩見 隆夫（いわみ・たかお）… 第一巻 p275
岩宮 眞一郎（いわみや・しんいちろう）… 第一巻 p275
岩室 紳也（いわむろ・しんや）… 第一巻 p276
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岩本 太郎（いわもと・たろう）… 第一巻 p276
岩本 俊彦（いわもと・としひこ）… 第一巻 p276
岩本 康志（いわもと・やすし）… 第一巻 p277
岩本 由輝（いわもと・よしてる）… 第一巻 p277

【う】
上垣 渉（うえがき・わたる）… 第一巻 p278
植木 靖男（うえき・やすお）… 第一巻 p278
宇江佐 真理（うえざ・まり）… 第一巻 p278
上杉 隆（うえすぎ・たかし）… 第一巻 p278
上杉 秀文（うえすぎ・ひでふみ）… 第一巻 p279
上田 篤（うえだ・あつし）… 第一巻 p279
植田 一三（うえだ・いちぞう）［本名］植田博紀（うえだ・ひろき）… 第一巻 p279
上田 薫（うえだ・かおる）… 第一巻 p280
植田 和弘（うえた・かずひろ）… 第一巻 p280
植田 喜一（うえだ・きいち）… 第一巻 p281
上田 敏（うえだ・さとし）… 第一巻 p281
上田 純子（うえだ・じゅんこ）… 第一巻 p282
植田 寿之（うえだ・としゆき）… 第一巻 p283
上田 修功（うえだ・なおのり）… 第一巻 p283
上田 秀人（うえだ・ひでと）… 第一巻 p284
上田 宏（うえだ・ひろし）… 第一巻 p284
上田 正昭（うえだ・まさあき）… 第一巻 p285
上地 隆裕（うえち・たかひろ）… 第一巻 p285
上野 修（うえの・おさむ）… 第一巻 p286
上野 清貴（うえの・きよたか）… 第一巻 p287
上野 賢一（うえの・けんいち）… 第一巻 p287
上野 千鶴子（うえの・ちずこ）… 第一巻 p287
上野 秀樹（うえの・ひでき）… 第一巻 p288
上野 正彦（うえの・まさひこ）… 第一巻 p288
上野 泰也（うえの・やすなり）… 第一巻 p289
上橋 菜穂子（うえはし・なほこ）… 第一巻 p289
上原 巌（うえはら・いわお）… 第一巻 p289
上原 邦昭（うえはら・くにあき）… 第一巻 p290
上原 作和（うえはら・さくかず）… 第一巻 p290
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上原 孝之（うえはら・たかゆき）… 第一巻 p291
植松 三十里（うえまつ・みどり）… 第一巻 p291
植村 邦彦（うえむら・くにひこ）… 第一巻 p291
植村 哲（うえむら・さとし）… 第一巻 p292
上村 忠男（うえむら・ただお）… 第一巻 p292
上村 達男（うえむら・たつお）… 第一巻 p292
植村 哲士（うえむら・てつじ）… 第一巻 p293
上村 敏之（うえむら・としゆき）… 第一巻 p293
上山 信一（うえやま・しんいち）… 第一巻 p294
魚本 健人（うおもと・たけと）… 第一巻 p294
宇賀 克也（うが・かつや）… 第一巻 p294
烏賀陽 弘道（うがや・ひろみち）… 第一巻 p295
右崎 正博（うさき・まさひろ）… 第一巻 p295
宇佐美 寛（うさみ・ひろし）… 第一巻 p296
宇佐美 百合子（うさみ・ゆりこ）［本名］中川百合子（なかがわ・ゆりこ）… 第一巻 p296
宇治 敏彦（うじ・としひこ）… 第一巻 p296
潮 匡人（うしお・まさと）… 第一巻 p297
潮木 守一（うしおぎ・もりかず）… 第一巻 p297
牛窪 恵（うしくぼ・めぐみ）［本名］佐々木恵（ささき・めぐみ）… 第一巻 p298
牛島 栄（うしじま・さかえ）［別名］日刊建設通信新聞の建設論評を栄誠（さかえ・まこと）で
執筆 … 第一巻 p298
牛島 定信（うしじま・さだのぶ）… 第一巻 p299
牛山 泉（うしやま・いずみ）… 第一巻 p300
牛山 素行（うしやま・もとゆき）… 第一巻 p301
牛山 恭範（うしやま・やすのり）… 第一巻 p301
後山 尚久（うしろやま・たかひさ）… 第一巻 p301
碓井 静照（うすい・しずてる）… 第一巻 p302
碓井 敏正（うすい・としまさ）… 第一巻 p302
臼井 由妃（うすい・ゆき）… 第一巻 p303
宇宿 一成（うすき・かずなり）… 第一巻 p303
碓田 のぼる（うすだ・のぼる）［本名］碓田登（うすだ・のぼる）… 第一巻 p303
宇多 喜代子（うだ・きよこ）… 第一巻 p304
宇田川 悟（うだがわ・さとる）… 第一巻 p304
歌崎 和彦（うたさき・たかひこ）… 第一巻 p305
歌田 明弘（うただ・あきひろ）… 第一巻 p305
内潟 安子（うちがた・やすこ）… 第一巻 p306
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内川 あ也（うちかわ・あや）… 第一巻 p306
打川 和男（うちかわ・かずお）… 第一巻 p307
内田 春菊（うちだ・しゅんぎく）［本名］内田滋子 … 第一巻 p307
内田 誠一（うちだ・せいいち）… 第一巻 p308
内田 樹（うちだ・たつる）… 第一巻 p308
内田 太郎（うちだ・たろう）… 第一巻 p309
内田 博文（うちだ・ひろふみ）… 第一巻 p309
内田 広由紀（うちだ・ひろゆき）… 第一巻 p310
内多 允（うちだ・まこと）［本名］内多允（うちだ・まこと）… 第一巻 p310
内田 雅章（うちだ・まさあき）… 第一巻 p310
内田 雅敏（うちだ・まさとし）… 第一巻 p311
内田 康夫（うちだ・やすお）… 第一巻 p311
内田 陽子（うちだ・ようこ）… 第一巻 p312
内田 龍史（うちだ・りゅうし）… 第一巻 p312
内田 良（うちだ・りょう）… 第一巻 p313
内館 牧子（うちだて・まきこ）… 第一巻 p314
内橋 克人（うちはし・かつと）… 第一巻 p314
内村 圭一（うちむら・けいいち）… 第一巻 p314
内山 真一郎（うちやま・しんいちろう）… 第一巻 p315
内山 節（うちやま・たかし）… 第一巻 p315
内山 真（うちやま・まこと）… 第一巻 p315
内山 洋司（うちやま・ようじ）［本名］内山洋司（うちやま・ようじ）… 第一巻 p316
宇都出 雅巳（うつで・まさみ）… 第一巻 p316
宇都宮 浄人（うつのみや・きよひと）… 第一巻 p317
宇都宮 健児（うつのみや・けんじ）… 第一巻 p317
宇都宮 宏子（うつのみや・ひろこ）… 第一巻 p318
内海 愛子（うつみ・あいこ）… 第一巻 p319
内海 隆一郎（うつみ・りゅういちろう）… 第一巻 p319
宇都 由美子（うと・ゆみこ）… 第一巻 p319
宇波 彰（うなみ・あきら）… 第一巻 p320
宇仁 宏幸（うに・ひろゆき）… 第一巻 p320
宇根 豊（うね・ゆたか）… 第一巻 p321
鵜野 和夫（うの・かずお）… 第一巻 p321
宇野 功芳（うの・こうほう）… 第一巻 p322
宇野 重規（うの・しげき）… 第一巻 p322
鵜木 祐史（うのき・まさし）… 第一巻 p323
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冲方 丁（うぶかた・とう）… 第一巻 p323
馬野 元秀（うまの・もとひで）… 第一巻 p323
海野 敦史（うみの・あつし）… 第一巻 p324
海原 純子（うみはら・じゅんこ）… 第一巻 p324
梅沢 俊（うめざわ・しゅん）… 第一巻 p325
梅津 和郎（うめず・かずろう）… 第一巻 p325
梅田 亨（うめだ・とおる）… 第一巻 p326
梅田 みか（うめだ・みか）… 第一巻 p326
梅田 悦生（うめだ・よしお）… 第一巻 p326
梅野 正信（うめの・まさのぶ）… 第一巻 p327
梅原 大祐（うめはら・だいすけ）… 第一巻 p327
梅原 猛（うめはら・たけし）… 第一巻 p328
梅原 利夫（うめはら・としお）… 第一巻 p328
浦 達雄（うら・たつお）… 第一巻 p329
浦上 克哉（うらかみ・かつや）… 第一巻 p330
浦島 悦子（うらしま・えつこ）… 第一巻 p330
浦野 啓子（うらの・けいこ）［本名］バッティ, 啓子・ルフサール … 第一巻 p331
浦野 起央（うらの・たつお）… 第一巻 p331
浦野 広明（うらの・ひろあき）… 第一巻 p331
運上 茂樹（うんじょう・しげき）… 第一巻 p332
海野 和男（うんの・かずお）… 第一巻 p332
海野 邦昭（うんの・くにあき）… 第一巻 p333

【え】
永 六輔（えい・ろくすけ）… 第一巻 p333
江川 達也（えがわ・たつや）… 第一巻 p333
江口 克彦（えぐち・かつひこ）… 第一巻 p333
江口 重幸（えぐち・しげゆき）… 第一巻 p334
江口 隆裕（えぐち・たかひろ）… 第一巻 p334
江口 祐輔（えぐち・ゆうすけ）… 第一巻 p335
江國 香織（えくに・かおり）… 第一巻 p336
江坂 彰（えさか・あきら）［本名］海老名彰一（えびな・あきかず）… 第一巻 p336
江刺 正喜（えさし・まさよし）… 第一巻 p337
江沢 洋（えざわ・ひろし）… 第一巻 p337
江連 忠（えずれ・ただし）… 第一巻 p338

22

人名総目次

えんとう

江田 憲司（えだ・けんじ）… 第一巻 p338
枝川 公一（えだがわ・こういち）… 第一巻 p338
枝野 幸男（えだの・ゆきお）… 第一巻 p339
枝廣 淳子（えだひろ・じゅんこ）… 第一巻 p339
衞藤 隆（えとう・たかし）… 第一巻 p340
江藤 隆史（えとう・たかふみ）… 第一巻 p340
江藤 裕之（えとう・ひろゆき）… 第一巻 p341
榎並 利博（えなみ・としひろ）… 第一巻 p342
榎井 縁（えのい・ゆかり）… 第一巻 p342
榎本 博明（えのもと・ひろあき）… 第一巻 p343
江畑 謙介（えばた・けんすけ）［本名］江畑謙介（えばた・けんすけ）… 第一巻 p343
江波戸 哲夫（えばと・てつお）… 第一巻 p344
江原 朗（えはら・あきら）… 第一巻 p344
江原 幸雄（えはら・さちお）… 第一巻 p345
海老坂 武（えびさか・たけし）… 第一巻 p345
海老沢 泰久（えびさわ・やすひさ）… 第一巻 p345
海老原 勇（えびはら・いさむ）… 第一巻 p346
江宮 隆之（えみや・たかゆき）… 第一巻 p346
江本 孟紀（えもと・たけのり）… 第一巻 p346
江本 正記（えもと・まさき）… 第一巻 p347
江本 勝（えもと・まさる）… 第一巻 p347
江守 正多（えもり・せいた）… 第一巻 p347
惠谷 治（えや・おさむ）… 第一巻 p348
惠谷 浩（えや・ひろし）… 第一巻 p349
衿野 未矢（えりの・みや）… 第一巻 p349
遠藤 功（えんどう・いさお）… 第一巻 p350
遠藤 乾（えんどう・けん）… 第一巻 p350
遠藤 健司（えんどう・けんじ）… 第一巻 p350
遠藤 賢治（えんどう・けんじ）… 第一巻 p351
遠藤 浩一（えんどう・こういち）［本名］遠藤浩一（えんどう・こういち）… 第一巻 p351
遠藤 剛（えんどう・たけし）… 第一巻 p352
遠藤 祐（えんどう・たすく）［別名］遠藤祐（えんどう・ゆう）… 第一巻 p352
遠藤 哲也（えんどう・てつや）… 第一巻 p352
遠藤 徹（えんどう・とおる）… 第一巻 p353
遠藤 英俊（えんどう・ひでとし）… 第一巻 p354
遠藤 浩（えんどう・ひろし）… 第一巻 p354
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遠藤 誉（えんどう・ほまれ）… 第一巻 p355
遠藤 誠（えんどう・まこと）… 第一巻 p355
遠藤 祐（えんどう・ゆう）⇒遠藤祐（えんどう・たすく）を見よ

【お】
呉 善花（お・そんふぁ）… 第一巻 p356
尾家 重治（おいえ・しげはる）… 第一巻 p356
王 財源（おう・ざいげん）… 第一巻 p356
呉 学殊（おう・はくすう）… 第一巻 p356
王 敏（おう・びん）… 第一巻 p357
逢坂 剛（おうさか・ごう）… 第一巻 p358
大井 一弥（おおい・かずや）… 第一巻 p358
大井 玄（おおい・げん）… 第一巻 p359
大石 圭（おおいし・けい）［本名］大石太郎（おおいし・たろう）… 第一巻 p359
大石 静（おおいし・しずか）… 第一巻 p360
大石 眞（おおいし・まこと）… 第一巻 p360
大内 伸哉（おおうち・しんや）… 第一巻 p360
大浦 武彦（おおうら・たけひこ）… 第一巻 p360
大江 健三郎（おおえ・けんざぶろう）… 第一巻 p361
大江 靖雄（おおえ・やすお）… 第一巻 p361
大岡 信（おおおか・まこと）… 第一巻 p362
大垣 尚司（おおがき・ひさし）… 第一巻 p362
大角 修（おおかど・おさむ）… 第一巻 p363
大鐘 稔彦（おおがね・としひこ）［別名］大鐘稔彦（おおがね・なるひこ）… 第一巻 p363
大鐘 稔彦（おおがね・なるひこ）⇒大鐘稔彦（おおがね・としひこ）を見よ
大川 尚子（おおかわ・なおこ）… 第一巻 p363
大川 匡子（おおかわ・まさこ）… 第一巻 p364
大川 弥生（おおかわ・やよい）… 第一巻 p365
大川 豊（おおかわ・ゆたか）… 第一巻 p365
大川 隆法（おおかわ・りゅうほう）… 第一巻 p365
大川 玲子（おおかわ・れいこ）… 第一巻 p366
大川 玲子（おおかわ・れいこ）… 第一巻 p366
大河原 美以（おおかわら・みい）… 第一巻 p367
大河原 惇行（おおかわら・よしゆき）… 第一巻 p367
大木 博巳（おおき・ひろみ）… 第一巻 p367
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大串 亜由美（おおくし・あゆみ）… 第一巻 p368
大串 夏身（おおぐし・なつみ）… 第一巻 p368
大久保 公裕（おおくぼ・きみひろ）… 第一巻 p369
大久保 幸夫（おおくぼ・ゆきお）… 第一巻 p369
大倉 雄次郎（おおくら・ゆうじろう）… 第一巻 p370
大栗 丹後（おおぐり・たんご）… 第一巻 p370
大栗 道栄（おおぐり・どうえい）… 第一巻 p370
大河内 昭爾（おおこうち・しょうじ）… 第一巻 p370
逢坂 誠二（おおさか・せいじ）… 第一巻 p371
大沢 在昌（おおさわ・ありまさ）… 第一巻 p372
大沢 啓志（おおさわ・さとし）… 第一巻 p372
大澤 正明（おおさわ・まさあき）… 第一巻 p372
大沢 昌玄（おおさわ・まさはる）… 第一巻 p373
大鹿 靖明（おおしか・やすあき）… 第一巻 p373
大下 英治（おおした・えいじ）… 第一巻 p374
大島 和夫（おおしま・かずお）… 第一巻 p374
大島 一史（おおしま・かずし）… 第一巻 p375
大島 一二（おおしま・かずつぐ）… 第一巻 p375
大島 史洋（おおしま・しよう）… 第一巻 p376
大島 建彦（おおしま・たてひこ）… 第一巻 p376
大島 慎子（おおしま・ちかこ）… 第一巻 p376
大島 稔彦（おおしま・としひこ）… 第一巻 p377
大住 莊四郎（おおすみ・そうしろう）… 第一巻 p377
太田 和夫（おおた・かずお）… 第一巻 p377
太田 和彦（おおた・かずひこ）… 第一巻 p378
太田 弘毅（おおた・こうき）… 第一巻 p379
太田 耕人（おおた・こうじん）… 第一巻 p379
太田 潤（おおた・じゅん）… 第一巻 p380
太田 仙鳩（おおた・せんきゅう）⇒太田剛（おおた・つよし）を見よ
太田 忠司（おおた・ただし）… 第一巻 p380
太田 剛（おおた・つよし）［別名］太田仙鳩（おおた・せんきゅう）… 第一巻 p380
おおた としまさ［本名］太田敏正 … 第一巻 p381
太田 肇（おおた・はじめ）… 第一巻 p381
太田 治子（おおた・はるこ）… 第一巻 p382
太田 光（おおた・ひかり）… 第一巻 p382
太田 文雄（おおた・ふみお）… 第一巻 p382
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太田 昌国（おおた・まさくに）… 第一巻 p383
太田 巳津彦（おおた・みつひこ）… 第一巻 p384
太田 保世（おおた・やすよ）… 第一巻 p384
太田 陽子（おおた・ようこ）… 第一巻 p385
大滝 啓裕（おおたき・けいすけ）… 第一巻 p385
大滝 みや子（おおたき・みやこ）… 第一巻 p385
大竹 昭子（おおたけ・あきこ）… 第一巻 p385
大竹 文雄（おおたけ・ふみお）… 第一巻 p386
大谷 昭宏（おおたに・あきひろ）… 第一巻 p386
大谷 卓史（おおたに・たくし）… 第一巻 p387
大谷 ゆみこ（おおたに・ゆみこ）⇒つぶつぶグランマゆみこを見よ
大谷 由里子（おおたに・ゆりこ）… 第一巻 p387
大谷 羊太郎（おおたに・ようたろう）［本名］大谷一夫（おおたに・かずお）［別名］筆名1…大
谷羊太郎（おおたに・ようたろう）, 筆名2…村崎れいと（むらさき・れいと）… 第一巻 p387
大谷 能生（おおたに・よしお）… 第一巻 p388
大津 秀一（おおつ・しゅういち）… 第一巻 p388
大津 史子（おおつ・ふみこ）… 第一巻 p389
大津 真（おおつ・まこと）… 第一巻 p389
大津 元一（おおつ・もといち）… 第一巻 p389
大津 由紀雄（おおつ・ゆきお）… 第一巻 p390
大塚 英志（おおつか・えいじ）… 第一巻 p390
大塚 耕太郎（おおつか・こうたろう）… 第一巻 p391
大塚 耕平（おおつか・こうへい）… 第一巻 p391
大塚 滋（おおつか・しげる）… 第一巻 p391
大塚 直（おおつか・ただし）… 第一巻 p392
大塚 初重（おおつか・はつしげ）… 第一巻 p392
大塚 ひかり（おおつか・ひかり）… 第一巻 p393
大塚 寿（おおつか・ひさし）… 第一巻 p393
大塚 雅之（おおつか・まさゆき）… 第一巻 p393
大槻 ケンヂ（おおつき・けんじ）… 第一巻 p394
大槻 公一（おおつき・こういち）… 第一巻 p395
大即 信明（おおつき・のぶあき）… 第一巻 p395
大朏 博善（おおつき・ひろよし）… 第一巻 p396
大槻 有一郎（おおつき・ゆういちろう）… 第一巻 p396
大辻 隆弘（おおつじ・たかひろ）… 第一巻 p397
大坪 研一（おおつぼ・けんいち）… 第一巻 p397
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大友 篤（おおとも・あつし）… 第一巻 p398
大友 康裕（おおとも・やすひろ）… 第一巻 p398
大西 清（おおにし・きよし）… 第一巻 p399
大西 巨人（おおにし・きょじん）［本名］大西巨人（おおにし・のりと）… 第一巻 p399
大西 隆（おおにし・たかし）… 第一巻 p399
大西 広（おおにし・ひろし）… 第一巻 p400
大西 洋（おおにし・ひろし）… 第一巻 p400
大西 洋（おおにし・ひろし）… 第一巻 p401
大野 芳（おおの・かおる）… 第一巻 p401
大野 一夫（おおの・かずお）… 第一巻 p402
大野 和興（おおの・かずおき）… 第一巻 p403
大野 晋（おおの・すすむ）… 第一巻 p403
大野 博之（おおの・ひろゆき）… 第一巻 p403
大野 正和（おおの・まさかず）… 第一巻 p404
大野 瑞絵（おおの・みずえ）… 第一巻 p404
大野 元裕（おおの・もとひろ）… 第一巻 p405
大庭 英子（おおば・えいこ）… 第一巻 p405
大場 謙吉（おおば・けんきち）… 第一巻 p405
大場 建治（おおば・けんじ）… 第一巻 p406
大場 秀章（おおば・ひであき）… 第一巻 p406
大庭 みな子（おおば・みなこ）［本名］大庭美奈子（おおば・みなこ）… 第一巻 p407
大橋 歩（おおはし・あゆみ）… 第一巻 p407
大橋 巨泉（おおはし・きょせん）［本名］大橋克巳（おおはし・かつみ）… 第一巻 p407
オオハシ コウジ … 第一巻 p408
大橋 昭一（おおはし・しょういち）… 第一巻 p408
大橋 照枝（おおはし・てるえ）［本名］大橋照枝（おおはし・てるえ）… 第一巻 p409
大橋 靖雄（おおはし・やすお）… 第一巻 p410
大橋 好光（おおはし・よしみつ）… 第一巻 p410
大浜 庄司（おおはま・しょうじ）… 第一巻 p411
大林 宣彦（おおばやし・のぶひこ）［別名］學草太郎（まなぶ・そうたろう）… 第一巻 p411
大藤 幹（おおふじ・みき）… 第一巻 p412
大渕 憲一（おおぶち・けんいち）… 第一巻 p412
大前 暁政（おおまえ・あきまさ）… 第一巻 p413
大前 巌（おおまえ・いわお）… 第一巻 p414
大前 研一（おおまえ・けんいち）… 第一巻 p414
大南 英明（おおみなみ・ひであき）… 第一巻 p415

27

おおみや
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大宮 司朗（おおみや・しろう）… 第一巻 p415
大宮 冬洋（おおみや・とうよう）… 第一巻 p415
大村 あつし（おおむら・あつし）… 第一巻 p416
大村 はま（おおむら・はま）［本名］大村浜 … 第一巻 p416
大村 彦次郎（おおむら・ひこじろう）… 第一巻 p417
大森 隆司（おおもり・たかし）… 第一巻 p417
大森 隆史（おおもり・たかし）… 第一巻 p417
大森 直樹（おおもり・なおき）… 第一巻 p418
大森 望（おおもり・のぞみ）… 第一巻 p418
大森 由紀子（おおもり・ゆきこ）［本名］山岡由紀子（やまおか・ゆきこ）… 第一巻 p418
大宅 映子（おおや・えいこ）… 第一巻 p419
大矢 幸弘（おおや・ゆきひろ）… 第一巻 p419
大矢野 栄次（おおやの・えいじ）… 第一巻 p420
大山 勝美（おおやま・かつみ）［本名］大山勝美（おおやま・かつよし）… 第一巻 p420
大和 岩雄（おおわ・いわお）… 第一巻 p421
岡 伸一（おか・しんいち）… 第一巻 p421
岡 正晶（おか・まさあき）… 第一巻 p422
岡井 崇（おかい・たかし）… 第一巻 p422
岡井 隆（おかい・たかし）… 第一巻 p423
小笠 正道（おがさ・まさみち）… 第一巻 p423
岡崎 武志（おかざき・たけし）… 第一巻 p423
岡崎 太郎（おかざき・たろう）… 第一巻 p424
岡崎 久彦（おかざき・ひさひこ）… 第一巻 p424
小笠原 敬承斎（おがさわら・けいしょうさい）… 第一巻 p425
岡嶋 克典（おかじま・かつのり）… 第一巻 p425
岡嶋 裕史（おかじま・ゆうし）… 第一巻 p426
岡田 温司（おかだ・あつし）… 第一巻 p426
岡田 和裕（おかだ・かずひろ）… 第一巻 p427
岡田 克也（おかだ・かつや）… 第一巻 p427
岡田 庄司（おかだ・しょうじ）… 第一巻 p428
岡田 俊（おかだ・たかし）… 第一巻 p428
小方 孝（おがた・たかし）… 第一巻 p428
岡田 拓人（おかだ・たくと）… 第一巻 p429
岡田 武彦（おかだ・たけひこ）… 第一巻 p429
岡田 利規（おかだ・としき）… 第一巻 p429
岡田 知弘（おかだ・ともひろ）… 第一巻 p430
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緒方 知行（おがた・ともゆき）… 第一巻 p430
岡田 晴恵（おかだ・はるえ）… 第一巻 p431
岡田 英弘（おかだ・ひでひろ）… 第一巻 p431
岡田 裕（おかだ・ひろし）… 第一巻 p431
岡田 正彦（おかだ・まさひこ）… 第一巻 p432
岡田 光世（おかだ・みつよ）… 第一巻 p433
岡田 有策（おかだ・ゆうさく）… 第一巻 p433
岡田 豊（おかだ・ゆたか）… 第一巻 p433
岡田 洋右（おかだ・ようすけ）… 第一巻 p434
岡田 悦典（おかだ・よしのり）… 第一巻 p434
岡留 安則（おかどめ・やすのり）… 第一巻 p435
岡庭 昇（おかにわ・のぼる）… 第一巻 p435
岡野 あつこ（おかの・あつこ）… 第一巻 p435
岡野 憲一郎（おかの・けんいちろう）… 第一巻 p435
岡野 進（おかの・すすむ）… 第一巻 p436
岡野 弘彦（おかの・ひろひこ）… 第一巻 p436
岡野 守也（おかの・もりや）… 第一巻 p436
岡上 武（おかのうえ・たけし）… 第一巻 p437
岡橋 葉子（おかはし・ようこ）… 第一巻 p437
岡部 恒治（おかべ・つねはる）… 第一巻 p438
岡部 徹（おかべ・とおる）… 第一巻 p439
岡部 昌幸（おかべ・まさゆき）… 第一巻 p439
岡部 陽二（おかべ・ようじ）… 第一巻 p440
岡村 志嘉子（おかむら・しがこ）… 第一巻 p440
岡村 繁雄（おかむら・しげお）… 第一巻 p441
岡村 憲之（おかむら・のりゆき）… 第一巻 p441
岡本 英二（おかもと・えいじ）… 第一巻 p442
岡本 幸治（おかもと・こうじ）… 第一巻 p442
岡本 哲志（おかもと・さとし）… 第一巻 p443
岡本 央（おかもと・さなか）… 第一巻 p443
岡本 卓（おかもと・たかし）… 第一巻 p443
岡本 隆司（おかもと・たかし）… 第一巻 p444
岡本 健（おかもと・たけし）… 第一巻 p445
岡本 紀夫（おかもと・のりお）… 第一巻 p445
岡本 全勝（おかもと・まさかつ）… 第一巻 p446
岡本 祐子（おかもと・ゆうこ）… 第一巻 p446
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岡本 行夫（おかもと・ゆきお）… 第一巻 p446
岡本 玲子（おかもと・れいこ）… 第一巻 p446
小川 功（おがわ・いさお）… 第一巻 p447
小川 一夫（おがわ・かずお）… 第一巻 p448
小川 国夫（おがわ・くにお）… 第一巻 p448
小川 軽舟（おがわ・けいしゅう）… 第一巻 p449
小川 孔輔（おがわ・こうすけ）… 第一巻 p449
小川 隆（おがわ・たかし）… 第一巻 p450
小川 剛生（おがわ・たけお）… 第一巻 p450
小川 誠子（おがわ・ともこ）… 第一巻 p450
小川 久雄（おがわ・ひさお）… 第一巻 p450
小川 秀樹（おがわ・ひでき）… 第一巻 p451
小川 仁志（おがわ・ひとし）… 第一巻 p452
小川 浩（おがわ・ひろし）… 第一巻 p452
小川 博久（おがわ・ひろひさ）［別名］皐月一 … 第一巻 p453
小川 正人（おがわ・まさひと）… 第一巻 p453
小川 道雄（おがわ・みちお）… 第一巻 p454
小川 洋子（おがわ・ようこ）… 第一巻 p455
小川 佳宏（おがわ・よしひろ）… 第一巻 p455
小川原 正道（おがわら・まさみち）… 第一巻 p455
沖 幸子（おき・さちこ）… 第一巻 p456
尾木 直樹（おぎ・なおき）… 第一巻 p456
沖 ななも（おき・ななも）… 第一巻 p456
沖 裕貴（おき・ひろたか）… 第一巻 p456
小木曽 加奈子（おぎそ・かなこ）… 第一巻 p457
荻野 アンナ（おぎの・あんな）… 第一巻 p458
荻野 恭子（おぎの・きょうこ）… 第一巻 p458
荻野 進介（おぎの・しんすけ）… 第一巻 p458
荻野 登（おぎの・のぼる）… 第一巻 p459
荻原 俊男（おぎはら・としお）… 第一巻 p459
荻原 勝（おぎはら・まさる）… 第一巻 p459
沖森 卓也（おきもり・たくや）… 第一巻 p460
荻原 規子（おぎわら・のりこ）… 第一巻 p460
奥泉 光（おくいずみ・ひかる）… 第一巻 p460
奥江 晴紀（おくえ・はるき）… 第一巻 p460
奥住 秀之（おくずみ・ひでゆき）… 第一巻 p460
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奥田 英朗（おくだ・ひでお）… 第一巻 p461
奥田 弘美（おくだ・ひろみ）… 第一巻 p461
奥田 昌道（おくだ・まさみち）… 第一巻 p461
奥田 百子（おくだ・ももこ）… 第一巻 p462
奥平 康弘（おくだいら・やすひろ）… 第一巻 p462
奥谷 喬司（おくたに・たかし）… 第一巻 p463
奥寺 敬（おくでら・ひろし）… 第一巻 p464
奥野 修司（おくの・しゅうじ）… 第一巻 p464
奥野 信宏（おくの・のぶひろ）… 第一巻 p465
奥村 皓一（おくむら・こういち）… 第一巻 p465
奥村 晃作（おくむら・こうさく）… 第一巻 p465
奥村 眞吾（おくむら・しんご）… 第一巻 p465
奥村 徹（おくむら・てつ）… 第一巻 p466
奥村 宏（おくむら・ひろし）… 第一巻 p466
奥村 学（おくむら・まなぶ）… 第一巻 p467
奥村 佳史（おくむら・よしふみ）… 第一巻 p468
奥本 大三郎（おくもと・だいさぶろう）… 第一巻 p468
奥本 泰久（おくもと・やすひさ）… 第一巻 p468
小倉 和夫（おぐら・かずお）… 第一巻 p469
小倉 紀蔵（おぐら・きぞう）… 第一巻 p469
小倉 孝誠（おぐら・こうせい）… 第一巻 p470
小倉 千加子（おぐら・ちかこ）… 第一巻 p470
小倉 利丸（おぐら・としまる）… 第一巻 p471
小倉 英敬（おぐら・ひでたか）… 第一巻 p471
小倉 仁志（おぐら・ひとし）… 第一巻 p472
小椋 美知則（おぐら・みちのり）… 第一巻 p472
小黒 一正（おぐろ・かずまさ）… 第一巻 p472
苧阪 直行（おさか・なおゆき）… 第一巻 p473
尾崎 孝平（おざき・こうへい）［別名］尾崎塾 塾長 … 第一巻 p474
小笹 芳央（おざさ・よしひさ）… 第一巻 p475
長田 弘（おさだ・ひろし）… 第一巻 p475
小山内 信智（おさない・のぶとも）… 第一巻 p476
長部 日出雄（おさべ・ひでお）… 第一巻 p476
小澤 朗人（おざわ・あきひと）… 第一巻 p476
小澤 温（おざわ・あつし）… 第一巻 p477
小沢 一郎（おざわ・いちろう）… 第一巻 p478

31

おさわ

人名総目次

小澤 薫（おざわ・かおる）… 第一巻 p478
小澤 克己（おざわ・かつみ）… 第一巻 p478
小沢 昭一（おざわ・しょういち）… 第一巻 p478
小澤 祥司（おざわ・しょうじ）… 第一巻 p479
小澤 俊夫（おざわ・としお）… 第一巻 p480
小沢 信男（おざわ・のぶお）… 第一巻 p480
小澤 治夫（おざわ・はるお）… 第一巻 p480
小塩 真司（おしお・あつし）… 第一巻 p481
小塩 節（おしお・たかし）… 第一巻 p481
小塩 卓哉（おしお・たくや）… 第一巻 p481
押谷 由夫（おしたに・よしお）… 第一巻 p482
尾島 俊雄（おじま・としお）… 第一巻 p483
小関 和夫（おぜき・かずお）… 第一巻 p483
織田 淳太郎（おだ・じゅんたろう）… 第一巻 p483
小田 晋（おだ・すすむ）… 第一巻 p484
尾田 栄章（おだ・ひであき）… 第一巻 p484
小田 実（おだ・まこと）… 第一巻 p485
小田 光雄（おだ・みつお）… 第一巻 p485
小高 知宏（おだか・ともひろ）… 第一巻 p486
小田川 義和（おだがわ・よしかず）… 第一巻 p486
小田桐 誠（おだぎり・まこと）… 第一巻 p487
小田島 恒志（おだしま・こうし）… 第一巻 p487
小田嶋 博（おだしま・ひろし）［本名］小田嶋博（おだしま・ひろし）… 第一巻 p487
小田部 雄次（おたべ・ゆうじ）… 第一巻 p487
越智 啓子（おち・けいこ）… 第一巻 p488
越智 啓太（おち・けいた）… 第一巻 p488
越智 敏裕（おち・としひろ）… 第一巻 p488
越智 道雄（おち・みちお）… 第一巻 p489
落合 和雄（おちあい・かずお）… 第一巻 p490
落合 恵子（おちあい・けいこ）… 第一巻 p490
落合 務（おちあい・つとむ）… 第一巻 p491
落合 信彦（おちあい・のぶひこ）… 第一巻 p491
落合 博満（おちあい・ひろみつ）… 第一巻 p491
尾辻克彦（おつじ・かつひこ）⇒赤瀬川原平（あかせがわ・げんぺい）を見よ
音 好宏（おと・よしひろ）… 第一巻 p491
乙武 洋匡（おとたけ・ひろただ）… 第一巻 p492
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尾西 康充（おにし・やすみつ）… 第一巻 p492
小野 耕世（おの・こうせい）… 第一巻 p493
小野 秀誠（おの・しゅうせい）… 第一巻 p493
小野 俊哉（おの・としや）… 第一巻 p494
小野 豊和（おの・とよかず）… 第一巻 p494
小野 廣隆（おの・ひろたか）… 第一巻 p495
小野 文孝（おの・ふみたか）… 第一巻 p495
小野 亮（おの・まこと）… 第一巻 p495
小野 正嗣（おの・まさつぐ）… 第一巻 p496
小野 恭靖（おの・みつやす）… 第一巻 p496
小野 善康（おの・よしやす）… 第一巻 p496
小野 芳朗（おの・よしろう）… 第一巻 p497
尾上 浩二（おのうえ・こうじ）… 第一巻 p497
小野田 滋（おのだ・しげる）… 第一巻 p498
小畑 進（おばた・すすむ）… 第一巻 p499
小畑 精和（おばた・よしかず）… 第一巻 p499
小原 篤次（おはら・あつじ）… 第一巻 p499
小原 裕太（おばら・ゆうた）… 第一巻 p500
帯津 良一（おびつ・りょういち）… 第一巻 p500
大日方 純夫（おびなた・すみお）… 第一巻 p500
小柳 和喜雄（おやなぎ・わきお）… 第一巻 p501
親野 智可等（おやの・ちから）［本名］杉山桂一（すぎやま・けいいち）… 第一巻 p501
小山 正（おやま・ただし）… 第一巻 p502
折原 一（おりはら・いち）… 第一巻 p502
織部 和宏（おりべ・かずひろ）… 第一巻 p503
小和田 哲男（おわだ・てつお）… 第一巻 p503
恩田 陸（おんだ・りく）… 第一巻 p504

【か】
甲斐 克則（かい・かつのり）… 第一巻 p504
甲斐 素直（かい・すなお）… 第一巻 p504
甲斐 善太郎（かい・ぜんたろう）⇒赤津雅彦（あかつ・まさひこ）を見よ
櫂 未知子（かい・みちこ）… 第一巻 p504
甲斐 みのり（かい・みのり）… 第一巻 p505
海賀 信好（かいが・のぶよし）… 第一巻 p505
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貝塚 茂樹（かいずか・しげき）… 第一巻 p505
海渡 雄一（かいど・ゆういち）… 第一巻 p506
海道 清信（かいどう・きよのぶ）… 第一巻 p507
海堂 尊（かいどう・たける）… 第一巻 p507
海道 龍一朗（かいとう・りゅういちろう）… 第一巻 p508
開沼 博（かいぬま・ひろし）… 第一巻 p508
開原 成允（かいはら・しげこと）… 第一巻 p508
海部 宣男（かいふ・のりお）… 第一巻 p509
加賀 乙彦（かが・おとひこ）… 第一巻 p510
鏡 リュウジ（かがみ・りゅうじ）… 第一巻 p510
香川 桂舟（かがわ・けいしゅう）⇒香川靖雄（かがわ・やすお）を見よ
香川 孝三（かがわ・こうぞう）… 第一巻 p510
香川 貴志（かがわ・たかし）… 第一巻 p511
香川 靖雄（かがわ・やすお）［別名］香川桂舟（かがわ・けいしゅう）… 第一巻 p511
香川 保一（かがわ・やすかず）… 第一巻 p512
柿川 鮎子（かきかわ・あゆこ）… 第一巻 p512
柿谷 哲也（かきたに・てつや）… 第一巻 p513
鍵本 聡（かぎもと・さとし）… 第一巻 p513
鍵谷 司（かぎや・つかさ）… 第一巻 p513
鍵屋 一（かぎや・はじめ）… 第一巻 p514
加来 耕三（かく・こうぞう）… 第一巻 p514
加来 浩平（かく・こうへい）… 第一巻 p514
郭 四志（かく・しし）… 第一巻 p515
岳 真也（がく・しんや）［本名］井上裕（いのうえ・ゆたか）… 第一巻 p516
影浦 攻（かげうら・おさむ）… 第一巻 p516
梯 實圓（かけはし・じつえん）… 第一巻 p516
影山 任佐（かげやま・じんすけ）… 第一巻 p517
陰山 英男（かげやま・ひでお）… 第一巻 p518
加古 里子（かこ・さとし）… 第一巻 p518
鹿子嶋 憲一（かごしま・けんいち）… 第一巻 p518
加護野 忠男（かごの・ただお）… 第一巻 p519
河西 朝雄（かさい・あさお）… 第一巻 p519
笠井 和彦（かさい・かずひこ）… 第一巻 p519
笠井 潔（かさい・きよし）… 第一巻 p519
葛西 敬之（かさい・よしゆき）… 第一巻 p520
笠原 英城（かさはら・えいじょう）… 第一巻 p520
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笠原 十九司（かさはら・とくし）… 第一巻 p520
風間 直樹（かざま・なおき）… 第一巻 p520
風祭 元（かざまつり・はじめ）… 第一巻 p521
加地 伸行（かじ・のぶゆき）… 第一巻 p521
梶井 功（かじい・いそし）… 第一巻 p522
梶田 叡一（かじた・えいいち）… 第一巻 p522
樫田 秀樹（かしだ・ひでき）… 第一巻 p523
梶田 幸雄（かじた・ゆきお）… 第一巻 p523
鹿島 茂（かしま・しげる）… 第一巻 p524
加島 祥造（かじま・しょうぞう）… 第一巻 p524
樫村 愛子（かしむら・あいこ）… 第一巻 p524
柏木 理佳（かしわぎ・りか）… 第一巻 p524
柏倉 康夫（かしわくら・やすお）… 第一巻 p525
柏女 霊峰（かしわめ・れいほう）… 第一巻 p526
梶原 一明（かじわら・かずあき）… 第一巻 p526
梶原 和義（かじわら・かずよし）… 第一巻 p526
梶原 しげる（かじわら・しげる）［本名］梶原茂（かじわら・しげる）… 第一巻 p526
春日 晃章（かすが・こうしょう）… 第一巻 p527
春日 武彦（かすが・たけひこ）… 第一巻 p528
かづき れいこ … 第一巻 p528
粕谷 一希（かすや・かずき）… 第一巻 p528
加瀬 和俊（かせ・かずとし）… 第一巻 p529
加瀬 英明（かせ・ひであき）… 第一巻 p529
風野 真知雄（かぜの・まちお）… 第一巻 p530
片岡 鶴太郎（かたおか・つるたろう）… 第一巻 p530
片岡 輝（かたおか・ひかる）… 第一巻 p530
片岡 護（かたおか・まもる）… 第一巻 p530
片岡 義男（かたおか・よしお）… 第一巻 p530
片方 善治（かたがた・ぜんじ）… 第一巻 p530
片上 宗二（かたかみ・そうじ）… 第一巻 p531
片倉 佳史（かたくら・よしふみ）… 第一巻 p532
堅田 剛（かただ・たけし）… 第一巻 p532
片野 勧（かたの・すすむ）… 第一巻 p533
片山 一朗（かたやま・いちろう）… 第一巻 p533
片山 茂裕（かたやま・しげひろ）… 第一巻 p534
片山 立志（かたやま・たつし）… 第一巻 p534
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片山 徹（かたやま・とおる）… 第一巻 p535
片山 由美子（かたやま・ゆみこ）［本名］野口由美子（のぐち・ゆみこ）… 第一巻 p535
片山 容一（かたやま・よういち）… 第一巻 p536
片山 善博（かたやま・よしひろ）… 第一巻 p536
香月 裕爾（かつき・ゆうじ）… 第一巻 p537
勝田 悟（かつだ・さとる）… 第一巻 p537
勝原 裕美子（かつはら・ゆみこ）… 第一巻 p538
勝間 和代（かつま・かずよ）… 第一巻 p538
勝俣 範之（かつまた・のりゆき）… 第一巻 p538
勝又 浩（かつまた・ひろし）… 第一巻 p539
勝又 美智雄（かつまた・みちお）… 第一巻 p540
勝見 洋一（かつみ・よういち）… 第一巻 p540
勝谷 誠彦（かつや・まさひこ）… 第一巻 p540
桂 明子（かつら・あきこ）⇒熊井明子（くまい・あきこ）を見よ
桂 敬一（かつら・けいいち）… 第一巻 p541
桂 信太郎（かつら・しんたろう）… 第一巻 p541
桂 千穂（かつら・ちほ）［本名］島内三秀（しまうち・みつひで）… 第一巻 p542
桂 米朝（3代目）
（かつら・べいちょう）［本名］中川清（なかがわ・きよし）… 第一巻 p542
加藤 理（かとう・おさむ）… 第一巻 p543
加藤 恭子（かとう・きょうこ）… 第一巻 p543
加藤 健司（かとう・けんじ）… 第一巻 p544
加藤 紘一（かとう・こういち）… 第一巻 p545
加藤 弘治（かとう・こうじ）… 第一巻 p545
加藤 三郎（かとう・さぶろう）… 第一巻 p545
加藤 重広（かとう・しげひろ）… 第一巻 p545
加藤 周一（かとう・しゅういち）… 第一巻 p546
加藤 秀治郎（かとう・しゅうじろう）… 第一巻 p546
加藤 淳（かとう・じゅん）… 第一巻 p547
加藤 治郎（かとう・じろう）… 第一巻 p547
加藤 伸司（かとう・しんじ）… 第一巻 p548
加藤 真司（かとう・しんじ）… 第一巻 p548
加藤 信介（かとう・しんすけ）… 第一巻 p549
加藤 新太郎（かとう・しんたろう）… 第一巻 p550
加藤 諦三（かとう・たいぞう）… 第一巻 p550
加藤 隆（かとう・たかし）… 第一巻 p550
加藤 辰雄（かとう・たつお）… 第一巻 p550
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加藤 智見（かとう・ちけん）… 第一巻 p551
加藤 司（かとう・つかさ）… 第一巻 p551
加藤 哲郎（かとう・てつろう）… 第一巻 p552
加藤 登紀子（かとう・ときこ）… 第一巻 p552
加藤 直人（かとう・なおと）… 第一巻 p552
加藤 直美（かとう・なおみ）… 第一巻 p553
加藤 典洋（かとう・のりひろ）… 第一巻 p553
加藤 尚武（かとう・ひさたけ）… 第一巻 p553
加藤 仁（かとう・ひとし）… 第一巻 p554
加藤 寛（かとう・ひろし）… 第一巻 p555
加藤 広（かとう・ひろし）［本名］加藤廣（かとう・ひろし）… 第一巻 p555
加藤 浩（かとう・ひろし）… 第一巻 p556
加藤 浩（かとう・ひろし）… 第一巻 p556
加藤 博（かとう・ひろし）… 第一巻 p557
加藤 宏光（かとう・ひろみつ）… 第一巻 p557
加藤 麻樹（かとう・まき）… 第一巻 p558
加藤 真（かとう・まこと）… 第一巻 p558
加藤 正夫（かとう・まさお）… 第一巻 p559
加藤 雅信（かとう・まさのぶ）… 第一巻 p559
加藤 理文（かとう・まさふみ）… 第一巻 p559
加藤 元嗣（かとう・もとつぐ）… 第一巻 p560
加藤 由紀（かとう・ゆき）… 第一巻 p560
加藤 幸子（かとう・ゆきこ）… 第一巻 p560
加藤 庸二（かとう・ようじ）… 第一巻 p561
加藤 嘉一（かとう・よしかず）… 第一巻 p561
加藤 好一（かとう・よしかず）… 第一巻 p562
角川 いつか（かどかわ・いつか）［別名］いつか（2010年より「いつか」で活動）… 第一巻 p562
角川 総一（かどかわ・そういち）… 第一巻 p563
門倉 貴史（かどくら・たかし）… 第一巻 p564
門田 隆将（かどた・りゅうしょう）［本名］門脇護（かどわき・まもる）… 第一巻 p564
角野 栄子（かどの・えいこ）… 第一巻 p565
角屋 重樹（かどや・しげき）… 第一巻 p565
門脇 厚司（かどわき・あつし）［別名］わきこうじ … 第一巻 p566
金井 恵美子（かない・えみこ）… 第一巻 p566
金井 高志（かない・たかし）… 第一巻 p567
金井 壽宏（かない・としひろ）… 第一巻 p567
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金井 美恵子（かない・みえこ）… 第一巻 p568
金澤 一郎（かなざわ・いちろう）… 第一巻 p568
金澤 史男（かなざわ・ふみお）… 第一巻 p569
金津 健治（かなづ・けんじ）… 第一巻 p569
神余 博史（かなまる・ひろふみ）… 第一巻 p570
金丸 弘美（かなまる・ひろみ）… 第一巻 p570
金盛 浦子（かなもり・うらこ）… 第一巻 p571
金森 誠也（かなもり・しげなり）… 第一巻 p571
金山 尚裕（かなやま・なおひろ）… 第一巻 p572
蟹江 章（かにえ・あきら）… 第一巻 p572
金児 昭（かねこ・あきら）… 第一巻 p573
金子 勇（かねこ・いさむ）… 第一巻 p574
金子 建志（かねこ・けんじ）… 第一巻 p574
金子 達仁（かねこ・たつひと）… 第一巻 p575
金子 務（かねこ・つとむ）… 第一巻 p575
金子 哲雄（かねこ・てつお）… 第一巻 p576
金子 兜太（かねこ・とうた）… 第一巻 p576
金子 登志雄（かねこ・としお）… 第一巻 p577
金子 雅臣（かねこ・まさおみ）… 第一巻 p577
兼子 仁（かねこ・まさし）… 第一巻 p578
金子 元久（かねこ・もとひさ）… 第一巻 p579
金子 由美子（かねこ・ゆみこ）… 第一巻 p579
金子 隆一（かねこ・りゅういち）… 第一巻 p580
金箱 温春（かねばこ・よしはる）… 第一巻 p580
金原 ひとみ（かねはら・ひとみ）… 第一巻 p581
金原 瑞人（かねはら・みずひと）… 第一巻 p581
金平 茂紀（かねひら・しげのり）… 第一巻 p582
鹿野 晴夫（かの・はるお）… 第一巻 p582
狩野 繁之（かのう・しげゆき）… 第一巻 p582
カノウ ユミコ … 第一巻 p583
叶 芳和（かのう・よしかず）… 第一巻 p583
加納 喜光（かのう・よしみつ）… 第一巻 p584
香納 諒一（かのう・りょういち）… 第一巻 p584
蒲島 郁夫（かばしま・いくお）… 第一巻 p584
樺島 勝徳（かばしま・しょうとく）… 第一巻 p585
樺山 紘一（かばやま・こういち）… 第一巻 p585
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我部 政明（がべ・まさあき）… 第一巻 p585
鎌倉 孝夫（かまくら・たかお）… 第一巻 p586
鎌田 慧（かまた・さとし）… 第一巻 p586
鎌田 正（かまた・ただし）… 第一巻 p586
鎌田 東二（かまた・とうじ）… 第一巻 p587
鎌田 敏郎（かまだ・としろう）… 第一巻 p587
鎌田 浩毅（かまた・ひろき）… 第一巻 p587
鎌田 實（かまた・みのる）… 第一巻 p588
鎌部 浩（かまべ・ひろし）… 第一巻 p589
上 笙一郎（かみ・しょういちろう）［本名］山崎健寿（やまざき・けんじゅ）… 第一巻 p589
上坂 冬子（かみさか・ふゆこ）［本名］丹羽ヨシコ（にわ・よしこ）… 第一巻 p590
上條 晴夫（かみじょう・はるお）… 第一巻 p590
神永 学（かみなが・まなぶ）… 第一巻 p591
上之郷 利昭（かみのごう・としあき）… 第一巻 p591
神村 栄一（かみむら・えいいち）… 第一巻 p591
上村 幸治（かみむら・こうじ）… 第一巻 p592
上村 靖司（かみむら・せいじ）… 第一巻 p593
神谷 信行（かみや・のぶゆき）… 第一巻 p593
神谷 信行（かみや・のぶゆき）… 第一巻 p594
上山 憲昭（かみやま・のりあき）… 第一巻 p594
神山 雅彦（かみやま・まさひこ）⇒千石涼太郎（せんごく・りょうたろう）を見よ
神山 睦美（かみやま・むつみ）… 第一巻 p595
神渡 良平（かみわたり・りょうへい）［本名］猿渡良平（さるわたり・りょうへい）… 第一巻 p595
亀井 静香（かめい・しずか）… 第一巻 p596
亀井 俊介（かめい・しゅんすけ）… 第一巻 p596
亀井 伸孝（かめい・のぶたか）… 第一巻 p596
亀田 秀人（かめだ・ひでと）… 第一巻 p597
亀田 昌志（かめだ・まさし）… 第一巻 p597
亀山 郁夫（かめやま・いくお）… 第一巻 p598
亀山 充隆（かめやま・みちたか）… 第一巻 p598
亀山 康子（かめやま・やすこ）… 第一巻 p599
鴨川 昭夫（かもがわ・あきお）… 第一巻 p599
鴨下 一郎（かもした・いちろう）… 第一巻 p599
鴨下 信一（かもした・しんいち）… 第一巻 p600
鴨田 哲郎（かもた・てつお）… 第一巻 p600
嘉門 雅史（かもん・まさし）… 第一巻 p600
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萱野 稔人（かやの・としひと）… 第一巻 p601
茅原 郁生（かやはら・いくお）… 第一巻 p601
萱間 真美（かやま・まみ）… 第一巻 p602
唐 十郎（から・じゅうろう）［本名］大靏義英（おおつる・よしひで）… 第一巻 p603
唐木 英明（からき・ひであき）… 第一巻 p603
唐澤 昌宏（からさわ・まさひろ）… 第一巻 p604
柄谷 行人（からたに・こうじん）… 第一巻 p604
假屋崎 省吾（かりやざき・しょうご）… 第一巻 p604
河合 克彦（かわい・かつひこ）… 第一巻 p604
河合 祥一郎（かわい・しょういちろう）… 第一巻 p605
川合 眞一（かわい・しんいち）… 第一巻 p605
河合 隆史（かわい・たかし）… 第一巻 p606
川井 健（かわい・たけし）… 第一巻 p607
河合 隼雄（かわい・はやお）… 第一巻 p608
河合 ひとみ（かわい・ひとみ）… 第一巻 p608
河井 昌彦（かわい・まさひこ）… 第一巻 p608
河内 将芳（かわうち・まさよし）… 第一巻 p609
川勝 平太（かわかつ・へいた）… 第一巻 p610
河上 和雄（かわかみ・かずお）… 第一巻 p610
川上 和久（かわかみ・かずひさ）… 第一巻 p611
川上 健一（かわかみ・けんいち）… 第一巻 p611
川上 紳一（かわかみ・しんいち）… 第一巻 p611
川上 文代（かわかみ・ふみよ）… 第一巻 p612
川上 正夫（かわかみ・まさお）… 第一巻 p612
川喜多 喬（かわきた・たかし）… 第一巻 p612
川北 英隆（かわきた・ひでたか）… 第一巻 p613
川北 義則（かわきた・よしのり）… 第一巻 p614
川北 亮司（かわきた・りょうじ）… 第一巻 p614
川口 章（かわぐち・あきら）… 第一巻 p614
川口 健一（かわぐち・けんいち）… 第一巻 p615
川口 高風（かわぐち・こうふう）… 第一巻 p615
川口 有美子（かわぐち・ゆみこ）… 第一巻 p615
川越 憲治（かわごえ・けんじ）… 第一巻 p616
川崎 哲（かわさき・あきら）… 第一巻 p616
川崎 健（かわさき・つよし）… 第一巻 p616
川崎 洋（かわさき・ひろし）… 第一巻 p617
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川﨑 二三彦（かわさき・ふみひこ）… 第一巻 p617
川﨑 政司（かわさき・まさじ）… 第一巻 p618
川嶋 紘一郎（かわしま・こういちろう）… 第一巻 p618
川島 秀一（かわしま・しゅういち）… 第一巻 p619
川島 真（かわしま・しん）… 第一巻 p620
河島 英昭（かわしま・ひであき）… 第一巻 p620
川島 隆太（かわしま・りゅうた）… 第一巻 p621
河津 幸英（かわず・ゆきひで）… 第一巻 p621
河添 恵子（かわそえ・けいこ）… 第一巻 p621
川田 剛（かわだ・ごう）… 第一巻 p622
河田 直樹（かわた・なおき）… 第一巻 p622
川田 文子（かわだ・ふみこ）… 第一巻 p623
河田 恵昭（かわた・よしあき）… 第一巻 p623
川名 英之（かわな・ひでゆき）… 第一巻 p624
川成 洋（かわなり・よう）… 第一巻 p624
川西 哲也（かわにし・てつや）… 第一巻 p625
川西 政明（かわにし・まさあき）… 第一巻 p625
川野 里子（かわの・さとこ）… 第一巻 p625
川野 雅資（かわの・まさし）… 第一巻 p625
河野 裕子（かわの・ゆうこ）［本名］永田裕子（ながた・ゆうこ）… 第一巻 p626
川端 純四郎（かわばた・じゅんしろう）… 第一巻 p627
川畑 信也（かわばた・のぶや）… 第一巻 p627
川端 裕人（かわばた・ひろと）… 第一巻 p628
川端 康雄（かわばた・やすお）… 第一巻 p628
河原 一夫（かわはら・かずお）… 第一巻 p629
河原 達也（かわはら・たつや）… 第一巻 p629
川原 由佳里（かわはら・ゆかり）… 第一巻 p629
川渕 孝一（かわぶち・こういち）… 第一巻 p630
川淵 三郎（かわぶち・さぶろう）… 第一巻 p631
河村 寛治（かわむら・かんじ）… 第一巻 p631
河村 たかし（かわむら・たかし）… 第一巻 p631
川村 毅（かわむら・たけし）… 第一巻 p632
河村 哲夫（かわむら・てつお）… 第一巻 p632
川村 秀憲（かわむら・ひでのり）… 第一巻 p632
川村 湊（かわむら・みなと）… 第一巻 p633
川村 妙慶（かわむら・みょうけい）… 第一巻 p633
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川村 康文（かわむら・やすふみ）… 第一巻 p633
河本 一郎（かわもと・いちろう）… 第一巻 p634
川本 克也（かわもと・かつや）… 第一巻 p635
河本 毅（かわもと・たけし）… 第一巻 p635
河本 英夫（かわもと・ひでお）… 第一巻 p636
川元 祥一（かわもと・よしかず）… 第一巻 p637
河和 哲雄（かわわ・てつお）… 第一巻 p637
関 志雄（かん・しゆう）… 第一巻 p638
菅 孝行（かん・たかゆき）… 第一巻 p638
菅 民郎（かん・たみお）… 第一巻 p638
菅 直人（かん・なおと）… 第一巻 p638
神崎 仁（かんざき・じん）… 第一巻 p638
神崎 宣武（かんざき・のりたけ）… 第一巻 p639
観世 清和（かんぜ・きよかず）… 第一巻 p639
神田 清子（かんだ・きよこ）… 第一巻 p640
神田 隆（かんだ・たかし）… 第一巻 p641
閑田 徹志（かんだ・てつし）… 第一巻 p641
神田 秀樹（かんだ・ひでき）… 第一巻 p642
神田 嘉延（かんだ・よしのぶ）… 第一巻 p642
神田 善伸（かんだ・よしのぶ）… 第一巻 p642
菅野 昭正（かんの・あきまさ）… 第一巻 p643
菅野 覚明（かんの・かくみょう）… 第一巻 p644
菅野 博史（かんの・ひろし）… 第一巻 p644
神野 正博（かんの・まさひろ）… 第一巻 p644
神庭 重信（かんば・しげのぶ）… 第一巻 p645
神林 長平（かんばやし・ちょうへい）… 第一巻 p646
蒲原 豪雨（かんばら・ごおう）⇒蒲原宏（かんばら・ひろし）を見よ
蒲原 宏（かんばら・ひろし）［別名］蒲原ひろし（かんばら・ひろし）, 菅原裕（かんばら・ひろ
し）, 蒲原豪雨（かんばら・ごおう）… 第一巻 p646

【き】
木岡 一明（きおか・かずあき）… 第一巻 p646
菊田 幸一（きくた・こういち）… 第一巻 p647
きくち いま … 第一巻 p647
菊池 和子（きくち・かずこ）… 第一巻 p648
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菊地 臣一（きくち・しんいち）… 第一巻 p648
菊池 たけし（きくち・たけし）［本名］菊池武史（きくち・たけし）… 第一巻 p649
菊地 達夫（きくち・たつお）… 第一巻 p649
菊地 章太（きくち・のりたか）… 第一巻 p650
菊池 英博（きくち・ひでひろ）… 第一巻 p650
菊地 秀行（きくち・ひでゆき）… 第一巻 p651
菊池 誠（きくち・まこと）… 第一巻 p651
菊地 正俊（きくち・まさとし）… 第一巻 p651
菊池 嘉晃（きくち・よしあき）… 第一巻 p652
菊野 亨（きくの・とおる）… 第一巻 p652
菊原 智明（きくはら・ともあき）… 第一巻 p653
菊谷 寛之（きくや・ひろゆき）… 第一巻 p654
菊谷 正人（きくや・まさと）… 第一巻 p654
私市 保彦（きさいち・やすひこ）… 第一巻 p655
岸 朝子（きし・あさこ）… 第一巻 p655
岸 章治（きし・しょうじ）… 第一巻 p656
喜志 哲雄（きし・てつお）… 第一巻 p656
岸 宣仁（きし・のぶひと）… 第一巻 p657
岸 玲子（きし・れいこ）… 第一巻 p657
岸井 隆幸（きしい・たかゆき）… 第一巻 p658
岸上 伸啓（きしがみ・のぶひろ）… 第一巻 p659
岸田 秀（きしだ・しゅう）… 第一巻 p659
岸田 雅雄（きしだ・まさお）… 第一巻 p660
来嶋 靖生（きじま・やすお）… 第一巻 p660
岸見 一郎（きしみ・いちろう）… 第一巻 p661
岸本 和裕（きしもと・かずひろ）… 第一巻 p661
岸本 卓巳（きしもと・たくみ）… 第一巻 p661
岸本 尚毅（きしもと・なおき）… 第一巻 p662
岸本 葉子（きしもと・ようこ）… 第一巻 p662
喜多 明人（きた・あきと）… 第一巻 p663
木田 元（きだ・げん）… 第一巻 p664
木田 厚瑞（きだ・こうずい）… 第一巻 p664
北 重人（きた・しげと）［本名］渡辺重人（わたなべ・しげひと）… 第一巻 p664
紀田 順一郎（きだ・じゅんいちろう）［本名］佐藤俊（さとう・たかし）… 第一巻 p665
北 俊夫（きた・としお）… 第一巻 p665
北 杜夫（きた・もりお）［本名］斎藤宗吉（さいとう・そうきち）… 第一巻 p666
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北 康利（きた・やすとし）… 第一巻 p666
北井 弘（きたい・ひろし）… 第一巻 p666
北尾 トロ（きたお・とろ）… 第一巻 p667
北尾 倫彦（きたお・のりひこ）… 第一巻 p667
喜多尾 道冬（きたお・みちふゆ）… 第一巻 p667
北尾 吉孝（きたお・よしたか）… 第一巻 p667
北岡 大介（きたおか・だいすけ）… 第一巻 p668
北岡 俊明（きたおか・としあき）… 第一巻 p669
北岡 教英（きたおか・のりひで）… 第一巻 p669
北風 政史（きたかぜ・まさふみ）… 第一巻 p670
北方 謙三（きたかた・けんぞう）… 第一巻 p670
北川 悦吏子（きたがわ・えりこ）… 第一巻 p671
北川 太一（きたがわ・たいち）… 第一巻 p671
北川 透（きたがわ・とおる）［本名］磯貝満（いそがい・みつる）… 第一巻 p672
北川 フラム（きたがわ・ふらむ）… 第一巻 p672
北川 正恭（きたがわ・まさやす）… 第一巻 p673
北川 れい子（きたがわ・れいこ）… 第一巻 p673
北沢 宏一（きたざわ・こういち）… 第一巻 p673
北澤 将（きたざわ・しょう）… 第一巻 p674
北嶋 弘一（きたじま・こういち）… 第一巻 p674
喜多嶋 隆（きたじま・たかし）… 第一巻 p675
北島 敬之（きたじま・たかゆき）… 第一巻 p675
北嶋 廣敏（きたじま・ひろとし）… 第一巻 p676
木棚 照一（きだな・しょういち）… 第一巻 p676
木谷 明（きたに・あきら）… 第一巻 p677
木谷 宏（きたに・ひろし）… 第一巻 p677
北野 一（きたの・はじめ）… 第一巻 p678
北野 弘久（きたの・ひろひさ）… 第一巻 p678
北野 誠（きたの・まこと）… 第一巻 p679
北野 勇作（きたの・ゆうさく）… 第一巻 p679
北原 亞以子（きたはら・あいこ）［本名］高野美枝（たかの・よしえ）… 第一巻 p679
北原 照久（きたはら・てるひさ）… 第一巻 p679
北原 みのり（きたはら・みのり）… 第一巻 p679
きたみ あきこ … 第一巻 p680
北村 薫（きたむら・かおる）… 第一巻 p680
北村 庄吾（きたむら・しょうご）… 第一巻 p681
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北村 春幸（きたむら・はるゆき）… 第一巻 p681
北村 行伸（きたむら・ゆきのぶ）… 第一巻 p682
北森 鴻（きたもり・こう）［本名］新道研治（しんどう・けんじ）… 第一巻 p682
北山 悦史（きたやま・えつし）［本名］松永徹（まつなが・とおる）［別名］三山冽（みやま・れ
つ）… 第一巻 p683
橘川 武郎（きっかわ・たけお）… 第一巻 p683
吉川 武彦（きっかわ・たけひこ）… 第一巻 p683
吉川 徹（きっかわ・とおる）… 第一巻 p684
橘月 尚龍（きつき・しょうりゅう）［本名］中井克義（なかい・かつよし）… 第一巻 p685
城戸 朱理（きど・しゅり）… 第一巻 p685
鬼頭 宏（きとう・ひろし）… 第一巻 p685
木之下 晃（きのした・あきら）… 第一巻 p685
木下 栄蔵（きのした・えいぞう）… 第一巻 p686
木下 英臣（きのした・ひでおみ）… 第一巻 p686
木下 芳一（きのした・よしかず）… 第一巻 p687
木畑 洋一（きばた・よういち）… 第一巻 p687
木原 俊行（きはら・としゆき）… 第一巻 p688
木原 浩勝（きはら・ひろかつ）［本名］木原浩和（きはら・ひろかず）… 第一巻 p688
木原 武一（きはら・ぶいち）… 第一巻 p689
木全 晃（きまた・あきら）… 第一巻 p689
木俣 滋郎（きまた・じろう）… 第一巻 p689
君塚 正臣（きみずか・まさおみ）… 第一巻 p690
君塚 直隆（きみづか・なおたか）… 第一巻 p690
木南 莉莉（きみなみ・りり）… 第一巻 p691
金 時鐘（きむ・しじょん）… 第一巻 p691
木村 榮一（きむら・えいいち）… 第一巻 p692
木村 一夫（きむら・かずお）… 第一巻 p692
木村 勝美（きむら・かつみ）… 第一巻 p693
木村 健二郎（きむら・けんじろう）… 第一巻 p693
木村 玄次郎（きむら・げんじろう）… 第一巻 p693
木村 宏一（きむら・こういち）… 第一巻 p694
木村 耕太郎（きむら・こうたろう）… 第一巻 p694
木村 幸子（きむら・さちこ）… 第一巻 p695
木村 茂光（きむら・しげみつ）… 第一巻 p695
木村 大樹（きむら・だいじゅ）… 第一巻 p696
木村 琢磨（きむら・たくま）… 第一巻 p696
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木村 功（きむら・たくみ）… 第一巻 p697
木村 達也（きむら・たつや）… 第一巻 p697
木村 哲也（きむら・てつや）… 第一巻 p698
木村 元（きむら・はじめ）… 第一巻 p698
木村 英樹（きむら・ひでき）… 第一巻 p699
木村 英紀（きむら・ひでのり）… 第一巻 p699
木村 弘（きむら・ひろし）… 第一巻 p700
木村 汎（きむら・ひろし）… 第一巻 p700
木村 福成（きむら・ふくなり）… 第一巻 p700
木村 政昭（きむら・まさあき）… 第一巻 p701
木村 三浩（きむら・みつひろ）… 第一巻 p702
木村 理（きむら・わたる）… 第一巻 p702
木本 好信（きもと・よしのぶ）… 第一巻 p703
喜安 幸夫（きやす・ゆきお）… 第一巻 p704
木山 泰嗣（きやま・ひろつぐ）… 第一巻 p704
邱 永漢（きゅう・えいかん）［本名］丘永漢（きゅう・えいかん）… 第一巻 p704
許 光俊（きょ・みつとし）… 第一巻 p705
京極 夏彦（きょうごく・なつひこ）… 第一巻 p706
京須 偕充（きょうす・ともみつ）… 第一巻 p706
行場 次朗（ぎょうば・じろう）… 第一巻 p706
清川 妙（きよかわ・たえ）… 第一巻 p706
清成 忠男（きよなり・ただお）… 第一巻 p707
清原 康正（きよはら・やすまさ）… 第一巻 p707
桐野 作人（きりの・さくじん）… 第一巻 p707
桐山 靖雄（きりやま・せいゆう）… 第一巻 p707
金 哲彦（きん・てつひこ）… 第一巻 p707
キーン, ドナルド … 第一巻 p708
金 美齢（きん・びれい）… 第一巻 p708
金 文京（きん・ぶんきょう）… 第一巻 p708
金田一 春彦（きんだいち・はるひこ）… 第一巻 p709
金田一 秀穂（きんだいち・ひでほ）… 第一巻 p709

【く】
具 然和（ぐ・よんふぁ）… 第一巻 p709
久木留 毅（くきどめ・たけし）… 第一巻 p710

46

人名総目次

くまかい

日下 公人（くさか・きみんど）… 第一巻 p711
久坂部 羊（くさかべ・よう）… 第一巻 p711
草森 紳一（くさもり・しんいち）… 第一巻 p711
葛田 一雄（くずた・かずお）… 第一巻 p711
楠見 孝（くすみ・たかし）… 第一巻 p712
楠本 雅弘（くすもと・まさひろ）… 第一巻 p712
久世 光彦（くぜ・てるひこ）… 第一巻 p713
苦瀬 博仁（くせ・ひろひと）… 第一巻 p713
工藤 栄亮（くどう・えいすけ）… 第一巻 p714
宮藤 官九郎（くどう・かんくろう）… 第一巻 p714
工藤 律子（くどう・りつこ）… 第一巻 p715
久冨 善之（くどみ・よしゆき）… 第一巻 p715
国崎 信江（くにざき・のぶえ）… 第一巻 p716
國貞 克則（くにさだ・かつのり）… 第一巻 p716
國弘 正雄（くにひろ・まさお）… 第一巻 p716
国正 武重（くにまさ・たけしげ）… 第一巻 p717
功刀 浩（くぬぎ・ひろし）… 第一巻 p717
久原 正治（くはら・まさはる）… 第一巻 p718
久保 和幸（くぼ・かずゆき）… 第一巻 p718
久保 隆彦（くぼ・たかひこ）… 第一巻 p719
久保 俊一（くぼ・としかず）… 第一巻 p719
久保 文明（くぼ・ふみあき）… 第一巻 p720
窪島 誠一郎（くぼしま・せいいちろう）… 第一巻 p720
久保田 競（くぼた・きそう）… 第一巻 p721
久保田 淳（くぼた・じゅん）… 第一巻 p722
久保田 信（くぼた・しん）… 第一巻 p722
久保田 尚（くぼた・ひさし）… 第一巻 p723
久保田 裕子（くぼた・ひろこ）… 第一巻 p723
久保田 浩也（くぼた・ひろや）… 第一巻 p724
久保田 博幸（くぼた・ひろゆき）… 第一巻 p724
久保利 英明（くぼり・ひであき）… 第一巻 p725
隈 研吾（くま・けんご）… 第一巻 p725
熊井 明子（くまい・あきこ）［別名］桂明子（かつら・あきこ）… 第一巻 p725
熊王 征秀（くまおう・まさひで）… 第一巻 p726
熊谷 金道（くまがい・かねみち）… 第一巻 p726
熊谷 謙一（くまがい・けんいち）… 第一巻 p727
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熊谷 則一（くまがい・のりかず）… 第一巻 p727
熊谷 英樹（くまがい・ひでき）… 第一巻 p728
熊倉 功夫（くまくら・いさお）… 第一巻 p728
熊沢 誠（くまざわ・まこと）… 第一巻 p728
熊野 英生（くまの・ひでお）… 第一巻 p729
熊野 宏昭（くまの・ひろあき）… 第一巻 p729
久米 信行（くめ・のぶゆき）… 第一巻 p730
公文 敬（くもん・たかし）… 第一巻 p731
公文 昭夫（くもん・てるお）… 第一巻 p731
倉阪 鬼一郎（くらさか・きいちろう）［本名］倉阪直武（くらさか・なおたけ）… 第一巻 p732
倉阪 秀史（くらさか・ひでふみ）… 第一巻 p732
倉田 亮（くらた・あきら）… 第一巻 p733
倉田 なおみ（くらた・なおみ）… 第一巻 p733
倉田 真由美（くらた・まゆみ）… 第一巻 p734
倉智 博久（くらち・ひろひさ）… 第一巻 p734
倉都 康行（くらつ・やすゆき）… 第一巻 p735
倉恒 弘彦（くらつね・ひろひこ）… 第一巻 p735
倉橋 由美子（くらはし・ゆみこ）［本名］熊谷由美子（くまがい・ゆみこ）… 第一巻 p736
倉林 靖（くらばやし・やすし）… 第一巻 p736
倉本 聰（くらもと・そう）… 第一巻 p736
栗木 京子（くりき・きょうこ）… 第一巻 p736
栗木 契（くりき・けい）… 第一巻 p736
栗田 仁（くりた・じん）… 第一巻 p737
栗林 令子（くりばやし・れいこ）… 第一巻 p738
栗原 すみ子（くりはら・すみこ）［別名］新宿の母 … 第一巻 p738
栗原 毅（くりはら・たけし）… 第一巻 p738
栗原 裕（くりはら・ゆたか）… 第一巻 p739
栗本 薫（くりもと・かおる）［本名］今岡純代（いまおか・すみよ）［別名］中島梓（なかじま・
あずさ）… 第一巻 p739
栗山 尚一（くりやま・たかかず）… 第一巻 p740
久瑠 あさ美（くる・あさみ）… 第一巻 p740
呉 智英（くれ・ともふさ）［本名］新崎智（しんざき・さとし）… 第一巻 p740
暮沢 剛巳（くれさわ・たけみ）… 第一巻 p741
黒井 千次（くろい・せんじ）［本名］長部舜二郎（おさべ・しゅんじろう）… 第一巻 p741
黒岩 重吾（くろいわ・じゅうご）… 第一巻 p741
黒岩 徹（くろいわ・とおる）… 第一巻 p742

48

人名総目次

けんゆう

黒岩 比佐子（くろいわ・ひさこ）［本名］黒岩比佐子（くろいわ・ひさこ）… 第一巻 p742
黒鉄 ヒロシ（くろがね・ひろし）… 第一巻 p743
黒川 伊保子（くろかわ・いほこ）… 第一巻 p743
黒川 淳一（くろかわ・じゅんいち）… 第一巻 p743
黒川 創（くろかわ・そう）… 第一巻 p744
黒川 博行（くろかわ・ひろゆき）… 第一巻 p744
黒川 みどり（くろかわ・みどり）… 第一巻 p744
黒木 貞彦（くろき・さだひこ）… 第一巻 p745
黒古 一夫（くろこ・かずお）… 第一巻 p745
黒沢 賢一（くろさわ・けんいち）… 第一巻 p746
黒沢 宏（くろさわ・こう）… 第一巻 p746
黒沢 惟昭（くろさわ・のぶあき）… 第一巻 p747
黒田 恭一（くろだ・きょういち）［本名］黒田恭一（くろだ・きょういち）… 第一巻 p747
黒田 東彦（くろだ・はるひこ）… 第一巻 p747
黒田 日出男（くろだ・ひでお）… 第一巻 p747
黒田 寛一（くろだ・ひろかず）… 第一巻 p748
黒田 裕子（くろだ・ひろこ）… 第一巻 p748
黒田 基樹（くろだ・もとき）… 第一巻 p749
黒田 杏子（くろだ・ももこ）… 第一巻 p749
黒田 龍之助（くろだ・りゅうのすけ）… 第一巻 p750
黒沼 悦郎（くろぬま・えつろう）… 第一巻 p750
黒柳 徹子（くろやなぎ・てつこ）… 第一巻 p751
桑原 知之（くわばら・ともゆき）… 第一巻 p751
桑原 義彦（くわばら・よしひこ）… 第一巻 p751
郡司 健（ぐんじ・たけし）… 第一巻 p752

【け】
厳 善平（げん・ぜんへい）… 第一巻 p753
玄 秀盛（げん・ひでもり）… 第一巻 p753
権丈 善一（けんじょう・よしかず）… 第一巻 p753
検見﨑 聡美（けんみざき・さとみ）… 第一巻 p754
釼持 勉（けんもち・つとむ）… 第一巻 p754
玄侑 宗久（げんゆう・そうきゅう）… 第一巻 p754
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【こ】
高 史明（こ・さみょん）［本名］金天三 … 第二巻 p1
呉 清源（ご・せいげん）［本名］呉泉 … 第二巻 p1
小荒井 衛（こあらい・まもる）… 第二巻 p1
小嵐 九八郎（こあらし・くはちろう）［本名］工藤永人（くどう・ながと）… 第二巻 p2
小池 晃（こいけ・あきら）… 第二巻 p2
小池 一夫（こいけ・かずお）… 第二巻 p3
小池 滋（こいけ・しげる）… 第二巻 p3
小池 淳一（こいけ・じゅんいち）… 第二巻 p3
小池 敏範（こいけ・としのり）… 第二巻 p3
小池 直己（こいけ・なおみ）… 第二巻 p4
小池 光（こいけ・ひかる）［本名］小池比加児（こいけ・ひかる）… 第二巻 p4
小池 正明（こいけ・まさあき）… 第二巻 p5
小池 昌代（こいけ・まさよ）… 第二巻 p5
小池 真理子（こいけ・まりこ）… 第二巻 p5
小池 百合子（こいけ・ゆりこ）… 第二巻 p5
小池 龍之介（こいけ・りゅうのすけ）［別名］龍照（りゅうしょう）… 第二巻 p6
礫川 全次（こいしかわ・ぜんじ）… 第二巻 p6
小泉 和子（こいずみ・かずこ）… 第二巻 p7
小泉 十三（こいずみ・じゅうぞう）… 第二巻 p7
小泉 武栄（こいずみ・たけえい）… 第二巻 p8
小泉 悠（こいずみ・ゆう）… 第二巻 p8
小磯 修二（こいそ・しゅうじ）… 第二巻 p8
小井土 雄一（こいど・ゆういち）… 第二巻 p9
鯉渕 道紘（こいぶち・みちひろ）… 第二巻 p9
小岩井 隆（こいわい・たかし）… 第二巻 p10
孔 健（こう・けん）… 第二巻 p10
コウ ケンテツ … 第二巻 p11
高 信太郎（こう・しんたろう）［本名］高橋信夫（たかはし・のぶお）… 第二巻 p11
郷 仙太郎（ごう・せんたろう）⇒青山佾（あおやま・やすし）を見よ
鴻上 尚史（こうかみ・しょうじ）… 第二巻 p11
纐纈 厚（こうけつ・あつし）… 第二巻 p11
向後 千春（こうご・ちはる）… 第二巻 p12
神坂 次郎（こうさか・じろう）… 第二巻 p13
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香坂 玲（こうさか・りょう）… 第二巻 p13
神崎 洋治（こうざき・ようじ）… 第二巻 p13
光嶋 勲（こうしま・いさお）… 第二巻 p14
香月 日輪（こうずき・ひのわ）［本名］杉野史乃ぶ … 第二巻 p15
上月 正博（こうずき・まさひろ）… 第二巻 p15
興膳 宏（こうぜん・ひろし）… 第二巻 p15
合田 一道（ごうだ・いちどう）［本名］合田一道（ごうだ・かずみち）… 第二巻 p16
香田 登洋子（こうだ・とよこ）… 第二巻 p16
幸田 真音（こうだ・まいん）… 第二巻 p16
幸田 昌則（こうだ・まさのり）… 第二巻 p17
上滝 洋明（こうたき・ひろあき）… 第二巻 p17
神戸 万知（ごうど・まち）… 第二巻 p17
河野 順一（こうの・じゅんいち）… 第二巻 p18
河野 太郎（こうの・たろう）… 第二巻 p18
河野 哲也（こうの・てつや）… 第二巻 p18
紅野 敏郎（こうの・としろう）… 第二巻 p19
河野 万里子（こうの・まりこ）… 第二巻 p19
河野 元昭（こうの・もとあき）… 第二巻 p20
神野志 隆光（こうのし・たかみつ）… 第二巻 p20
鴻巣 友季子（こうのす・ゆきこ）… 第二巻 p20
郷原 信郎（ごうはら・のぶお）… 第二巻 p20
幸松 肇（こうまつ・はじめ）… 第二巻 p21
神山 潤（こうやま・じゅん）… 第二巻 p21
神山 典士（こうやま・のりお）… 第二巻 p21
高良 留美子（こうら・るみこ）［本名］竹内留美子（たけうち・るみこ）… 第二巻 p22
郡谷 大輔（こおりや・だいすけ）… 第二巻 p23
古賀 智敏（こが・ちとし）… 第二巻 p23
古賀 伸明（こが・のぶあき）… 第二巻 p24
古賀 元章（こが・もとあき）… 第二巻 p24
後閑 哲也（ごかん・てつや）… 第二巻 p25
國生 一彦（こくしょう・かずひこ）… 第二巻 p26
国分 良成（こくぶん・りょうせい）… 第二巻 p27
小久保 晴行（こくぼ・はるゆき）… 第二巻 p27
古倉 宗治（こくら・むねはる）… 第二巻 p27
木暮 正夫（こぐれ・まさお）… 第二巻 p28
小坂 樹徳（こさか・きのり）… 第二巻 p29
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小阪 憲司（こさか・けんじ）… 第二巻 p29
小坂 貴志（こさか・たかし）… 第二巻 p30
小阪 裕司（こさか・ゆうじ）… 第二巻 p30
越田 清和（こしだ・きよかず）… 第二巻 p31
小柴 昌俊（こしば・まさとし）… 第二巻 p31
小島 昭（こじま・あきら）… 第二巻 p32
小島 慶子（こじま・けいこ）… 第二巻 p32
小島 健（こじま・けん）… 第二巻 p33
小島 健輔（こじま・けんすけ）… 第二巻 p33
小島 茂（こじま・しげる）… 第二巻 p33
小島 正剛（こじま・せいごう）… 第二巻 p34
小島 貴子（こじま・たかこ）… 第二巻 p35
小島 卓弥（こじま・たくや）… 第二巻 p35
小島 紀徳（こじま・としのり）… 第二巻 p36
小島 朋之（こじま・ともゆき）… 第二巻 p37
小島 信夫（こじま・のぶお）… 第二巻 p37
小嶌 典明（こじま・のりあき）… 第二巻 p38
小島 ゆかり（こじま・ゆかり）… 第二巻 p38
児島 幸良（こじま・ゆきなが）… 第二巻 p38
小島 麗逸（こじま・れいいつ）… 第二巻 p39
輿水 肇（こしみず・はじめ）… 第二巻 p39
輿水 大和（こしみず・ひろやす）… 第二巻 p40
小尻 利治（こじり・としはる）… 第二巻 p40
小杉 健治（こすぎ・けんじ）… 第二巻 p41
小杉 泰（こすぎ・やすし）… 第二巻 p41
小杉 礼子（こすぎ・れいこ）… 第二巻 p42
小関 順二（こせき・じゅんじ）… 第二巻 p43
小関 智弘（こせき・ともひろ）… 第二巻 p43
古積 博（こせき・ひろし）… 第二巻 p44
小高 賢（こだか・けん）［本名］鷲尾賢也（わしお・けんや）… 第二巻 p44
小高 剛（こたか・つよし）… 第二巻 p45
小鷹 信光（こだか・のぶみつ）… 第二巻 p45
小立 敬（こだち・けい）… 第二巻 p45
木谷 恭介（こたに・きょうすけ）［本名］西村俊一（にしむら・しゅんいち）… 第二巻 p46
小谷 賢（こたに・けん）… 第二巻 p46
児玉 数夫（こだま・かずお）［別名］玉松徳夫（たままつ・とくお）… 第二巻 p47
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児玉 清（こだま・きよし）［本名］北川清（きたがわ・きよし）… 第二巻 p47
児玉 幸多（こだま・こうた）… 第二巻 p48
小玉 重夫（こだま・しげお）… 第二巻 p48
児玉 卓（こだま・たかし）… 第二巻 p48
小玉 武（こだま・たけし）… 第二巻 p49
児玉 光雄（こだま・みつお）… 第二巻 p49
古積 健三郎（こづみ・けんざぶろう）… 第二巻 p50
小寺 彰（こてら・あきら）… 第二巻 p50
後藤 昭（ごとう・あきら）… 第二巻 p51
後藤 治（ごとう・おさむ）… 第二巻 p51
後藤 和子（ごとう・かずこ）… 第二巻 p52
後藤 謙次（ごとう・けんじ）… 第二巻 p52
後藤 誠一（ごとう・せいいち）… 第二巻 p52
後藤 武士（ごとう・たけし）… 第二巻 p53
午堂 登紀雄（ごどう・ときお）… 第二巻 p53
後藤 仁志（ごとう・ひとし）… 第二巻 p54
後藤 博俊（ごとう・ひろとし）… 第二巻 p54
後藤 正治（ごとう・まさはる）… 第二巻 p55
後藤 康浩（ごとう・やすひろ）… 第二巻 p55
小中 陽太郎（こなか・ようたろう）… 第二巻 p55
小長谷 正明（こながや・まさあき）… 第二巻 p56
小西 敦（こにし・あつし）… 第二巻 p56
小西 砂千夫（こにし・さちお）… 第二巻 p57
小西 行郎（こにし・ゆくお）… 第二巻 p57
小沼 純一（こぬま・じゅんいち）… 第二巻 p58
小林 章夫（こばやし・あきお）… 第二巻 p58
小林 一夫（こばやし・かずお）… 第二巻 p59
小林 和男（こばやし・かずお）… 第二巻 p59
小林 和子（こばやし・かずこ）… 第二巻 p59
小林 カツ代（こばやし・かつよ）… 第二巻 p60
小林 幹児（こばやし・かんじ）［別名］小林多助（こばやし・たすけ）… 第二巻 p60
小林 寛道（こばやし・かんどう）… 第二巻 p60
小林 紀晴（こばやし・きせい）… 第二巻 p61
小林 公夫（こばやし・きみお）… 第二巻 p61
小林 恭二（こばやし・きょうじ）… 第二巻 p62
小林 潔司（こばやし・きよし）… 第二巻 p62

53

こはやし

人名総目次

小林 恭子（こばやし・ぎんこ）… 第二巻 p63
小林 謙一（こばやし・けんいち）… 第二巻 p63
小林 憲太郎（こばやし・けんたろう）… 第二巻 p64
小林 弘潤（こばやし・こうじゅん）… 第二巻 p64
小林 幸夫（こばやし・さちお）… 第二巻 p64
小林 覚（こばやし・さとる）… 第二巻 p65
小林 茂（こばやし・しげる）… 第二巻 p65
小林 祥泰（こばやし・しょうたい）… 第二巻 p65
小林 正観（こばやし・せいかん）… 第二巻 p66
小林 貴子（こばやし・たかこ）… 第二巻 p66
小林 隆志（こばやし・たかし）… 第二巻 p67
小林 剛（こばやし・たけし）… 第二巻 p67
小林 武（こばやし・たけし）… 第二巻 p68
小林 多助（こばやし・たすけ）⇒小林幹児（こばやし・かんじ）を見よ
小林 忠（こばやし・ただし）… 第二巻 p68
小林 千草（こばやし・ちぐさ）［別名］千草子（せん・そうこ）… 第二巻 p69
小林 司（こばやし・つかさ）… 第二巻 p70
小林 恒夫（こばやし・つねお）… 第二巻 p70
小林 照幸（こばやし・てるゆき）… 第二巻 p70
小林 朋子（こばやし・ともこ）… 第二巻 p71
小林 朋道（こばやし・ともみち）… 第二巻 p72
小林 信彦（こばやし・のぶひこ）… 第二巻 p72
小林 信也（こばやし・のぶや）… 第二巻 p73
小林 信之（こばやし・のぶゆき）… 第二巻 p73
小林 光（こばやし・ひかる）… 第二巻 p74
小林 裕和（こばやし・ひろかず）… 第二巻 p74
小林 宏（こばやし・ひろし）… 第二巻 p74
小林 浩（こばやし・ひろし）… 第二巻 p75
小林 広武（こばやし・ひろむ）… 第二巻 p75
小林 宏之（こばやし・ひろゆき）… 第二巻 p76
小林 弘幸（こばやし・ひろゆき）… 第二巻 p76
小林 真（こばやし・まこと）… 第二巻 p77
小林 正宏（こばやし・まさひろ）… 第二巻 p77
小林 雅之（こばやし・まさゆき）… 第二巻 p78
小林 磨寿美（こばやし・ますみ）… 第二巻 p78
小林 幹雄（こばやし・みきお）… 第二巻 p79
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小林 光恵（こばやし・みつえ）［本名］星野光恵（ほしの・みつえ）… 第二巻 p79
小林 充（こばやし・みつる）… 第二巻 p80
小林 祐一（こばやし・ゆういち）… 第二巻 p80
小林 幸夫（こばやし・ゆきお）… 第二巻 p80
小林 幸子（こばやし・ゆきこ）… 第二巻 p81
小林 よしのり（こばやし・よしのり）… 第二巻 p81
小林 隆児（こばやし・りゅうじ）… 第二巻 p81
小針 進（こはり・すすむ）… 第二巻 p82
小梁 吉章（こはり・よしあき）… 第二巻 p82
小藤 康夫（こふじ・やすお）… 第二巻 p83
小堀 桂一郎（こぼり・けいいちろう）［別名］三清庵（さんせいあん）
（歌人としての号）… 第
二巻 p83
駒井 武（こまい・たけし）… 第二巻 p84
小町谷 照彦（こまちや・てるひこ）… 第二巻 p85
小松 郁夫（こまつ・いくお）… 第二巻 p85
小松 和彦（こまつ・かずひこ）… 第二巻 p85
小松 左京（こまつ・さきょう）［本名］小松實（こまつ・みのる）… 第二巻 p86
小松 俊明（こまつ・としあき）… 第二巻 p86
小松 成美（こまつ・なるみ）… 第二巻 p87
小松 英雄（こまつ・ひでお）… 第二巻 p87
五味 太郎（ごみ・たろう）… 第二巻 p88
五味 文彦（ごみ・ふみひこ）… 第二巻 p88
五味 洋治（ごみ・ようじ）… 第二巻 p88
児美川 孝一郎（こみかわ・こういちろう）… 第二巻 p88
小峰 隆夫（こみね・たかお）… 第二巻 p89
小宮 一慶（こみや・かずよし）… 第二巻 p89
小宮 輝之（こみや・てるゆき）… 第二巻 p90
小宮 信夫（こみや・のぶお）… 第二巻 p90
小宮 文人（こみや・ふみと）… 第二巻 p91
小宮 正安（こみや・まさやす）… 第二巻 p92
小宮 美恵子（こみや・みえこ）… 第二巻 p92
小宮山 宏（こみやま・ひろし）… 第二巻 p93
小室 直樹（こむろ・なおき）… 第二巻 p93
小室 淑恵（こむろ・よしえ）… 第二巻 p94
米虫 節夫（こめむし・さだを）… 第二巻 p94
小森 栄治（こもり・えいじ）… 第二巻 p95
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こもり まさあき … 第二巻 p96
小森 陽一（こもり・よういち）… 第二巻 p96
古森 義久（こもり・よしひさ）… 第二巻 p96
古家 大祐（こや・だいすけ）… 第二巻 p97
子安 宣邦（こやす・のぶくに）… 第二巻 p97
子安 増生（こやす・ますお）… 第二巻 p98
小谷野 敦（こやの・あつし）… 第二巻 p99
小山 観翁（こやま・かんおう）［本名］小山昭元（こやま・てるもと）… 第二巻 p99
小山 薫堂（こやま・くんどう）… 第二巻 p99
小山 茂樹（こやま・しげき）… 第二巻 p100
小山 昇（こやま・のぼる）… 第二巻 p100
小山 秀夫（こやま・ひでお）… 第二巻 p101
小山 龍介（こやま・りゅうすけ）… 第二巻 p102
是枝 裕和（これえだ・ひろかず）… 第二巻 p102
是永 かな子（これなが・かなこ）… 第二巻 p102
小若 順一（こわか・じゅんいち）… 第二巻 p103
小和田 次郎（こわだ・じろー）⇒原寿雄（はら・としお）を見よ
今 明秀（こん・あきひで）… 第二巻 p104
近 雅博（こん・まさひろ）… 第二巻 p104
近藤 敦（こんどう・あつし）… 第二巻 p105
近藤 千雄（こんどう・かずお）… 第二巻 p105
近藤 克則（こんどう・かつのり）… 第二巻 p105
近藤 恵子（こんどう・けいこ）… 第二巻 p106
近藤 健児（こんどう・けんじ）… 第二巻 p106
近藤 剛（こんどう・ごう）… 第二巻 p107
近藤 哲（こんどう・さとし）… 第二巻 p107
近藤 淳（こんどう・じゅん）… 第二巻 p108
近藤 誠一（こんどう・せいいち）… 第二巻 p109
近藤 卓（こんどう・たく）… 第二巻 p109
近藤 裕（こんどう・ひろし）… 第二巻 p110
近藤 史恵（こんどう・ふみえ）… 第二巻 p110
近藤 靖史（こんどう・やすし）… 第二巻 p110
近藤 義雄（こんどう・よしお）… 第二巻 p111
権藤 芳一（ごんどう・よしかず）… 第二巻 p111
今野 寿美（こんの・すみ）［本名］三枝寿美（さえぐさ・すみ）… 第二巻 p112
今野 勉（こんの・つとむ）… 第二巻 p112
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近野 十志夫（こんの・としお）［本名］今野敏雄（いまの・としお）… 第二巻 p113
今野 敏（こんの・びん）… 第二巻 p113

【さ】
才木 弓加（さいき・ゆか）… 第二巻 p114
三枝 昂之（さいぐさ・たかゆき）… 第二巻 p114
西郷 竹彦（さいごう・たけひこ）… 第二巻 p114
西郷 信綱（さいごう・のぶつな）… 第二巻 p115
西条 勉（さいじょう・つとむ）［本名］小金勉（こがね・つとむ）… 第二巻 p115
西條 敏美（さいじょう・としみ）… 第二巻 p115
西條 長宏（さいじょう・ながひろ）［別名］JOE … 第二巻 p116
斎藤 昭彦（さいとう・あきひこ）… 第二巻 p117
斎藤 修（さいとう・おさむ）… 第二巻 p117
斎藤 栄（さいとう・さかえ）［本名］齊藤榮（さいとう・さかえ）… 第二巻 p118
斎藤 茂太（さいとう・しげた）… 第二巻 p118
斎藤 純（さいとう・じゅん）… 第二巻 p119
齋藤 淳（さいとう・じゅん）… 第二巻 p119
齋藤 愼爾（さいとう・しんじ）… 第二巻 p120
齋藤 孝（さいとう・たかし）… 第二巻 p120
斎藤 忠（さいとう・ただし）… 第二巻 p120
齋藤 勉（さいとう・つとむ）… 第二巻 p121
斎藤 成也（さいとう・なるや）… 第二巻 p121
斉藤 日出治（さいとう・ひではる）… 第二巻 p122
斉藤 弘子（さいとう・ひろこ）［本名］一柳弘子（いちやなぎ・ひろこ）… 第二巻 p122
斉藤 誠（さいとう・まこと）… 第二巻 p123
斎藤 益子（さいとう・ますこ）［本名］齋藤益子（さいとう・ますこ）… 第二巻 p123
斎藤 希史（さいとう・まれし）… 第二巻 p124
斎藤 道雄（さいとう・みちお）… 第二巻 p125
斎藤 美奈子（さいとう・みなこ）… 第二巻 p125
斎藤 由香（さいとう・ゆか）… 第二巻 p125
斎藤 兆史（さいとう・よしふみ）… 第二巻 p126
西原 理恵子（さいばら・りえこ）… 第二巻 p126
柴門 ふみ（さいもん・ふみ）… 第二巻 p126
佐江 衆一（さえ・しゅういち）［本名］柿沼利招（かきぬま・としあき）… 第二巻 p126
佐伯 一麦（さえき・かずみ）… 第二巻 p127
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佐伯 裕子（さえき・ゆうこ）… 第二巻 p127
佐伯 胖（さえき・ゆたか）… 第二巻 p128
早乙女 勝元（さおとめ・かつもと）… 第二巻 p128
早乙女 喜栄子（さおとめ・きえこ）… 第二巻 p129
早乙女 貢（さおとめ・みつぐ）［本名］鐘ケ江秀吉（かねがえ・ひでよし）… 第二巻 p129
坂 志朗（さか・しろう）… 第二巻 p130
酒井 啓子（さかい・けいこ）… 第二巻 p131
坂井 公（さかい・こう）… 第二巻 p131
坂井 修一（さかい・しゅういち）… 第二巻 p131
酒井 順哉（さかい・じゅんや）… 第二巻 p132
境 新一（さかい・しんいち）… 第二巻 p132
酒井 健（さかい・たけし）… 第二巻 p133
坂井 丈泰（さかい・たけやす）… 第二巻 p134
酒井 忠康（さかい・ただやす）… 第二巻 p134
坂井 建雄（さかい・たつお）… 第二巻 p135
坂井 信之（さかい・のぶゆき）… 第二巻 p135
酒井 英樹（さかい・ひでき）… 第二巻 p136
酒井 正敬（さかい・まさゆき）… 第二巻 p136
酒井 雄哉（さかい・ゆうさい）… 第二巻 p137
境野 米子（さかいの・こめこ）… 第二巻 p138
堺屋 太一（さかいや・たいち）… 第二巻 p138
栄 誠（さかえ・まこと）⇒牛島栄（うしじま・さかえ）を見よ
坂川 山輝夫（さかがわ・さきお）… 第二巻 p138
榊田 みどり（さかきだ・みどり）… 第二巻 p138
榊原 英資（さかきばら・えいすけ）… 第二巻 p139
榊原 禎宏（さかきばら・よしひろ）… 第二巻 p139
坂口 泉（さかぐち・いずみ）… 第二巻 p140
坂口 孝則（さかぐち・たかのり）… 第二巻 p140
坂口 義弘（さかぐち・よしひろ）… 第二巻 p141
坂崎 重盛（さかざき・しげもり）… 第二巻 p141
坂田 仰（さかた・たかし）… 第二巻 p142
坂田 隆（さかた・たかし）… 第二巻 p142
坂田 宏（さかた・ひろし）… 第二巻 p143
阪根 健二（さかね・けんじ）… 第二巻 p143
坂部 恵（さかべ・めぐみ）… 第二巻 p144
酒巻 貞夫（さかまき・さだお）… 第二巻 p144
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酒巻 匡（さかまき・ただし）… 第二巻 p145
坂村 健（さかむら・けん）… 第二巻 p145
坂元 章（さかもと・あきら）… 第二巻 p145
坂本 穆彦（さかもと・あつひこ）… 第二巻 p146
坂本 和彦（さかもと・かずひこ）… 第二巻 p146
坂本 純一（さかもと・じゅんいち）… 第二巻 p147
坂本 慎一（さかもと・しんいち）… 第二巻 p147
坂本 真士（さかもと・しんじ）… 第二巻 p148
坂本 泰二（さかもと・たいじ）… 第二巻 p149
坂本 卓（さかもと・たかし）… 第二巻 p149
坂本 哲也（さかもと・てつや）… 第二巻 p149
坂本 敏夫（さかもと・としお）… 第二巻 p150
坂本 廣子（さかもと・ひろこ）… 第二巻 p150
坂本 政道（さかもと・まさみち）… 第二巻 p151
坂本 衛（さかもと・まもる）… 第二巻 p151
坂本 雄三（さかもと・ゆうぞう）… 第二巻 p151
坂本 義和（さかもと・よしかず）… 第二巻 p152
酒寄 進一（さかより・しんいち）… 第二巻 p152
坂和 章平（さかわ・しょうへい）… 第二巻 p152
佐川 光晴（さがわ・みつはる）… 第二巻 p153
佐木 隆三（さき・りゅうぞう）… 第二巻 p153
鷺沢 萠（さぎさわ・めぐむ）［本名］松尾めぐみ（まつお・めぐみ）… 第二巻 p153
佐久間 修（さくま・おさむ）… 第二巻 p154
佐久間 弘（さくま・ひろし）⇒柴山健太郎（しばやま・けんたろう）を見よ
佐久間 裕幸（さくま・ひろゆき）… 第二巻 p154
桜井 淳（さくらい・きよし）… 第二巻 p154
桜井 邦朋（さくらい・くにとも）… 第二巻 p155
桜井 進（さくらい・すすむ）… 第二巻 p155
桜井 雅彦（さくらい・まさひこ）… 第二巻 p156
櫻井 幸雄（さくらい・ゆきお）… 第二巻 p157
櫻井 よしこ（さくらい・よしこ）… 第二巻 p157
櫻井 良樹（さくらい・りょうじゅ）… 第二巻 p157
佐古 猛（さこ・たけし）… 第二巻 p158
左合 治彦（さごう・はるひこ）… 第二巻 p158
左近允 尚敏（さこんじょう・なおとし）… 第二巻 p159
笹尾 勤（ささお・つとむ）… 第二巻 p159
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笹岡 秀一（ささおか・ひでいち）… 第二巻 p160
佐々木 薫（ささき・かおる）… 第二巻 p160
佐々木 紀一（ささき・きいち）… 第二巻 p161
佐々木 隆（ささき・たかし）… 第二巻 p161
佐々木 司（ささき・つかさ）… 第二巻 p162
佐々木 常夫（ささき・つねお）… 第二巻 p162
佐々木 直樹（ささき・なおき）… 第二巻 p163
佐々木 信夫（ささき・のぶお）… 第二巻 p163
佐々木 央（ささき・ひさし）… 第二巻 p164
佐々木 正人（ささき・まさと）… 第二巻 p164
佐々木 丸美（ささき・まるみ）… 第二巻 p165
佐々木 幹郎（ささき・みきろう）… 第二巻 p165
佐佐木 幸綱（ささき・ゆきつな）… 第二巻 p165
佐々木 譲（ささき・ゆずる）… 第二巻 p166
佐々木 由美子（ささき・ゆみこ）… 第二巻 p166
佐々木 良一（ささき・りょういち）… 第二巻 p166
笹島 芳雄（ささじま・よしお）… 第二巻 p167
笹原 宏之（ささはら・ひろゆき）… 第二巻 p167
笹本 稜平（ささもと・りょうへい）… 第二巻 p167
笹森 清（ささもり・きよし）… 第二巻 p168
笹山 尚人（ささやま・なおと）… 第二巻 p168
佐瀬 昌盛（させ・まさもり）… 第二巻 p169
佐相 憲一（さそう・けんいち）… 第二巻 p169
さだ まさし … 第二巻 p170
佐高 信（さたか・まこと）… 第二巻 p170
定方 晟（さだかた・あきら）… 第二巻 p170
佐竹 弘靖（さたけ・ひろやす）… 第二巻 p171
定延 利之（さだのぶ・としゆき）… 第二巻 p171
作花 文雄（さっか・ふみお）… 第二巻 p171
佐々 淳行（さっさ・あつゆき）… 第二巻 p172
佐藤 章（さとう・あきら）… 第二巻 p173
佐藤 栄作（さとう・えいさく）… 第二巻 p173
佐藤 英明（さとう・えいめい）… 第二巻 p173
佐藤 恵美（さとう・えみ）［本名］島袋恵美（しまぶくろ・えみ）… 第二巻 p174
佐藤 薫（さとう・かおる）… 第二巻 p175
佐藤 可士和（さとう・かしわ）… 第二巻 p175
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佐藤 一明（さとう・かずあき）… 第二巻 p176
佐藤 和明（さとう・かずあき）… 第二巻 p176
佐藤 和彦（さとう・かずひこ）… 第二巻 p177
佐藤 和彦（さとう・かずひこ）… 第二巻 p177
佐藤 勝人（さとう・かつひと）… 第二巻 p177
佐藤 勝巳（さとう・かつみ）… 第二巻 p178
佐藤 香代（さとう・かよ）… 第二巻 p179
佐藤 久美子（さとう・くみこ）… 第二巻 p179
佐藤 健一（さとう・けんいち）… 第二巻 p180
佐藤 賢一（さとう・けんいち）… 第二巻 p180
佐藤 公治（さとう・こうじ）… 第二巻 p181
佐藤 宏介（さとう・こうすけ）… 第二巻 p181
佐藤 さとる（さとう・さとる）… 第二巻 p182
佐藤 衆介（さとう・しゅうすけ）… 第二巻 p182
佐藤 純（さとう・じゅん）… 第二巻 p182
佐藤 俊一（さとう・しゅんいち）… 第二巻 p183
佐藤 彰一（さとう・しょういち）… 第二巻 p183
佐藤 真（さとう・しん）… 第二巻 p184
佐藤 信祐（さとう・しんすけ）… 第二巻 p185
佐藤 進（さとう・すすむ）… 第二巻 p185
佐藤 隆夫（さとう・たかお）… 第二巻 p186
佐藤 孝之（さとう・たかゆき）… 第二巻 p186
佐藤 拓（さとう・たく）… 第二巻 p186
佐藤 卓己（さとう・たくみ）… 第二巻 p187
佐藤 武（さとう・たけし）… 第二巻 p187
佐藤 忠男（さとう・ただお）［本名］飯利忠男（いいり・ただお）… 第二巻 p188
佐藤 達哉（さとう・たつや）… 第二巻 p189
佐藤 次高（さとう・つぎたか）… 第二巻 p189
佐藤 勤（さとう・つとむ）… 第二巻 p190
佐藤 努（さとう・つとむ）… 第二巻 p190
佐藤 恒雄（さとう・つねお）… 第二巻 p191
佐藤 伝（さとう・でん）… 第二巻 p191
佐藤 徹（さとう・とおる）… 第二巻 p192
佐藤 俊樹（さとう・としき）… 第二巻 p192
佐藤 俊彦（さとう・としひこ）… 第二巻 p193
佐藤 利彦（さとう・としひこ）… 第二巻 p193
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佐藤 富雄（さとう・とみお）… 第二巻 p194
佐藤 直樹（さとう・なおき）… 第二巻 p195
佐藤 直樹（さとう・なおき）… 第二巻 p195
佐藤 信彦（さとう・のぶひこ）… 第二巻 p196
佐藤 信正（さとう・のぶまさ）［別名］ﬁnalvent（ふぁいなるべんと）… 第二巻 p196
佐藤 信之（さとう・のぶゆき）… 第二巻 p197
佐藤 晴雄（さとう・はるお）… 第二巻 p198
佐藤 英明（さとう・ひであき）… 第二巻 p198
佐藤 秀明（さとう・ひであき）… 第二巻 p199
佐藤 弘夫（さとう・ひろお）… 第二巻 p199
佐藤 博樹（さとう・ひろき）… 第二巻 p200
佐藤 寛子（さとう・ひろこ）… 第二巻 p200
佐藤 寛（さとう・ひろし）… 第二巻 p201
佐藤 裕（さとう・ひろし）… 第二巻 p201
佐藤 弘康（さとう・ひろやす）… 第二巻 p202
佐藤 宏之（さとう・ひろゆき）… 第二巻 p202
佐藤 宏之（さとう・ひろゆき）… 第二巻 p203
佐藤 文男（さとう・ふみお）… 第二巻 p203
佐藤 文隆（さとう・ふみたか）… 第二巻 p204
佐藤 史人（さとう・ふみと）… 第二巻 p204
佐藤 正明（さとう・まさあき）… 第二巻 p205
佐藤 正明（さとう・まさあき）… 第二巻 p206
佐藤 正樹（さとう・まさき）… 第二巻 p206
佐藤 正寿（さとう・まさとし）… 第二巻 p206
佐藤 正久（さとう・まさひさ）… 第二巻 p207
佐藤 昌弘（さとう・まさひろ）… 第二巻 p207
佐藤 政美（さとう・まさみ）… 第二巻 p207
佐藤 優（さとう・まさる）… 第二巻 p208
佐藤 学（さとう・まなぶ）… 第二巻 p208
佐藤 守（さとう・まもる）… 第二巻 p209
佐藤 美穂子（さとう・みほこ）… 第二巻 p209
さとう めぐみ … 第二巻 p210
佐藤 泰正（さとう・やすまさ）… 第二巻 p210
佐藤 康光（さとう・やすみつ）… 第二巻 p211
佐藤 裕弥（さとう・ゆうや）… 第二巻 p211
佐藤 ゆかり（さとう・ゆかり）… 第二巻 p212
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佐藤 豊（さとう・ゆたか）… 第二巻 p212
佐藤 洋一（さとう・よういち）… 第二巻 p213
佐藤 洋二郎（さとう・ようじろう）… 第二巻 p213
佐藤 良明（さとう・よしあき）… 第二巻 p214
佐藤 淑子（さとう・よしこ）… 第二巻 p214
里中 満智子（さとなか・まちこ）… 第二巻 p215
里見 脩（さとみ・しゅう）… 第二巻 p215
真田 幸光（さなだ・ゆきみつ）… 第二巻 p215
佐貫 浩（さぬき・ひろし）… 第二巻 p216
佐野 眞一（さの・しんいち）… 第二巻 p216
佐野 千絵（さの・ちえ）… 第二巻 p217
佐野 寛（さの・ひろし）… 第二巻 p217
佐野 誠（さの・まこと）… 第二巻 p218
佐野 正弘（さの・まさひろ）… 第二巻 p218
佐野 洋（さの・よう）［本名］丸山一郎（まるやま・いちろう）… 第二巻 p219
佐野 洋子（さの・ようこ）… 第二巻 p219
座間 信作（ざま・しんさく）… 第二巻 p219
左巻 健男（さまき・たけお）… 第二巻 p220
鮫島 浩（さめしま・ひろし）… 第二巻 p220
佐山 和夫（さやま・かずお）… 第二巻 p221
沢 勲（さわ・いさお）… 第二巻 p221
澤 喜司郎（さわ・きしろう）… 第二巻 p222
佐和 隆光（さわ・たかみつ）… 第二巻 p222
澤井 繁男（さわい・しげお）［本名］澤井茂夫（さわい・しげお）… 第二巻 p223
沢井 実（さわい・みのる）… 第二巻 p223
澤上 篤人（さわかみ・あつと）… 第二巻 p224
沢木 耕太郎（さわき・こうたろう）… 第二巻 p224
澤嶋 優（さわしま・ゆう）⇒林望（はやし・のぞむ）を見よ
澤田 賢治（さわだ・けんじ）… 第二巻 p224
澤田 隆治（さわだ・たかはる）… 第二巻 p225
澤田 哲生（さわだ・てつお）… 第二巻 p225
沢田 秀雄（さわだ・ひでお）… 第二巻 p226
沢田 博（さわだ・ひろし）… 第二巻 p226
澤地 久枝（さわち・ひさえ）… 第二巻 p227
澤宮 優（さわみや・ゆう）［本名］澤宮優（さわみや・まさる）… 第二巻 p227
三宮 麻由子（さんのみや・まゆこ）［本名］馬場麻由子（ばば・まゆこ）… 第二巻 p227
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【し】
志位 和夫（しい・かずお）… 第二巻 p228
椎塚 久雄（しいづか・ひさお）… 第二巻 p228
椎名 誠（しいな・まこと）… 第二巻 p229
塩川 伸明（しおかわ・のぶあき）… 第二巻 p229
塩崎 勤（しおざき・つとむ）… 第二巻 p230
塩澤 実信（しおざわ・みのぶ）… 第二巻 p230
塩沢 幸登（しおざわ・ゆきと）［別名］塩澤幸登（しおざわ・ゆきと）… 第二巻 p231
塩田 潮（しおた・うしお）… 第二巻 p231
塩月 弥栄子（しおつき・やえこ）… 第二巻 p232
潮凪 洋介（しおなぎ・ようすけ）… 第二巻 p232
塩野 七生（しおの・ななみ）… 第二巻 p233
塩野 米松（しおの・よねまつ）… 第二巻 p233
塩原 俊彦（しおばら・としひこ）… 第二巻 p233
塩原 等（しおはら・ひとし）… 第二巻 p233
汐見 稔幸（しおみ・としゆき）… 第二巻 p233
塩見 昇（しおみ・のぼる）… 第二巻 p234
志賀 櫻（しが・さくら）… 第二巻 p234
鹿園 直建（しかぞの・なおたつ）… 第二巻 p235
信楽 峻麿（しがらき・たかまろ）… 第二巻 p236
繁田 信一（しげた・しんいち）… 第二巻 p236
繁田 雅弘（しげた・まさひろ）… 第二巻 p237
宍戸 常寿（ししど・じょうじ）… 第二巻 p237
宍戸 善一（ししど・ぜんいち）… 第二巻 p237
宍戸 健夫（ししど・たけお）… 第二巻 p238
雫石 泉（しずくいし・いずみ）⇒千石涼太郎（せんごく・りょうたろう）を見よ
始関 正光（しせき・まさみつ）… 第二巻 p239
七字 英輔（しちじ・えいすけ）［別名］悉知亮輔（しっち・りょうすけ）… 第二巻 p239
七田 眞（しちだ・まこと）… 第二巻 p240
七戸 克彦（しちのへ・かつひこ）… 第二巻 p240
実川 元子（じつかわ・もとこ）… 第二巻 p240
悉知 亮輔（しっち・りょうすけ）⇒七字英輔（しちじ・えいすけ）を見よ
品川 克己（しながわ・かつみ）… 第二巻 p240
品川 正治（しながわ・まさじ）… 第二巻 p241
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品川 裕香（しながわ・ゆか）… 第二巻 p241
品川 芳宣（しながわ・よしのぶ）… 第二巻 p242
篠 弘（しの・ひろし）… 第二巻 p243
篠崎 幸弘（しのざき・ゆきひろ）… 第二巻 p243
篠沢 秀夫（しのざわ・ひでお）… 第二巻 p244
篠田 浩一（しのだ・こういち）… 第二巻 p245
篠田 英朗（しのだ・ひであき）… 第二巻 p245
篠田 博之（しのだ・ひろゆき）… 第二巻 p245
篠原 清昭（しのはら・きよあき）… 第二巻 p245
篠原 幸人（しのはら・ゆきと）… 第二巻 p246
篠原 佳年（しのはら・よしとし）… 第二巻 p247
柴 健次（しば・けんじ）… 第二巻 p247
芝 哲夫（しば・てつお）… 第二巻 p248
柴尾 学（しばお・まなぶ）… 第二巻 p248
柴崎 友香（しばさき・ともか）… 第二巻 p249
柴崎 直人（しばざき・なおと）… 第二巻 p249
柴崎 亮介（しばさき・りょうすけ）… 第二巻 p250
柴田 明夫（しばた・あきお）… 第二巻 p250
柴田 翔（しばた・しょう）… 第二巻 p251
柴田 武（しばた・たけし）… 第二巻 p251
柴田 鉄治（しばた・てつじ）… 第二巻 p252
柴田 哲孝（しばた・てつたか）… 第二巻 p252
芝田 英昭（しばた・ひであき）… 第二巻 p252
柴田 光蔵（しばた・みつぞう）… 第二巻 p253
柴田 元幸（しばた・もとゆき）… 第二巻 p253
柴田 義松（しばた・よしまつ）… 第二巻 p254
柴辻 俊六（しばつじ・しゅんろく）… 第二巻 p254
柴山 健太郎（しばやま・けんたろう）［別名］佐久間弘（さくま・ひろし）… 第二巻 p255
柴山 政行（しばやま・まさゆき）… 第二巻 p255
渋井 哲也（しぶい・てつや）… 第二巻 p256
渋井 真帆（しぶい・まほ）… 第二巻 p256
渋谷 秀樹（しぶたに・ひでき）… 第二巻 p257
渋谷 昌三（しぶや・しょうぞう）… 第二巻 p257
渋谷 達紀（しぶや・たつき）… 第二巻 p258
島 悟（しま・さとる）… 第二巻 p258
嶌 信彦（しま・のぶひこ）… 第二巻 p259
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島 善高（しま・よしたか）… 第二巻 p259
嶋岡 晨（しまおか・しん）［本名］嶋岡晨（しまおか・あきら）… 第二巻 p259
嶋﨑 政男（しまざき・まさお）… 第二巻 p260
島津 忠夫（しまず・ただお）… 第二巻 p260
嶋津 良智（しまず・よしのり）… 第二巻 p261
島薗 進（しまぞの・すすむ）… 第二巻 p261
島田 和幸（しまだ・かずゆき）… 第二巻 p262
島田 邦男（しまだ・くにお）… 第二巻 p262
島田 邦雄（しまだ・くにお）… 第二巻 p263
嶌田 聡（しまだ・さとし）… 第二巻 p264
島田 修三（しまだ・しゅうぞう）… 第二巻 p264
島田 聡一郎（しまだ・そういちろう）… 第二巻 p265
島田 荘司（しまだ・そうじ）… 第二巻 p265
島田 達巳（しまだ・たつみ）… 第二巻 p265
島田 晴雄（しまだ・はるお）… 第二巻 p266
島田 正夫（しまだ・まさお）… 第二巻 p266
島田 雅彦（しまだ・まさひこ）… 第二巻 p267
嶋田 洋一（しまだ・よういち）… 第二巻 p267
嶋中 雄二（しまなか・ゆうじ）… 第二巻 p267
島村 徹也（しまむら・てつや）… 第二巻 p267
島村 菜津（しまむら・なつ）… 第二巻 p268
島村 洋子（しまむら・ようこ）… 第二巻 p268
島本 和明（しまもと・かずあき）… 第二巻 p268
清水 晃（しみず・あきら）… 第二巻 p268
清水 勲（しみず・いさお）… 第二巻 p269
清水 一行（しみず・いっこう）［本名］清水和幸（しみず・かずゆき）… 第二巻 p269
清水 香（しみず・かおり）… 第二巻 p269
清水 克彦（しみず・かつひこ）… 第二巻 p270
清水 健（しみず・けん）… 第二巻 p270
清水 元（しみず・げん）… 第二巻 p271
清水 建二（しみず・けんじ）… 第二巻 p272
清水 草一（しみず・そういち）… 第二巻 p272
清水 達也（しみず・たつや）… 第二巻 p272
清水 徹（しみず・とおる）… 第二巻 p273
清水 透（しみず・とおる）… 第二巻 p273
清水 俊明（しみず・としあき）… 第二巻 p274
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清水 俊彦（しみず・としひこ）… 第二巻 p275
清水 昇（しみず・のぼる）… 第二巻 p275
清水 裕子（しみず・ひろこ）… 第二巻 p275
志水 廣（しみず・ひろし）… 第二巻 p276
清水 宏（しみず・ひろし）… 第二巻 p276
清水 誠（しみず・まこと）… 第二巻 p277
清水 誠（しみず・まこと）… 第二巻 p277
清水 眞砂子（しみず・まさこ）… 第二巻 p278
清水 雅彦（しみず・まさひこ）… 第二巻 p278
清水 正博（しみず・まさひろ）… 第二巻 p279
清水 將之（しみず・まさゆき）… 第二巻 p279
清水 学（しみず・まなぶ）… 第二巻 p280
清水 ミチコ（しみず・みちこ）… 第二巻 p281
清水 満（しみず・みつる）… 第二巻 p281
清水 義和（しみず・よしかず）… 第二巻 p282
清水 美和（しみず・よしかず）… 第二巻 p282
清水 義範（しみず・よしのり）… 第二巻 p283
清水 良典（しみず・よしのり）… 第二巻 p283
志村 有弘（しむら・くにひろ）… 第二巻 p284
志村 ふくみ（しむら・ふくみ）… 第二巻 p284
志村 史夫（しむら・ふみお）… 第二巻 p285
志村 満（しむら・みつる）… 第二巻 p285
下 ヨシ子（しも・よしこ）… 第二巻 p285
下川 裕治（しもかわ・ゆうじ）… 第二巻 p286
下定 雅弘（しもさだ・まさひろ）… 第二巻 p286
下重 暁子（しもじゅう・あきこ）… 第二巻 p286
下園 壮太（しもぞの・そうた）… 第二巻 p287
志茂田 景樹（しもだ・かげき）… 第二巻 p287
下田 直子（しもだ・なおこ）… 第二巻 p287
下斗米 伸夫（しもとまい・のぶお）… 第二巻 p288
下平尾 勲（しもひらお・いさお）… 第二巻 p288
下村 昇（しもむら・のぼる）… 第二巻 p289
下村 博文（しもむら・はくぶん）… 第二巻 p289
下山 智恵子（しもやま・ちえこ）… 第二巻 p289
下山 直人（しもやま・なおひと）… 第二巻 p290
謝 憲文（しゃ・けんぶん）… 第二巻 p290
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釈 徹宗（しゃく・てっしゅう）［本名］釋徹宗（しゃく・てっしゅう）… 第二巻 p291
生源寺 眞一（しょうげんじ・しんいち）… 第二巻 p291
東海林 さだお（しょうじ・さだお）… 第二巻 p292
庄司 順一（しょうじ・じゅんいち）… 第二巻 p292
庄司 太郎（しょうじ・たろう）… 第二巻 p292
庄司 昌彦（しょうじ・まさひこ）… 第二巻 p293
小路 幸也（しょうじ・ゆきや）… 第二巻 p293
庄司 良（しょうじ・りょう）… 第二巻 p294
生島 浩（しょうじま・ひろし）… 第二巻 p294
正津 勉（しょうず・べん）… 第二巻 p295
庄野 潤三（しょうの・じゅんぞう）… 第二巻 p295
笙野 頼子（しょうの・よりこ）… 第二巻 p295
所司 和晴（しょし・かずはる）… 第二巻 p295
白井 宏（しらい・ひろし）… 第二巻 p296
白井 良明（しらい・よしあき）… 第二巻 p296
白石 一郎（しらいし・いちろう）… 第二巻 p297
白石 淳（しらいし・じゅん）… 第二巻 p297
白石 範孝（しらいし・のりたか）… 第二巻 p298
白潟 敏朗（しらがた・としろう）… 第二巻 p298
白川 静（しらかわ・しずか）… 第二巻 p299
白川 道（しらかわ・とおる）… 第二巻 p300
白川 浩道（しらかわ・ひろみち）… 第二巻 p300
白倉 敬彦（しらくら・よしひこ）… 第二巻 p300
白土 英成（しらと・ひでなり）… 第二巻 p301
白鳥 敬（しらとり・けい）… 第二巻 p301
白幡 洋三郎（しらはた・ようざぶろう）… 第二巻 p301
白峰 旬（しらみね・じゅん）… 第二巻 p302
しりあがり 寿（しりあがり・ことぶき）… 第二巻 p303
代田 佳子（しろた・よしこ）… 第二巻 p303
城山 三郎（しろやま・さぶろう）［本名］杉浦英一（すぎうら・えいいち）… 第二巻 p303
城山 英巳（しろやま・ひでみ）… 第二巻 p304
沈 才彬（しん・さいひん）… 第二巻 p304
新 弘江（しん・ひろえ）… 第二巻 p305
金 明哲（じん・みんずお）… 第二巻 p305
新宮 一成（しんぐう・かずしげ）… 第二巻 p306
神宮 輝夫（じんぐう・てるお）… 第二巻 p306
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新宮 文明（しんぐう・ふみあき）… 第二巻 p307
陣田 泰子（じんだ・やすこ）… 第二巻 p307
新藤 兼人（しんどう・かねと）［本名］新藤兼登（しんどう・かねと）… 第二巻 p308
新堂 冬樹（しんどう・ふゆき）… 第二巻 p308
新藤 宗幸（しんどう・むねゆき）… 第二巻 p308
新中 新二（しんなか・しんじ）… 第二巻 p309
新野 剛志（しんの・たけし）… 第二巻 p310
神野 直彦（じんの・なおひこ）… 第二巻 p310
新船 海三郎（しんふね・かいさぶろう）… 第二巻 p310
新保 祐司（しんぽ・ゆうじ）… 第二巻 p311
新村 秀一（しんむら・しゅういち）… 第二巻 p311
新谷 弘実（しんや・ひろみ）… 第二巻 p312

【す】
末木 文美士（すえき・ふみひこ）… 第二巻 p312
末国 善己（すえくに・よしみ）… 第二巻 p313
末沢 豪謙（すえざわ・ひでのり）［本名］末澤豪謙 … 第二巻 p313
末次 忠司（すえつぎ・ただし）… 第二巻 p313
末吉 暁子（すえよし・あきこ）… 第二巻 p314
末吉 竹二郎（すえよし・たけじろう）… 第二巻 p314
管 啓次郎（すが・けいじろう）… 第二巻 p314
菅 靖彦（すが・やすひこ）… 第二巻 p315
菅沼 光弘（すがぬま・みつひろ）… 第二巻 p315
菅原 裕子（すがはら・ゆうこ）… 第二巻 p316
菅谷 憲夫（すがや・のりお）… 第二巻 p316
菅谷 充（すがや・みつる）… 第二巻 p317
菅原 出（すがわら・いずる）… 第二巻 p317
菅原 文太（すがわら・ぶんた）… 第二巻 p318
杉内 正弘（すぎうち・まさひろ）… 第二巻 p318
杉浦 一機（すぎうら・かずき）… 第二巻 p318
杉浦 俊彦（すぎうら・としひこ）… 第二巻 p319
杉浦 日向子（すぎうら・ひなこ）［本名］鈴木順子（すずき・じゅんこ）… 第二巻 p320
杉田 敦（すぎた・あつし）… 第二巻 p320
杉田 正明（すぎた・まさあき）… 第二巻 p320
杉之内 孝司（すぎのうち・たかし）… 第二巻 p321
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杉原 茂孝（すぎはら・しげたか）… 第二巻 p321
杉原 泰雄（すぎはら・やすお）… 第二巻 p322
杉原 志啓（すぎはら・ゆきひろ）… 第二巻 p323
杉村 伸一郎（すぎむら・しんいちろう）… 第二巻 p323
杉村 太郎（すぎむら・たろう）… 第二巻 p323
杉村 昌昭（すぎむら・まさあき）… 第二巻 p324
杉本 章子（すぎもと・あきこ）… 第二巻 p324
杉本 彩（すぎもと・あや）… 第二巻 p324
杉本 徹（すぎもと・とおる）… 第二巻 p325
杉本 利嗣（すぎもと・としつぐ）… 第二巻 p325
杉本 秀太郎（すぎもと・ひでたろう）… 第二巻 p326
杉本 充弘（すぎもと・みつひろ）… 第二巻 p327
杉本 恵申（すぎもと・よしのぶ）… 第二巻 p327
杉山 悦子（すぎやま・えつこ）… 第二巻 p328
杉山 勝彦（すぎやま・かつひこ）… 第二巻 p328
杉山 徹宗（すぎやま・かつみ）… 第二巻 p328
杉山 賢二（すぎやま・けんじ）… 第二巻 p328
杉山 茂樹（すぎやま・しげき）… 第二巻 p329
杉山 茂（すぎやま・しげる）… 第二巻 p329
杉山 茂（すぎやま・しげる）… 第二巻 p330
杉山 純一（すぎやま・じゅんいち）… 第二巻 p330
杉山 隆（すぎやま・たかし）… 第二巻 p331
杉山 孝博（すぎやま・たかひろ）… 第二巻 p331
杉山 英男（すぎやま・ひでお）… 第二巻 p332
杉山 道雄（すぎやま・みちお）… 第二巻 p332
杉山 幸比古（すぎやま・ゆきひこ）… 第二巻 p332
杉山 由美子（すぎやま・ゆみこ）… 第二巻 p333
助川 成也（すけがわ・せいや）… 第二巻 p333
須﨑 恭彦（すさき・やすひこ）… 第二巻 p334
鈴木 明彦（すずき・あきひこ）… 第二巻 p334
鈴木 聡（すずき・あきら）… 第二巻 p335
鈴木 昶（すずき・あきら）［本名］鈴木義男（すずき・よしお）… 第二巻 p335
鈴木 淳史（すずき・あつふみ）… 第二巻 p335
鈴木 勲（すずき・いさお）… 第二巻 p336
鈴木 おさむ（すずき・おさむ）… 第二巻 p336
鈴木 和男（すずき・かずお）… 第二巻 p337
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鈴木 和夫（すずき・かずお）… 第二巻 p337
鈴木 克明（すずき・かつあき）… 第二巻 p337
鈴木 克彦（すずき・かつひこ）… 第二巻 p338
鈴木 克彦（すずき・かつひこ）… 第二巻 p339
鈴木 克洋（すずき・かつひろ）… 第二巻 p339
鈴木 克洋（すずき・かつひろ）… 第二巻 p340
鈴木 克己（すずき・かつみ）… 第二巻 p340
鈴木 潔（すずき・きよし）… 第二巻 p340
鈴木 邦成（すずき・くにのり）… 第二巻 p341
鈴木 健一（すずき・けんいち）… 第二巻 p342
鈴木 光司（すずき・こうじ）… 第二巻 p342
鈴木 光勇（すずき・こうゆう）… 第二巻 p342
鈴木 貞美（すずき・さだみ）… 第二巻 p343
鈴木 聡（すずき・さとし）… 第二巻 p343
鈴木 聡（すずき・さとる）… 第二巻 p344
鈴木 茂（すずき・しげる）… 第二巻 p344
鈴木 淳（すずき・じゅん）… 第二巻 p344
鈴木 淳（すずき・じゅん）… 第二巻 p345
鈴木 純子（すずき・じゅんこ）… 第二巻 p345
鈴木 晶（すずき・しょう）… 第二巻 p346
鈴木 真二（すずき・しんじ）… 第二巻 p346
鈴木 孝夫（すずき・たかお）… 第二巻 p347
鈴木 隆（すずき・たかし）… 第二巻 p347
鈴木 岳（すずき・たかし）… 第二巻 p348
鈴木 貴博（すずき・たかひろ）… 第二巻 p348
鈴木 崇之（すずき・たかゆき）… 第二巻 p349
鈴木 隆之（すずき・たかゆき）… 第二巻 p349
鈴木 琢磨（すずき・たくま）… 第二巻 p350
鈴木 拓也（すずき・たくや）… 第二巻 p350
鈴木 正（すずき・ただし）［本名］鈴木正則（すずき・まさのり）… 第二巻 p350
鈴木 主税（すずき・ちから）… 第二巻 p351
鈴木 哲夫（すずき・てつお）… 第二巻 p351
鈴木 亨（すずき・とおる）… 第二巻 p352
鈴木 俊明（すずき・としあき）… 第二巻 p352
鈴木 俊彦（すずき・としひこ）… 第二巻 p353
鈴木 朋子（すずき・ともこ）… 第二巻 p353
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鈴木 直樹（すずき・なおき）… 第二巻 p353
鈴木 直道（すずき・なおみち）… 第二巻 p354
鈴木 庸裕（すずき・のぶひろ）… 第二巻 p354
鈴木 紀子（すずき・のりこ）… 第二巻 p355
鈴木 元（すずき・はじめ）… 第二巻 p356
鈴木 日出男（すずき・ひでお）… 第二巻 p356
鈴木 秀和（すずき・ひでかず）… 第二巻 p356
鈴木 秀子（すずき・ひでこ）… 第二巻 p357
鈴木 仁史（すずき・ひとし）… 第二巻 p358
鈴木 宏子（すずき・ひろこ）… 第二巻 p358
鈴木 浩（すずき・ひろし）… 第二巻 p359
鈴木 洋通（すずき・ひろみち）… 第二巻 p359
鈴木 博之（すずき・ひろゆき）… 第二巻 p360
鈴木 誠（すずき・まこと）… 第二巻 p361
鈴木 正明（すずき・まさあき）… 第二巻 p361
鈴木 雅雄（すずき・まさお）… 第二巻 p362
鈴木 正崇（すずき・まさたか）… 第二巻 p362
鈴木 正彦（すずき・まさひこ）… 第二巻 p363
鈴木 真由子（すずき・まゆこ）… 第二巻 p364
鈴木 真理子（すずき・まりこ）… 第二巻 p364
鈴木 みずえ（すずき・みずえ）… 第二巻 p365
鈴木 道彦（すずき・みちひこ）… 第二巻 p365
鈴木 美穂（すずき・みほ）… 第二巻 p366
鈴木 宗男（すずき・むねお）… 第二巻 p366
鈴木 康弘（すずき・やすひろ）… 第二巻 p366
鈴木 康之（すずき・やすゆき）… 第二巻 p366
鈴木 裕子（すずき・ゆうこ）… 第二巻 p367
鈴木 裕（すずき・ゆたか）… 第二巻 p368
鈴木 由美子（すずき・ゆみこ）… 第二巻 p368
鈴木 義昭（すずき・よしあき）… 第二巻 p369
鈴木 嘉一（すずき・よしかず）… 第二巻 p369
鈴木 芳徳（すずき・よしのり）… 第二巻 p370
菘 あつこ（すずな・あつこ）… 第二巻 p370
鈴村 和成（すずむら・かずなり）… 第二巻 p371
須田 一幸（すだ・かずゆき）… 第二巻 p371
須田 寛（すだ・ひろし）… 第二巻 p372
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須藤 功（すとう・いさお）… 第二巻 p372
須藤 功（すとう・いさを）… 第二巻 p373
須藤 元気（すどう・げんき）… 第二巻 p373
春原 剛（すのはら・つよし）… 第二巻 p373
スマナサーラ, アルボムッレ … 第二巻 p374
角 哲也（すみ・てつや）… 第二巻 p374
炭谷 茂（すみたに・しげる）… 第二巻 p375
諏訪 哲史（すわ・てつし）… 第二巻 p375
諏訪 春雄（すわ・はるお）… 第二巻 p376
諏訪 康雄（すわ・やすお）… 第二巻 p376

【せ】
清野 精彦（せいの・よしひこ）… 第二巻 p377
瀬尾 育生（せお・いくお）… 第二巻 p377
瀬木 慎一（せぎ・しんいち）… 第二巻 p378
関 大介（せき・だいすけ）… 第二巻 p378
関 哲夫（せき・てつお）… 第二巻 p378
関 朝之（せき・ともゆき）… 第二巻 p379
瀬木 比呂志（せぎ・ひろし）［別名］関根牧彦（せきね・まきひこ）… 第二巻 p379
関 博之（せき・ひろゆき）… 第二巻 p379
関 満博（せき・みつひろ）… 第二巻 p380
関川 夏央（せきかわ・なつお）… 第二巻 p381
関口 知宏（せきぐち・ともひろ）… 第二巻 p381
関口 安義（せきぐち・やすよし）… 第二巻 p381
関沢 英彦（せきざわ・ひでひこ）… 第二巻 p381
関根 健夫（せきね・たけお）… 第二巻 p382
関根 千佳（せきね・ちか）… 第二巻 p383
関根 牧彦（せきね・まきひこ）⇒瀬木比呂志（せぎ・ひろし）を見よ
関根 正明（せきね・まさあき）… 第二巻 p384
関野 吉晴（せきの・よしはる）… 第二巻 p384
関本 秀治（せきもと・ひではる）… 第二巻 p384
勢古 浩爾（せこ・こうじ）… 第二巻 p385
瀬崎 薫（せざき・かおる）… 第二巻 p385
瀬田 史彦（せた・ふみひこ）… 第二巻 p385
瀬戸 宏（せと・ひろし）… 第二巻 p386
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瀬戸 洋一（せと・よういち）… 第二巻 p386
瀬戸 僚馬（せと・りょうま）… 第二巻 p387
瀬戸内 寂聴（せとうち・じゃくちょう）… 第二巻 p388
瀬名 秀明（せな・ひであき）… 第二巻 p388
瀬沼 克彰（せぬま・よしあき）… 第二巻 p388
妹尾 堅一郎（せのお・けんいちろう）… 第二巻 p389
瀬山 士郎（せやま・しろう）… 第二巻 p389
世利 修美（せり・おさみ）… 第二巻 p389
芹川 博通（せりかわ・ひろみち）… 第二巻 p390
芹沢 俊介（せりざわ・しゅんすけ）［本名］芹澤俊介 … 第二巻 p390
千 草子（せん・そうこ）⇒小林千草（こばやし・ちぐさ）を見よ
千石 涼太郎（せんごく・りょうたろう）［別名］雫石泉（しずくいし・いずみ）, 神山雅彦（かみ
やま・まさひこ）… 第二巻 p391
先崎 学（せんざき・まなぶ）… 第二巻 p391
千田 雅之（せんだ・まさゆき）… 第二巻 p391
仙田 満（せんだ・みつる）… 第二巻 p391
千田 稔（せんだ・みのる）… 第二巻 p392
千田 嘉博（せんだ・よしひろ）… 第二巻 p393

【そ】
宗田 理（そうだ・おさむ）… 第二巻 p393
宗田 安正（そうだ・やすまさ）… 第二巻 p394
添田 馨（そえだ・かおる）… 第二巻 p394
十河 茂幸（そごう・しげゆき）… 第二巻 p395
袖井 孝子（そでい・たかこ）… 第二巻 p395
外岡 秀俊（そとおか・ひでとし）［別名］中原清一郎 … 第二巻 p396
曽根 恵子（そね・けいこ）… 第二巻 p397
曽根 悟（そね・さとる）… 第二巻 p397
曽根 博仁（そね・ひろひと）… 第二巻 p398
曽野 綾子（その・あやこ）… 第二巻 p398
薗部 寿樹（そのべ・としき）… 第二巻 p398
園山 繁樹（そのやま・しげき）… 第二巻 p399
染谷 和巳（そめや・かずみ）… 第二巻 p399
空野 石頭（そらの・せきとう）⇒井上暉堂（いのうえ・きどう）を見よ
孫 正義（そん・まさよし）… 第二巻 p400
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【た】
大坊 郁夫（だいぼう・いくお）… 第二巻 p400
平 安寿子（たいら・あすこ）… 第二巻 p401
田岡 俊次（たおか・しゅんじ）… 第二巻 p401
高井 三郎（たかい・みつお）… 第二巻 p401
高市 早苗（たかいち・さなえ）［本名］山本早苗（やまもと・さなえ）… 第二巻 p402
高垣 マユミ（たかがき・まゆみ）… 第二巻 p402
高木 修（たかぎ・おさむ）… 第二巻 p403
高木 和子（たかぎ・かずこ）… 第二巻 p404
高木 和子（たかぎ・かずこ）… 第二巻 p404
高城 幸司（たかぎ・こうじ）… 第二巻 p404
高木 新二郎（たかぎ・しんじろう）… 第二巻 p405
高木 徹（たかぎ・とおる）… 第二巻 p405
高木 知弘（たかき・ともひろ）… 第二巻 p406
高樹 のぶ子（たかぎ・のぶこ）… 第二巻 p406
高木 宏明（たかぎ・ひろあき）… 第二巻 p406
高木 元也（たかぎ・もとや）… 第二巻 p406
高木 隆司（たかき・りゅうじ）… 第二巻 p407
髙久 史麿（たかく・ふみまろ）… 第二巻 p407
高坂 美紀（たかさか・みき）… 第二巻 p408
高澤 秀次（たかざわ・しゅうじ）… 第二巻 p408
高階 秀爾（たかしな・しゅうじ）… 第二巻 p409
高嶋 哲夫（たかしま・てつお）… 第二巻 p409
高島 徹治（たかしま・てつじ）… 第二巻 p409
高島 俊男（たかしま・としお）… 第二巻 p410
高島 龍照（たかしま・りゅうしょう）［本名］高橋照生（たかはし・てるお）… 第二巻 p410
高城 剛（たかしろ・つよし）… 第二巻 p411
高須 克弥（たかす・かつや）… 第二巻 p411
高杉 豊（たかすぎ・ゆたか）… 第二巻 p411
高瀬 広居（たかせ・ひろい）… 第二巻 p411
高田 明和（たかだ・あきかず）… 第二巻 p412
高田 明典（たかだ・あきのり）… 第二巻 p412
髙田 惠子（たかた・けいこ）… 第二巻 p412
高田 純（たかだ・じゅん）… 第二巻 p413
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高田 直芳（たかだ・なおよし）… 第二巻 p413
高田 信夫（たかだ・のぶお）… 第二巻 p414
高田 寛（たかだ・ひろし）… 第二巻 p414
高田 宏（たかだ・ひろし）… 第二巻 p415
高津 理絵（たかつ・りえ）… 第二巻 p415
高辻 豊二（たかつじ・とよじ）… 第二巻 p416
高任 和夫（たかとう・かずお）… 第二巻 p416
高取 しづか（たかとり・しずか）［本名］髙取しづか … 第二巻 p416
高仲 幸雄（たかなか・ゆきお）… 第二巻 p417
高野 和明（たかの・かずあき）… 第二巻 p417
高野 公彦（たかの・きみひこ）… 第二巻 p417
高野 澄（たかの・きよし）… 第二巻 p417
高野 研一（たかの・けんいち）… 第二巻 p418
高野 ムツオ（たかの・むつお）［本名］高野睦夫（たかの・むつお）… 第二巻 p418
高橋 暁子（たかはし・あきこ）… 第二巻 p418
高橋 明彦（たかはし・あきひこ）… 第二巻 p419
髙橋 あつ子（たかはし・あつこ）… 第二巻 p419
高橋 巌（たかはし・いわお）… 第二巻 p420
高橋 英治（たかはし・えいじ）… 第二巻 p421
高橋 恵美子（たかはし・えみこ）… 第二巻 p421
高橋 一夫（たかはし・かずお）… 第二巻 p422
高橋 和雄（たかはし・かずお）… 第二巻 p422
高橋 和子（たかはし・かずこ）… 第二巻 p423
高橋 和子（たかはし・かずこ）… 第二巻 p423
高橋 克彦（たかはし・かつひこ）… 第二巻 p424
高橋 佳子（たかはし・けいこ）… 第二巻 p424
高橋 桂子（たかはし・けいこ）… 第二巻 p425
高橋 圭二（たかはし・けいじ）… 第二巻 p425
高橋 源一郎（たかはし・げんいちろう）… 第二巻 p425
高橋 敏（たかはし・さとし）… 第二巻 p426
髙橋 智（たかはし・さとる）… 第二巻 p426
高橋 悟（たかはし・さとる）… 第二巻 p427
高橋 滋（たかはし・しげる）… 第二巻 p427
高橋 淳（たかはし・じゅん）… 第二巻 p428
高橋 順一（たかはし・じゅんいち）… 第二巻 p428
高橋 順子（たかはし・じゅんこ）［本名］車谷順子（くるまたに・じゅんこ）… 第二巻 p429
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高橋 晋一（たかはし・しんいち）… 第二巻 p430
高橋 進（たかはし・すすむ）… 第二巻 p430
高橋 進（たかはし・すすむ）… 第二巻 p430
高橋 泰（たかはし・たい）… 第二巻 p431
高橋 大介（たかはし・だいすけ）… 第二巻 p432
高橋 大輔（たかはし・だいすけ）… 第二巻 p432
高橋 隆雄（たかはし・たかお）… 第二巻 p432
高橋 亨（たかはし・とおる）… 第二巻 p433
高橋 透（たかはし・とおる）… 第二巻 p433
高橋 敏夫（たかはし・としお）… 第二巻 p434
高橋 敏則（たかはし・としのり）… 第二巻 p434
高橋 利之（たかはし・としゆき）［別名］Graphic Arts Unit … 第二巻 p434
高橋 直樹（たかはし・なおき）… 第二巻 p434
高橋 伸彰（たかはし・のぶあき）… 第二巻 p435
高橋 伸夫（たかはし・のぶお）… 第二巻 p435
高橋 秀和（たかはし・ひでかず）… 第二巻 p436
高橋 秀実（たかはし・ひでみね）… 第二巻 p436
高橋 均（たかはし・ひとし）… 第二巻 p436
髙橋 弘（たかはし・ひろし）… 第二巻 p437
高橋 浩（たかはし・ひろし）… 第二巻 p438
高橋 洋（たかはし・ひろし）… 第二巻 p438
高橋 文郎（たかはし・ふみお）… 第二巻 p438
高橋 誠（たかはし・まこと）… 第二巻 p439
高橋 誠（たかはし・まこと）… 第二巻 p439
高橋 誠（たかはし・まこと）… 第二巻 p440
高橋 正明（たかはし・まさあき）… 第二巻 p440
高橋 正雄（たかはし・まさお）［本名］髙橋正雄（たかはし・まさお）… 第二巻 p440
高橋 雅子（たかはし・まさこ）… 第二巻 p441
高橋 賢（たかはし・まさる）… 第二巻 p441
高橋 勝（たかはし・まさる）… 第二巻 p442
高橋 真弓（たかはし・まゆみ）… 第二巻 p442
高橋 道雄（たかはし・みちお）… 第二巻 p443
高橋 三千綱（たかはし・みちつな）… 第二巻 p443
高橋 満（たかはし・みつる）… 第二巻 p443
高橋 実（たかはし・みのる）… 第二巻 p444
髙橋 美保（たかはし・みほ）… 第二巻 p445
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高橋 睦郎（たかはし・むつお）… 第二巻 p445
高橋 泰邦（たかはし・やすくに）… 第二巻 p445
高橋 弥守彦（たかはし・やすひこ）… 第二巻 p445
高橋 ゆかり（たかはし・ゆかり）… 第二巻 p446
高橋 豊（たかはし・ゆたか）… 第二巻 p447
高橋 裕（たかはし・ゆたか）… 第二巻 p447
高橋 義夫（たかはし・よしお）… 第二巻 p448
高橋 義人（たかはし・よしと）… 第二巻 p448
高橋 祥友（たかはし・よしとも）… 第二巻 p448
高橋 和島（たかはし・わとう）… 第二巻 p449
高濱 正伸（たかはま・まさのぶ）… 第二巻 p449
高林 龍（たかばやし・りゅう）… 第二巻 p450
髙部 眞規子（たかべ・まきこ）… 第二巻 p451
高見沢 学（たかみさわ・まなぶ）… 第二巻 p451
高峰 秀子（たかみね・ひでこ）［本名］松山秀子（まつやま・ひでこ）… 第二巻 p451
高村 薫（たかむら・かおる）… 第二巻 p452
高村 誠之（たかむら・せいし）… 第二巻 p452
高本 達矢（たかもと・たつや）… 第二巻 p453
高柳 和江（たかやなぎ・かずえ）… 第二巻 p453
高柳 克弘（たかやなぎ・かつひろ）… 第二巻 p454
高柳 俊一（たかやなぎ・しゅんいち）… 第二巻 p454
高山 忠利（たかやま・ただとし）… 第二巻 p455
高山 憲之（たかやま・のりゆき）… 第二巻 p456
高山 宏（たかやま・ひろし）［別名］学魔 … 第二巻 p456
高山 博（たかやま・ひろし）… 第二巻 p457
高山 文彦（たかやま・ふみひこ）… 第二巻 p457
高寄 昇三（たかよせ・しょうぞう）… 第二巻 p458
財部 誠一（たからべ・せいいち）… 第二巻 p458
多木 浩二（たき・こうじ）… 第二巻 p458
瀧井 一博（たきい・かずひろ）… 第二巻 p459
瀧井 宏臣（たきい・ひろおみ）… 第二巻 p460
滝内 比呂也（たきうち・ひろや）… 第二巻 p460
瀧音 能之（たきおと・よしゆき）… 第二巻 p460
滝川 好夫（たきがわ・よしお）… 第二巻 p460
滝口 優（たきぐち・まさる）… 第二巻 p461
瀧澤 中（たきざわ・あたる）［別名］月岡兎平（つきおか・とへい）… 第二巻 p461
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滝澤 孝臣（たきざわ・たかおみ）… 第二巻 p462
たきせ あきひこ［本名］瀧瀬明彦（たきせ・あきひこ）… 第二巻 p463
たくさがわ つねあき … 第二巻 p463
田口 玄一（たぐち・げんいち）… 第二巻 p463
田口 俊樹（たぐち・としき）… 第二巻 p464
田口 洋美（たぐち・ひろみ）… 第二巻 p464
田口 守一（たぐち・もりかず）… 第二巻 p465
田口 佳史（たぐち・よしふみ）… 第二巻 p465
田久保 忠衛（たくぼ・ただえ）… 第二巻 p466
宅森 昭吉（たくもり・あきよし）… 第二巻 p466
武井 麻子（たけい・あさこ）… 第二巻 p467
武井 一巳（たけい・かずみ）… 第二巻 p467
竹井 仁（たけい・ひとし）… 第二巻 p467
武石 恵美子（たけいし・えみこ）… 第二巻 p468
武石 藤吾（たけいし・とうご）⇒後藤武士（ごとう・たけし）を見よ
武石 礼司（たけいし・れいじ）… 第二巻 p469
竹内 淳（たけうち・あつし）… 第二巻 p469
竹内 一郎（たけうち・いちろう）… 第二巻 p470
竹内 英二（たけうち・えいじ）… 第二巻 p470
竹内 栄美子（たけうち・えみこ）… 第二巻 p471
竹内 理（たけうち・おさむ）… 第二巻 p471
竹内 和雄（たけうち・かずお）… 第二巻 p472
武内 和彦（たけうち・かずひこ）… 第二巻 p473
竹内 久美子（たけうち・くみこ）… 第二巻 p473
竹内 啓（たけうち・けい）… 第二巻 p474
竹内 健蔵（たけうち・けんぞう）… 第二巻 p474
竹内 徹（たけうち・とおる）… 第二巻 p475
竹内 俊雄（たけうち・としお）… 第二巻 p476
竹内 均（たけうち・ひとし）… 第二巻 p476
竹内 宏（たけうち・ひろし）… 第二巻 p477
竹内 裕也（たけうち・ひろや）… 第二巻 p477
竹内 冨貴子（たけうち・ふきこ）… 第二巻 p477
竹内 政明（たけうち・まさあき）… 第二巻 p478
竹内 勇剛（たけうち・ゆうごう）… 第二巻 p478
竹内 洋（たけうち・よう）… 第二巻 p479
武貞 秀士（たけさだ・ひでし）… 第二巻 p479
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竹沢 尚一郎（たけざわ・しょういちろう）… 第二巻 p480
竹島 正（たけしま・ただし）… 第二巻 p480
武田 厚（たけだ・あつし）… 第二巻 p481
武田 勝彦（たけだ・かつひこ）… 第二巻 p481
武田 邦彦（たけだ・くにひこ）… 第二巻 p481
武田 圭太（たけだ・けいた）… 第二巻 p481
竹田 青嗣（たけだ・せいじ）… 第二巻 p482
武田 双雲（たけだ・そううん）… 第二巻 p482
竹田 仰（たけだ・たかし）… 第二巻 p483
武田 哲男（たけだ・てつお）［別名］有馬俊明（ありま・としあき）… 第二巻 p483
武田 徹（たけだ・とおる）… 第二巻 p484
武田 晴人（たけだ・はるひと）… 第二巻 p485
武田 昌輔（たけだ・まさすけ）… 第二巻 p485
武田 雅俊（たけだ・まさとし）… 第二巻 p486
武田 隆二（たけだ・りゅうじ）… 第二巻 p487
武谷 雄二（たけたに・ゆうじ）… 第二巻 p487
竹中 晃二（たけなか・こうじ）… 第二巻 p487
竹中 正治（たけなか・まさはる）… 第二巻 p488
竹西 寛子（たけにし・ひろこ）… 第二巻 p488
竹信 三恵子（たけのぶ・みえこ）… 第二巻 p488
竹林 征三（たけばやし・せいぞう）… 第二巻 p489
武久 洋三（たけひさ・ようぞう）… 第二巻 p489
武藤 佳恭（たけふじ・よしやす）… 第二巻 p490
武光 誠（たけみつ・まこと）… 第二巻 p491
竹村 和子（たけむら・かずこ）… 第二巻 p491
竹村 和久（たけむら・かずひさ）… 第二巻 p492
竹村 健一（たけむら・けんいち）… 第二巻 p492
竹村 公太郎（たけむら・こうたろう）… 第二巻 p493
竹村 牧男（たけむら・まきお）… 第二巻 p493
竹安 数博（たけやす・かずひろ）… 第二巻 p493
多湖 輝（たご・あきら）… 第二巻 p494
田坂 広志（たさか・ひろし）… 第二巻 p494
田崎 真也（たさき・しんや）… 第二巻 p494
田崎 喜朗（たざき・よしろう）… 第二巻 p494
田澤 拓也（たざわ・たくや）… 第二巻 p495
田嶋 智太郎（たじま・ともたろう）… 第二巻 p495

80

人名総目次

たなか

多田 富雄（ただ・とみお）… 第二巻 p495
田高 寛貴（ただか・ひろたか）… 第二巻 p496
只木 誠（ただき・まこと）… 第二巻 p496
唯野 司（ただの・つかさ）［本名］井上由美子（いのうえ・ゆみこ）［別名］美縞ゆみ子（みし
ま・ゆみこ）… 第二巻 p497
舘 昭（たち・あきら）… 第二巻 p497
立川 和美（たちかわ・かずみ）… 第二巻 p498
立川 武蔵（たちかわ・むさし）… 第二巻 p498
立花 愛子（たちばな・あいこ）… 第二巻 p498
橘 玲（たちばな・あきら）… 第二巻 p499
立花 敏（たちばな・さとし）… 第二巻 p499
立花 隆（たちばな・たかし）… 第二巻 p500
橘木 俊詔（たちばなき・としあき）… 第二巻 p500
立原 慶一（たちはら・よしかず）… 第二巻 p501
辰巳 憲一（たつみ・けんいち）… 第二巻 p501
巽 孝之（たつみ・たかゆき）… 第二巻 p502
辰巳 渚（たつみ・なぎさ）… 第二巻 p502
辰巳 芳子（たつみ・よしこ）… 第二巻 p503
立岩 真也（たていわ・しんや）… 第二巻 p504
立川 志らく（たてかわ・しらく）［本名］新間一弘（しんま・かずひろ）… 第二巻 p504
立川 談志（たてかわ・だんし）［本名］松岡克由（まつおか・かつよし）… 第二巻 p504
立川 談四楼（たてかわ・だんしろう）［本名］高田正一（たかだ・まさかず）… 第二巻 p505
立松 和平（たてまつ・わへい）［本名］横松和夫（よこまつ・かずお）… 第二巻 p505
建宮 努（たてみや・つとむ）… 第二巻 p506
立山 秀利（たてやま・ひでとし）… 第二巻 p507
田所 清克（たどころ・きよかつ）… 第二巻 p507
田中 章雄（たなか・あきお）… 第二巻 p507
田中 明彦（たなか・あきひこ）… 第二巻 p508
田中 章浩（たなか・あきひろ）… 第二巻 p508
田中 明（たなか・あきら）… 第二巻 p509
田中 淳夫（たなか・あつお）… 第二巻 p509
田中 綾（たなか・あや）… 第二巻 p510
田中 功（たなか・いさお）… 第二巻 p510
田中 絵麻（たなか・えま）… 第二巻 p511
田中 治（たなか・おさむ）… 第二巻 p511
田中 修（たなか・おさむ）… 第二巻 p511
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田中 和明（たなか・かずあき）… 第二巻 p512
田中 和生（たなか・かずお）… 第二巻 p512
田中 和彦（たなか・かずひこ）… 第二巻 p513
田中 和博（たなか・かずひろ）… 第二巻 p513
田中 克彦（たなか・かつひこ）… 第二巻 p514
田中 克人（たなか・かつんど）［本名］田中克人（たなか・かつひと）… 第二巻 p514
田中 喜代次（たなか・きよじ）… 第二巻 p514
田中 久美子（たなか・くみこ）… 第二巻 p514
田中 圭子（たなか・けいこ）… 第二巻 p515
田中 耕一（たなか・こういち）… 第二巻 p516
田中 耕治（たなか・こうじ）… 第二巻 p516
田中 栞（たなか・しおり）… 第二巻 p516
田中 成明（たなか・しげあき）… 第二巻 p516
田中 滋（たなか・しげる）… 第二巻 p517
田中 茂（たなか・しげる）… 第二巻 p518
田中 純（たなか・じゅん）… 第二巻 p518
田中 正吾（たなか・しょうご）… 第二巻 p519
田中 章二（たなか・しょうじ）… 第二巻 p519
田中 信治（たなか・しんじ）… 第二巻 p520
田中 仙翁（たなか・せんおう）［本名］田中博民（たなか・ひろみ）… 第二巻 p521
田中 仙堂（たなか・せんどう）［本名］田中秀隆（たなか・ひでたか）… 第二巻 p521
田中 仙融（たなか・せんゆう）… 第二巻 p522
田中 孝彦（たなか・たかひこ）… 第二巻 p522
田中 武（たなか・たけし）… 第二巻 p522
田中 統治（たなか・とうじ）… 第二巻 p523
田中 俊行（たなか・としゆき）… 第二巻 p523
田中 ひかる（たなか・ひかる）… 第二巻 p524
田中 光（たなか・ひかる）… 第二巻 p524
田中 久夫（たなか・ひさお）… 第二巻 p525
田中 英夫（たなか・ひでお）… 第二巻 p525
田中 秀夫（たなか・ひでお）… 第二巻 p526
田中 英樹（たなか・ひでき）… 第二巻 p527
田中 秀治（たなか・ひではる）… 第二巻 p527
田中 英道（たなか・ひでみち）… 第二巻 p528
田中 宏明（たなか・ひろあき）… 第二巻 p528
田中 宏樹（たなか・ひろき）… 第二巻 p529
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田中 宏（たなか・ひろし）… 第二巻 p530
田中 弘（たなか・ひろし）… 第二巻 p530
田中 浩（たなか・ひろし）… 第二巻 p531
田中 博（たなか・ひろし）… 第二巻 p531
田中 裕士（たなか・ひろし）… 第二巻 p532
田中 洋（たなか・ひろし）… 第二巻 p532
田中 裕久（たなか・ひろひさ）… 第二巻 p533
田中 宏昌（たなか・ひろまさ）… 第二巻 p534
田中 ひろみ（たなか・ひろみ）… 第二巻 p534
田中 宏幸（たなか・ひろゆき）… 第二巻 p535
田中 マキ子（たなか・まきこ）… 第二巻 p535
田中 正明（たなか・まさあき）… 第二巻 p536
田中 正明（たなか・まさあき）… 第二巻 p536
田中 雅夫（たなか・まさお）… 第二巻 p536
田中 眞澄（たなか・まさすみ）… 第二巻 p537
田中 正敏（たなか・まさとし）… 第二巻 p537
田中 雅康（たなか・まさやす）… 第二巻 p538
田中 勝（たなか・まさる）… 第二巻 p538
田中 勝（たなか・まさる）… 第二巻 p539
田中 真澄（たなか・ますみ）… 第二巻 p539
田中 実（たなか・みのる）… 第二巻 p540
田中 実（たなか・みのる）… 第二巻 p540
田中 實（たなか・みのる）［別名］田中実（たなか・みのる）… 第二巻 p541
田中 鳴舟（たなか・めいしゅう）… 第二巻 p541
田中 森一（たなか・もりかず）… 第二巻 p541
田中 康夫（たなか・やすお）… 第二巻 p542
田中 康雄（たなか・やすお）… 第二巻 p542
田中 康弘（たなか・やすひろ）… 第二巻 p542
田中 弥生（たなか・やよい）… 第二巻 p543
田中 優子（たなか・ゆうこ）… 第二巻 p543
田中 裕二（たなか・ゆうじ）… 第二巻 p544
田中 豊（たなか・ゆたか）… 第二巻 p544
田中 良哉（たなか・よしや）… 第二巻 p545
田中 義幸（たなか・よしゆき）… 第二巻 p545
田中ウルヴェ 京（たなかうるう゛
ぇ・みやこ）… 第二巻 p546
棚橋 隆彦（たなはし・たかひこ）… 第二巻 p546
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田辺 聖子（たなべ・せいこ）… 第二巻 p547
田浪 亜央江（たなみ・あおえ）… 第二巻 p547
谷 晃（たに・あきら）… 第二巻 p548
谷 和樹（たに・かずき）… 第二巻 p548
谷 直樹（たに・なおき）… 第二巻 p548
谷 泰弘（たに・やすひろ）… 第二巻 p549
谷岡 一郎（たにおか・いちろう）… 第二巻 p549
谷垣 禎一（たにがき・さだかず）… 第二巻 p550
谷川 彰英（たにかわ・あきひで）… 第二巻 p550
谷川 渥（たにがわ・あつし）… 第二巻 p550
谷川 健一（たにがわ・けんいち）… 第二巻 p551
谷川 浩司（たにがわ・こうじ）… 第二巻 p551
谷川 俊太郎（たにかわ・しゅんたろう）… 第二巻 p551
谷口 智彦（たにぐち・ともひこ）… 第二巻 p552
谷口 信和（たにぐち・のぶかず）… 第二巻 p552
谷口 秀夫（たにぐち・ひでお）… 第二巻 p553
谷口 正和（たにぐち・まさかず）… 第二巻 p554
谷口 正実（たにぐち・まさみ）… 第二巻 p554
谷口 守（たにぐち・まもる）… 第二巻 p555
谷口 義明（たにぐち・よしあき）… 第二巻 p555
谷口 義幸（たにぐち・よしゆき）… 第二巻 p556
谷腰 欣司（たにこし・きんじ）… 第二巻 p556
谷沢 永一（たにざわ・えいいち）… 第二巻 p557
谷尻 かおり（たにじり・かおり）… 第二巻 p557
谷田 恵美子（たにだ・えみこ）… 第二巻 p557
谷村 新司（たにむら・しんじ）… 第二巻 p558
谷村 幸裕（たにむら・ゆきひろ）… 第二巻 p558
谷本 寛治（たにもと・かんじ）… 第二巻 p559
谷本 潤（たにもと・じゅん）… 第二巻 p559
谷本 道哉（たにもと・みちや）… 第二巻 p559
谷山 治雄（たにやま・はるお）［本名］三浦誠（みうら・まこと）… 第二巻 p560
田沼 武能（たぬま・たけよし）… 第二巻 p560
種村 季弘（たねむら・すえひろ）… 第二巻 p561
種村 直樹（たねむら・なおき）… 第二巻 p561
田畑 暁生（たばた・あけお）… 第二巻 p562
田畑 稔（たばた・みのる）… 第二巻 p562
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田原 総一朗（たはら・そういちろう）… 第二巻 p563
田平 武（たびら・たけし）… 第二巻 p563
田部井 淳子（たべい・じゅんこ）… 第二巻 p564
玉井 康之（たまい・やすゆき）… 第二巻 p564
玉岡 かおる（たまおか・かおる）… 第二巻 p565
玉置 和宏（たまき・かずひろ）… 第二巻 p565
玉木 宏樹（たまき・ひろき）… 第二巻 p566
玉木 正之（たまき・まさゆき）… 第二巻 p566
玉松 徳夫（たままつ・とくお）⇒児玉数夫（こだま・かずお）を見よ
玉村 公二彦（たまむら・くにひこ）… 第二巻 p566
玉村 豊男（たまむら・とよお）… 第二巻 p567
玉舎 輝彦（たまや・てるひこ）… 第二巻 p567
田丸 公美子（たまる・くみこ）… 第二巻 p567
田宮 規雄（たみや・のりお）［本名］田上和素 … 第二巻 p568
田村 秀（たむら・しげる）… 第二巻 p568
田村 仁（たむら・じん）… 第二巻 p569
田村 紀雄（たむら・のりお）… 第二巻 p569
田村 秀男（たむら・ひでお）… 第二巻 p569
田村 仁（たむら・ひとし）… 第二巻 p570
田村 正勝（たむら・まさかつ）… 第二巻 p570
田村 誠邦（たむら・まさくに）… 第二巻 p571
田村 正徳（たむら・まさのり）… 第二巻 p572
田村 学（たむら・まなぶ）… 第二巻 p572
田村 洋三（たむら・ようぞう）… 第二巻 p573
為末 大（ためすえ・だい）… 第二巻 p573
田母神 俊雄（たもがみ・としお）… 第二巻 p574
田山 輝明（たやま・てるあき）… 第二巻 p574
多羅尾 美智代（たらお・みちよ）… 第二巻 p575
俵 孝太郎（たわら・こうたろう）… 第二巻 p576
俵 万智（たわら・まち）… 第二巻 p576
俵 萠子（たわら・もえこ）［本名］中野萠子（なかの・もえこ）… 第二巻 p576
俵 義文（たわら・よしふみ）… 第二巻 p577
団 鬼六（だん・おにろく）［本名］黒岩幸彦（くろいわ・ゆきひこ）… 第二巻 p577
檀 ふみ（だん・ふみ）… 第二巻 p578
丹保 憲仁（たんぼ・のりひと）… 第二巻 p578
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【ち】
筑紫 哲也（ちくし・てつや）… 第二巻 p579
千々布 敏弥（ちちぶ・としや）… 第二巻 p579
千野 境子（ちの・けいこ）… 第二巻 p580
千野 隆司（ちの・たかし）… 第二巻 p581
茅野 信行（ちの・のぶゆき）… 第二巻 p581
千葉 茂樹（ちば・しげき）… 第二巻 p581
千葉 滋（ちば・しげる）… 第二巻 p582
茶山 一彰（ちゃやま・かずあき）… 第二巻 p582
中条 省平（ちゅうじょう・しょうへい）… 第二巻 p582
長 敬三（ちょう・けいぞう）… 第二巻 p582
趙 治勲（ちょう・ちくん）… 第二巻 p583
張 兵（ちょう・へい）… 第二巻 p583
帖佐 悦男（ちょうさ・えつお）… 第二巻 p584
陳 舜臣（ちん・しゅんしん）… 第二巻 p584
陳 力衛（ちん・りきえい）… 第二巻 p585

【つ】
司 修（つかさ・おさむ）… 第二巻 p586
司城 志朗（つかさき・しろう）［本名］柴垣建次（しばがき・けんじ）… 第二巻 p586
柄刀 一（つかとう・はじめ）… 第二巻 p586
津金 昌一郎（つがね・しょういちろう）… 第二巻 p586
塚原 史（つかはら・ふみ）… 第二巻 p587
塚本 真也（つかもと・しんや）［本名］塚本眞也（つかもと・しんや）… 第二巻 p587
塚本 靑史（つかもと・せいし）… 第二巻 p588
塚本 泰司（つかもと・たいじ）… 第二巻 p589
塚本 昌則（つかもと・まさのり）… 第二巻 p589
塚本 昌彦（つかもと・まさひこ）… 第二巻 p589
津川 敬（つがわ・けい）… 第二巻 p590
月泉 博（つきいずみ・ひろし）… 第二巻 p590
月尾 嘉男（つきお・よしお）… 第二巻 p591
月岡 兎平（つきおか・とへい）⇒瀧澤中（たきざわ・あたる）を見よ
月本 昭男（つきもと・あきお）… 第二巻 p592
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筑紫 磐井（つくし・ばんせい）［本名］國谷実（くにや・みのる）… 第二巻 p592
柘植 ヒロポン（つげ・ひろぽん）… 第二巻 p592
柘植 雅義（つげ・まさよし）… 第二巻 p593
辻 章（つじ・あきら）… 第二巻 p593
辻 康吾（つじ・こうご）… 第二巻 p593
辻 哲也（つじ・てつや）… 第二巻 p594
辻 惟雄（つじ・のぶお）… 第二巻 p595
辻 秀典（つじ・ひでのり）… 第二巻 p595
辻 博明（つじ・ひろあき）… 第二巻 p595
辻 真先（つじ・まさき）［別名］牧薩次（まき・さつじ）… 第二巻 p596
辻 寧英（つじ・やすひで）… 第二巻 p596
都司 嘉宣（つじ・よしのぶ）［別名］しまりすの親方（しまりすのおやかた）… 第二巻 p597
辻井 喬（つじい・たかし）［本名］堤清二（つつみ・せいじ）… 第二巻 p598
辻井 達一（つじい・たついち）… 第二巻 p599
津下 一代（つした・かずよ）… 第二巻 p599
辻原 登（つじはら・のぼる）… 第二巻 p600
津島 佑子（つしま・ゆうこ）… 第二巻 p600
辻村 英之（つじむら・ひでゆき）… 第二巻 p600
辻村 みよ子（つじむら・みよこ）… 第二巻 p601
辻元 清美（つじもと・きよみ）… 第二巻 p602
辻山 幸宣（つじやま・たかのぶ）… 第二巻 p602
都築 響一（つずき・きょういち）… 第二巻 p603
都筑 道夫（つずき・みちお）［本名］松岡巌（まつおか・いわお）… 第二巻 p603
津田 太愚（つだ・たいぐ）… 第二巻 p603
津田 大介（つだ・だいすけ）… 第二巻 p603
津田 秀樹（つだ・ひでき）… 第二巻 p603
蔦谷 栄一（つたや・えいいち）… 第二巻 p604
土田 光子（つちだ・みつこ）… 第二巻 p604
土屋 和人（つちや・かずひと）… 第二巻 p605
土屋 武之（つちや・たけゆき）… 第二巻 p606
土屋 達弘（つちや・たつひろ）… 第二巻 p606
槌屋 治紀（つちや・はるき）… 第二巻 p606
土屋 弘行（つちや・ひろゆき）… 第二巻 p607
土屋 守（つちや・まもる）… 第二巻 p607
土屋 基規（つちや・もとのり）… 第二巻 p608
筒井 清忠（つつい・きよただ）… 第二巻 p608
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筒井 孝子（つつい・たかこ）… 第二巻 p609
筒井 紘一（つつい・ひろいち）… 第二巻 p609
筒井 康隆（つつい・やすたか）… 第二巻 p610
都築 繁幸（つづき・しげゆき）… 第二巻 p610
都筑 学（つづき・まなぶ）… 第二巻 p610
堤 邦彦（つつみ・くにひこ）… 第二巻 p611
堤 未果（つつみ・みか）… 第二巻 p612
常見 陽平（つねみ・ようへい）… 第二巻 p612
津野 海太郎（つの・かいたろう）… 第二巻 p612
角田 季美枝（つのだ・きみえ）… 第二巻 p613
椿 寿夫（つばき・としお）… 第二巻 p614
つぶつぶグランマゆみこ［別名］大谷ゆみこ（おおたに・ゆみこ）, ゆみこ … 第二巻 p614
坪内 隆彦（つぼうち・たかひこ）… 第二巻 p615
坪内 稔典（つぼうち・としのり）［別名］坪内稔典（つぼうち・ねんてん）… 第二巻 p615
坪内 稔典（つぼうち・ねんてん）⇒坪内稔典（つぼうち・としのり）を見よ
坪内 祐三（つぼうち・ゆうぞう）… 第二巻 p616
坪多 晶子（つぼた・あきこ）… 第二巻 p616
坪田 一男（つぼた・かずお）… 第二巻 p617
坪田 耕三（つぼた・こうぞう）… 第二巻 p617
妻鳥 千鶴子（つまとり・ちずこ）… 第二巻 p617
津村 節子（つむら・せつこ）… 第二巻 p617
津本 陽（つもと・よう）… 第二巻 p618
露木 崇夫（つゆき・たかお）… 第二巻 p618
鶴島 久男（つるしま・ひさお）… 第二巻 p619
鶴田 清司（つるだ・せいじ）… 第二巻 p619
鶴野 充茂（つるの・みつしげ）… 第二巻 p619
鶴蒔 靖夫（つるまき・やすお）… 第二巻 p620
鶴見 俊輔（つるみ・しゅんすけ）… 第二巻 p620
鶴見 隆史（つるみ・たかふみ）… 第二巻 p620

【て】
鄭 大均（てい・たいきん）… 第二巻 p621
鄭 忠和（てい・ちゅうわ）… 第二巻 p621
丁 宗鐵（てい・むねてつ）［本名］丁宗鉄（てい・むねてつ）… 第二巻 p622
出川 通（でがわ・とおる）… 第二巻 p622
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出口 治明（でぐち・はるあき）… 第二巻 p623
出口 汪（でぐち・ひろし）… 第二巻 p623
出久根 達郎（でくね・たつろう）… 第二巻 p624
手嶋 龍一（てしま・りゅういち）… 第二巻 p624
手塚 一志（てずか・かずし）… 第二巻 p624
手束 仁（てずか・じん）… 第二巻 p624
出村 慎一（でむら・しんいち）… 第二巻 p625
寺門 琢己（てらかど・たくみ）… 第二巻 p626
寺﨑 昌男（てらさき・まさお）… 第二巻 p626
寺島 実郎（てらしま・じつろう）… 第二巻 p627
寺島 靖国（てらしま・やすくに）… 第二巻 p627
寺田 知佳子（てらだ・ちかこ）… 第二巻 p627
寺田 努（てらだ・つとむ）… 第二巻 p627
寺田 裕一（てらだ・ひろかず）… 第二巻 p628
寺田 博（てらだ・ひろし）… 第二巻 p629
寺田 真敏（てらだ・まさと）… 第二巻 p629
寺林 峻（てらばやし・しゅん）［本名］寺河俊人（てらかわ・しゅんじん）… 第二巻 p630
寺本 潔（てらもと・きよし）… 第二巻 p630
寺本 信嗣（てらもと・しんじ）… 第二巻 p630
寺本 民生（てらもと・たみお）… 第二巻 p631
寺本 光照（てらもと・みつてる）… 第二巻 p631
寺脇 研（てらわき・けん）… 第二巻 p632
テリー伊藤（てりーいとう）… 第二巻 p632
暉峻 淑子（てるおか・いつこ）… 第二巻 p633
天海 源一郎（てんかい・げんいちろう）… 第二巻 p633

【と】
土井 淳（どい・あつし）… 第二巻 p633
土井 健司（どい・けんじ）… 第二巻 p634
戸井 十月（とい・じゅうがつ）… 第二巻 p634
土井 全二郎（どい・ぜんじろう）… 第二巻 p635
土井 隆義（どい・たかよし）… 第二巻 p635
土居 丈朗（どい・たけろう）… 第二巻 p636
外井 浩志（とい・ひろし）… 第二巻 p636
土井 美和子（どい・みわこ）… 第二巻 p637
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外池 昇（といけ・のぼる）… 第二巻 p638
道垣内 正人（どうがうち・まさと）… 第二巻 p638
東郷 隆（とうごう・りゅう）… 第二巻 p639
東嶋 和子（とうじま・わこ）… 第二巻 p639
東条 碩夫（とうじょう・ひろお）… 第二巻 p639
東田 有智（とうだ・ゆうぢ）… 第二巻 p640
藤堂 志津子（とうどう・しずこ）［本名］熊谷政江（くまがい・まさえ）… 第二巻 p640
童門 冬二（どうもん・ふゆじ）… 第二巻 p641
富樫 康明（とがし・やすあき）… 第二巻 p641
戸川 幸夫（とがわ・ゆきお）… 第二巻 p641
土岐 順子（とき・じゅんこ）… 第二巻 p641
時枝 務（ときえだ・つとむ）… 第二巻 p642
時実 象一（ときざね・そういち）… 第二巻 p642
朱鷺田 祐介（ときた・ゆうすけ）… 第二巻 p642
常盤 新平（ときわ・しんぺい）… 第二巻 p642
徳岡 邦夫（とくおか・くにお）… 第二巻 p643
徳岡 孝夫（とくおか・たかお）… 第二巻 p644
徳田 克己（とくだ・かつみ）… 第二巻 p644
徳田 武（とくだ・たけし）… 第二巻 p644
徳田 安春（とくだ・やすはる）… 第二巻 p645
徳大寺 有恒（とくだいじ・ありつね）［本名］杉江博愛（すぎえ・ひろよし）… 第二巻 p645
徳永 進（とくなが・すすむ）… 第二巻 p646
得丸 公明（とくまる・きみあき）［本名］得丸久文（とくまる・くもん）… 第二巻 p646
戸倉 新樹（とくら・よしき）… 第二巻 p647
所 功（ところ・いさお）… 第二巻 p647
戸崎 肇（とざき・はじめ）… 第二巻 p648
歳川 隆雄（としかわ・たかお）… 第二巻 p648
戸田 覚（とだ・さとる）… 第二巻 p649
戸田 裕之（とだ・ひろゆき）… 第二巻 p649
戸田 真志（とだ・まさし）… 第二巻 p649
戸田 佳孝（とだ・よしたか）… 第二巻 p650
戸髙 一成（とだか・かずしげ）… 第二巻 p651
戸渡 阿見（とと・あみ）⇒深見東州（ふかみ・とうしゅう）を見よ
外村 彰（とのむら・あきら）… 第二巻 p651
外村 彰（とのむら・あきら）… 第二巻 p651
鳥羽 亮（とば・りょう）… 第二巻 p652
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戸部 新十郎（とべ・しんじゅうろう）… 第二巻 p652
戸部 良一（とべ・りょういち）… 第二巻 p652
富増 章成（とます・あきなり）［本名］篠﨑武（しのざき・たけし）… 第二巻 p653
泊 みゆき（とまり・みゆき）… 第二巻 p653
都丸 敬介（とまる・けいすけ）… 第二巻 p654
富井 幸雄（とみい・ゆきお）… 第二巻 p654
冨板 敦（とみいた・あつし）… 第二巻 p654
富岡 幸一郎（とみおか・こういちろう）… 第二巻 p655
富沢 賢治（とみざわ・けんじ）… 第二巻 p655
富沢 敏彦（とみざわ・としひこ）… 第二巻 p655
富沢 勝（とみざわ・まさる）… 第二巻 p655
富田 悦次（とみた・えつじ）… 第二巻 p656
富田 俊基（とみた・としき）… 第二巻 p656
冨田 佳宏（とみた・よしひろ）… 第二巻 p657
富永 和子（とみなが・かずこ）… 第二巻 p658
富野 康日己（とみの・やすひこ）… 第二巻 p658
富森 叡児（とみのもり・えいじ）… 第二巻 p659
富山 栄子（とみやま・えいこ）… 第二巻 p659
富山 太佳夫（とみやま・たかお）… 第二巻 p660
戸村 智憲（とむら・とものり）… 第二巻 p660
友岡 史仁（ともおか・ふみと）… 第二巻 p661
友添 秀則（ともぞえ・ひでのり）… 第二巻 p661
友田 信男（ともだ のぶお）… 第二巻 p662
友永 健三（ともなが・けんぞう）… 第二巻 p662
友納 尚子（とものう・なおこ）… 第二巻 p663
鳥谷部 真（とやべ・まこと）… 第二巻 p663
外山 滋比古（とやま・しげひこ）… 第二巻 p664
豊崎 七絵（とよさき・ななえ）… 第二巻 p664
豊田 有恒（とよた・ありつね）… 第二巻 p665
豊田 一則（とよだ・かずのり）… 第二巻 p665
豊田 兼彦（とよた・かねひこ）… 第二巻 p665
豊田 ひさき（とよだ・ひさき）… 第二巻 p666
鳥居 俊（とりい・すぐる）… 第二巻 p666
鳥居 民（とりい・たみ）… 第二巻 p667
鳥越 俊太郎（とりごえ・しゅんたろう）… 第二巻 p667
鳥原 隆志（とりはら・たかし）… 第二巻 p668
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【な】
内藤 和美（ないとう・かずみ）［本名］飯島和美（いいじま・かずみ）… 第二巻 p669
内藤 裕史（ないとう・ひろし）… 第二巻 p669
内藤 廣（ないとう・ひろし）… 第二巻 p670
内藤 雄士（ないとう・ゆうじ）… 第二巻 p670
内藤 誼人（ないとう・よしひと）… 第二巻 p671
直居 由美里（なおい・ゆみり）… 第二巻 p671
永井 厚志（ながい・あつし）… 第二巻 p672
中井 邦尚（なかい・くにひさ）… 第二巻 p673
中井 浩一（なかい・こういち）… 第二巻 p673
永井 するみ（ながい・するみ）［本名］松本優子（まつもと・ゆうこ）… 第二巻 p673
中井 孝章（なかい・たかあき）… 第二巻 p674
中井 俊已（なかい・としみ）… 第二巻 p674
永井 知美（ながい・ともみ）… 第二巻 p675
中井 久夫（なかい・ひさお）… 第二巻 p675
中井 均（なかい・ひとし）… 第二巻 p676
永井 均（ながい・ひとし）… 第二巻 p676
永井 正夫（ながい・まさお）… 第二巻 p676
中井 政嗣（なかい・まさつぐ）… 第二巻 p677
永井 義男（ながい・よしお）［別名］相原晋（あいはら・しん）… 第二巻 p677
永石 一郎（ながいし・いちろう）… 第二巻 p678
永江 朗（ながえ・あきら）… 第二巻 p678
中江 克己（なかえ・かつみ）… 第二巻 p678
長尾 彰夫（ながお・あきお）… 第二巻 p679
長尾 一洋（ながお・かずひろ）… 第二巻 p679
長尾 和宏（ながお・かずひろ）… 第二巻 p679
中尾 健次（なかお・けんじ）… 第二巻 p680
長尾 高弘（ながお・たかひろ）… 第二巻 p681
仲尾 宏（なかお・ひろし）… 第二巻 p681
長尾 眞（ながお・まこと）… 第二巻 p681
永生 未来（ながお・みらい）⇒逢沢明（あいざわ・あきら）を見よ
長岡 栄（ながおか・さかえ）… 第二巻 p681
長岡 勝美（ながおか・まさみ）… 第二巻 p682
中上 紀（なかがみ・のり）… 第二巻 p682
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中川 幾郎（なかがわ・いくろう）［本名］中川幾郎（なかがわ・いくお）… 第二巻 p682
中川 和彦（なかがわ・かずひこ）… 第二巻 p683
中川 和宏（なかがわ・かずひろ）… 第二巻 p684
中川 恵一（なかがわ・けいいち）… 第二巻 p684
中川 浩一（なかがわ・こういち）… 第二巻 p685
中川 淳（なかがわ・じゅん）… 第二巻 p685
中川 淳司（なかがわ・じゅんじ）… 第二巻 p685
中川 昭一（なかがわ・しょういち）… 第二巻 p686
中川 聖一（なかがわ・せいいち）… 第二巻 p686
中川 恒彦（なかがわ・つねひこ）… 第二巻 p687
中川 右介（なかがわ・ゆうすけ）… 第二巻 p687
中川 昌郎（なかがわ・よしを）… 第二巻 p687
長倉 洋海（ながくら・ひろみ）… 第二巻 p688
長坂 寿久（ながさか・としひさ）… 第二巻 p688
永崎 一則（ながさき・かずのり）… 第二巻 p688
中里 融司（なかざと・ゆうじ）… 第二巻 p689
中沢 けい（なかざわ・けい）… 第二巻 p689
長沢 伸也（ながさわ・しんや）… 第二巻 p689
中沢 孝夫（なかざわ・たかお）… 第二巻 p690
長沢 利明（ながさわ・としあき）… 第二巻 p690
中澤 伸弘（なかざわ・のぶひろ）［別名］柿之舎（かきのや）… 第二巻 p691
中沢 満（なかざわ・みつる）［本名］中澤満（なかざわ・みつる）… 第二巻 p691
中島 梓（なかじま・あずさ）⇒栗本薫（くりもと・かおる）を見よ
長嶋 修（ながしま・おさむ）… 第二巻 p691
中島 紀一（なかじま・きいち）… 第二巻 p692
中島 茂（なかじま・しげる）… 第二巻 p692
長嶋 俊介（ながしま・しゅんすけ）… 第二巻 p693
中島 岳志（なかじま・たけし）… 第二巻 p693
中島 丈博（なかじま・たけひろ）… 第二巻 p694
中嶋 哲彦（なかじま・てつひこ）… 第二巻 p694
中嶋 英雄（なかじま・ひでお）… 第二巻 p695
中島 弘雅（なかじま・ひろまさ）… 第二巻 p696
中島 誠（なかしま・まこと）… 第二巻 p696
中嶋 真澄（なかじま・ますみ）… 第二巻 p696
中嶋 嶺雄（なかじま・みねお）… 第二巻 p697
中島 恵（なかじま・めぐみ）… 第二巻 p698
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中島 ゆう子（なかじま・ゆうこ）… 第二巻 p698
中島 豊（なかしま・ゆたか）… 第二巻 p699
中嶋 洋子（なかしま・ようこ）… 第二巻 p699
中島 義道（なかじま・よしみち）… 第二巻 p700
中島 らも（なかじま・らも）［本名］中島裕之（なかじま・ゆうし）… 第二巻 p700
長島 良三（ながしま・りょうぞう）… 第二巻 p701
中條 高徳（なかじょう・たかのり）… 第二巻 p701
中城 康彦（なかじょう・やすひこ）… 第二巻 p701
永瀬 隼介（ながせ・しゅんすけ）… 第二巻 p702
長瀬 荘一（ながせ・そういち）… 第二巻 p702
中曽根 康弘（なかそね・やすひろ）… 第二巻 p702
長薗 安浩（ながぞの・やすひろ）… 第二巻 p703
永田 和宏（ながた・かずひろ）… 第二巻 p703
永田 一八（ながた・かずや）… 第二巻 p703
永田 勝太郎（ながた・かつたろう）… 第二巻 p703
仲田 紀夫（なかだ・のりお）… 第二巻 p704
永田 真（ながた・まこと）… 第二巻 p704
中田 雅彦（なかた・まさひこ）… 第二巻 p705
長田 美穂（ながた・みほ）… 第二巻 p705
永田 靖（ながた・やすし）… 第二巻 p706
中台 忠信（なかだい・ただのぶ）… 第二巻 p706
中谷 彰宏（なかたに・あきひろ）… 第二巻 p707
仲谷 栄一郎（なかたに・えいいちろう）… 第二巻 p707
永谷 脩（ながたに・おさむ）… 第二巻 p707
中谷 彪（なかたに・かおる）… 第二巻 p708
中谷 義和（なかたに・よしかず）… 第二巻 p709
中津 孝司（なかつ・こうじ）… 第二巻 p709
中塚 幹也（なかつか・みきや）… 第二巻 p710
中務 哲郎（なかつかさ・てつお）… 第二巻 p710
長妻 昭（ながつま・あきら）… 第二巻 p711
中留 武昭（なかどめ・たけあき）… 第二巻 p711
長友 千代治（ながとも・ちよじ）… 第二巻 p712
中西 功（なかにし・いさお）… 第二巻 p712
中西 準子（なかにし・じゅんこ）… 第二巻 p712
中西 進（なかにし・すすむ）… 第二巻 p713
中西 輝政（なかにし・てるまさ）… 第二巻 p714
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中西 弘樹（なかにし・ひろき）… 第二巻 p714
中西 裕（なかにし・ゆたか）… 第二巻 p714
なかにし 礼（なかにし・れい）… 第二巻 p715
長沼 健（ながぬま・けん）… 第二巻 p715
長沼 毅（ながぬま・たけし）… 第二巻 p715
中野 明正（なかの・あきまさ）… 第二巻 p715
中野 明（なかの・あきら）… 第二巻 p716
中野 加都子（なかの・かずこ）… 第二巻 p717
中野 京子（なかの・きょうこ）… 第二巻 p717
中野 幸一（なかの・こういち）… 第二巻 p718
中野 孝次（なかの・こうじ）… 第二巻 p718
長野 茂（ながの・しげる）… 第二巻 p719
永野 順一（ながの・じゅんいち）… 第二巻 p719
中野 東禅（なかの・とうぜん）… 第二巻 p719
長野 智子（ながの・ともこ）… 第二巻 p720
中野 晴行（なかの・はるゆき）… 第二巻 p720
長野 秀幸（ながの・ひでゆき）… 第二巻 p721
中野 不二男（なかの・ふじお）… 第二巻 p721
中野 雅至（なかの・まさし）… 第二巻 p721
長野 まゆみ（ながの・まゆみ）… 第二巻 p722
中野 三敏（なかの・みつとし）… 第二巻 p722
中野 美代子（なかの・みよこ）… 第二巻 p723
中野 良平（なかの・りょうへい）… 第二巻 p723
中畑 貴雄（なかはた・たかお）… 第二巻 p723
中林 正雄（なかばやし・まさお）… 第二巻 p724
永原 慶二（ながはら・けいじ）… 第二巻 p725
中原 圭介（なかはら・けいすけ）… 第二巻 p725
中原 淳（なかはら・じゅん）… 第二巻 p725
中原 尚哉（なかはら・なおや）… 第二巻 p726
中原 道夫（なかはら・みちお）… 第二巻 p726
中原 保裕（なかはら・やすひろ）… 第二巻 p726
仲正 昌樹（なかまさ・まさき）… 第二巻 p727
中町 誠（なかまち・まこと）… 第二巻 p727
中丸 薫（なかまる・かおる）… 第二巻 p728
長嶺 貴一（ながみね・きいち）… 第二巻 p728
中村 明（なかむら・あきら）… 第二巻 p729
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中村 粲（なかむら・あきら）… 第二巻 p729
中村 征夫（なかむら・いくお）… 第二巻 p729
中村 伊知哉（なかむら・いちや）… 第二巻 p729
中村 うさぎ（なかむら・うさぎ）［本名］中村典子（なかむら・のりこ）… 第二巻 p730
中村 修（なかむら・おさむ）… 第二巻 p730
中村 修（なかむら・おさむ）… 第二巻 p730
中村 和恵（なかむら・かずえ）… 第二巻 p731
中村 勝範（なかむら・かつのり）… 第二巻 p732
中村 敬（なかむら・けい）… 第二巻 p732
中村 桂子（なかむら・けいこ）… 第二巻 p733
中村 圭吾（なかむら・けいご）… 第二巻 p733
中村 圭志（なかむら・けいし）… 第二巻 p734
中村 元一（なかむら・げんいち）… 第二巻 p734
中村 健二（なかむら・けんじ）… 第二巻 p735
中村 茂弘（なかむら・しげひろ）… 第二巻 p736
中村 純（なかむら・じゅん）… 第二巻 p736
中村 純（なかむら・じゅん）… 第二巻 p737
中村 清吾（なかむら・せいご）… 第二巻 p737
中村 妙子（なかむら・たえこ）… 第二巻 p738
中村 隆之（なかむら・たかゆき）… 第二巻 p738
中村 民雄（なかむら・たみお）… 第二巻 p739
中村 忠一（なかむら・ちゅういち）… 第二巻 p739
中村 努（なかむら・つとむ）… 第二巻 p740
中村 哲（なかむら・てつ）… 第二巻 p740
中村 英夫（なかむら・ひでお）… 第二巻 p741
中村 紘子（なかむら・ひろこ）… 第二巻 p741
中村 浩（なかむら・ひろし）… 第二巻 p742
中村 文昭（なかむら・ふみあき）… 第二巻 p742
中村 文彦（なかむら・ふみひこ）… 第二巻 p743
中村 勉（なかむら・べん）… 第二巻 p743
中村 正明（なかむら・まさあき）… 第二巻 p744
中村 昌弘（なかむら・まさひろ）… 第二巻 p744
中村 美知子（なかむら・みちこ）… 第二巻 p745
中村 稔（なかむら・みのる）… 第二巻 p745
中村 宗悦（なかむら・むねよし）… 第二巻 p746
中村 靖彦（なかむら・やすひこ）… 第二巻 p746
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中村 安秀（なかむら・やすひで）… 第二巻 p746
中村 幸弘（なかむら・ゆきひろ）… 第二巻 p747
中村 吉伸（なかむら・よしのぶ）… 第二巻 p748
中村 慈美（なかむら・よしみ）… 第二巻 p748
中村 隆一（なかむら・りゅういち）… 第二巻 p749
中村 亮介（なかむら・りょうすけ）… 第二巻 p749
中村 廉平（なかむら・れんぺい）… 第二巻 p749
中本 繁実（なかもと・しげみ）… 第二巻 p750
中本 千晶（なかもと・ちあき）… 第二巻 p750
永守 重信（ながもり・しげのぶ）… 第二巻 p750
中矢 伸一（なかや・しんいち）… 第二巻 p751
中舎 寛樹（なかや・ひろき）… 第二巻 p751
中山 研一（なかやま・けんいち）［本名］乾研一（いぬい・けんいち）… 第二巻 p752
中山 健（なかやま・たけし）… 第二巻 p752
中山 千夏（なかやま・ちなつ）… 第二巻 p753
永山 久夫（ながやま・ひさお）… 第二巻 p753
中山 正夫（なかやま・まさお）… 第二巻 p754
長山 靖生（ながやま・やすお）［本名］長山裕一（ながやま・ゆういち）… 第二巻 p754
中山 康樹（なかやま・やすき）… 第二巻 p754
南木 佳士（なぎ・けいし）… 第二巻 p755
なぎら 健壱（なぎら・けんいち）… 第二巻 p755
南雲 春己（なぐも・はるき）⇒南雲治嘉（なぐも・はるよし）を見よ
南雲 治嘉（なぐも・はるよし）［別名］南雲春己（なぐも・はるき）… 第二巻 p755
南雲 吉則（なぐも・よしのり）… 第二巻 p755
名郷 直樹（なごう・なおき）… 第二巻 p756
名越 健郎（なごし・けんろう）… 第二巻 p756
名児耶 明（なごや・あきら）… 第二巻 p757
梨屋 アリエ（なしや・ありえ）… 第二巻 p757
奈須 正裕（なす・まさひろ）… 第二巻 p757
那須 正幹（なす・まさもと）… 第二巻 p758
那須田 淳（なすだ・じゅん）… 第二巻 p759
那須田 務（なすだ・つとむ）… 第二巻 p759
なだ いなだ［本名］堀内秀（ほりうち・しげる）… 第二巻 p759
夏井 高人（なつい・たかと）… 第二巻 p760
夏川 賀央（なつかわ・がお）… 第二巻 p760
夏樹 静子（なつき・しずこ）［本名］出光静子（いでみつ・しずこ）… 第二巻 p760
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夏目 房之介（なつめ・ふさのすけ）… 第二巻 p761
夏目 誠（なつめ・まこと）… 第二巻 p761
七尾 純（ななお・じゅん）［本名］伊藤喜郎 … 第二巻 p761
南淵 明宏（なぶち・あきひろ）… 第二巻 p762
鍋島 俊隆（なべしま・としたか）… 第二巻 p762
鍋田 周一（なべた・しゅういち）… 第二巻 p763
波形 克彦（なみかた・かつひこ）… 第二巻 p763
並木 雄二（なみき・ゆうじ）… 第二巻 p763
波平 恵美子（なみひら・えみこ）… 第二巻 p764
並松 信久（なみまつ・のぶひさ）… 第二巻 p764
行方 昭夫（なめかた・あきお）… 第二巻 p765
奈良 信雄（なら・のぶお）… 第二巻 p765
奈良 康明（なら・やすあき）… 第二巻 p766
成田 康子（なりた・やすこ）… 第二巻 p766
成田 龍一（なりた・りゅういち）… 第二巻 p767
成毛 真（なるけ・まこと）… 第二巻 p767
成瀬 雅春（なるせ・まさはる）… 第二巻 p768
鳴海 章（なるみ・しょう）… 第二巻 p768
名和 小太郎（なわ・こたろう）… 第二巻 p769
名和 豊春（なわ・とよはる）… 第二巻 p769
縄田 一男（なわた・かずお）… 第二巻 p770
南条 竹則（なんじょう・たけのり）… 第二巻 p770
南原 幹雄（なんばら・みきお）… 第二巻 p770

【に】
新川 達郎（にいかわ・たつろう）… 第三巻 p1
新津 きよみ（にいつ・きよみ）［本名］折原清美（おりはら・きよみ）… 第三巻 p1
新浪 剛史（にいなみ・たけし）… 第三巻 p2
新実 彰男（にいみ・あきお）… 第三巻 p2
二木 芳人（にき・よしひと）… 第三巻 p3
西 修（にし・おさむ）… 第三巻 p3
西 正（にし・ただし）… 第三巻 p4
西 直美（にし・なおみ）… 第三巻 p4
西浦 敬信（にしうら・たかのぶ）… 第三巻 p5
西尾 幹二（にしお・かんじ）… 第三巻 p5
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西尾 成子（にしお・しげこ）… 第三巻 p6
西尾 敏彦（にしお・としひこ）… 第三巻 p6
西尾 漠（にしお・ばく）［本名］柴邦生（しば・くにお）… 第三巻 p7
西尾 勝（にしお・まさる）… 第三巻 p7
西岡 秀三（にしおか・しゅうぞう）… 第三巻 p8
西岡 力（にしおか・つとむ）… 第三巻 p8
西海 賢二（にしがい・けんじ）… 第三巻 p9
西垣 通（にしがき・とおる）… 第三巻 p10
西蔭 浩子（にしかげ・ひろこ）… 第三巻 p10
西川 郁生（にしかわ・いくお）… 第三巻 p11
西川 潤（にしかわ・じゅん）… 第三巻 p11
西川 伸一（にしかわ・しんいち）… 第三巻 p12
西川 長夫（にしかわ・ながお）… 第三巻 p12
西川 隆範（にしかわ・りゅうはん）［本名］西川隆造（にしかわりゅうぞう）… 第三巻 p13
西木 正明（にしき・まさあき）… 第三巻 p13
西口 光一（にしぐち・こういち）… 第三巻 p13
西河内 靖泰（にしごうち・やすひろ）… 第三巻 p14
西澤 潤一（にしざわ・じゅんいち）… 第三巻 p15
西澤 隆（にしざわ・たかし）… 第三巻 p15
西澤 仁（にしざわ・ひとし）… 第三巻 p15
西田 昌司（にしだ・しょうじ）… 第三巻 p16
西田 典之（にしだ・のりゆき）… 第三巻 p16
西多 昌規（にしだ・まさき）… 第三巻 p16
西田 正憲（にしだ・まさのり）… 第三巻 p17
西田 勝（にしだ・まさる）… 第三巻 p18
西成 活裕（にしなり・かつひろ）… 第三巻 p18
西原 克成（にしはら・かつなり）… 第三巻 p19
西原 大輔（にしはら・だいすけ）… 第三巻 p19
西原 稔（にしはら・みのる）… 第三巻 p20
西平 直（にしひら・ただし）… 第三巻 p20
西部 邁（にしべ・すすむ）… 第三巻 p21
西間 三馨（にしま・さんけい）… 第三巻 p21
西村 明（にしむら・あきら）… 第三巻 p22
西村 朗（にしむら・あきら）… 第三巻 p22
西村 一郎（にしむら・いちろう）… 第三巻 p23
西村 惠信（にしむら・えしん）［別名］三余居（室號）… 第三巻 p23
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西村 和雄（にしむら・かずお）… 第三巻 p24
西村 和子（にしむら・かずこ）… 第三巻 p25
西村 賢太（にしむら・けんた）… 第三巻 p25
西村 甲（にしむら・こう）… 第三巻 p25
西村 浩一（にしむら・こういち）… 第三巻 p26
西村 寿行（にしむら・じゅこう）［本名］西村寿行（にしむら・としゆき）… 第三巻 p26
西村 淳（にしむら・じゅん）… 第三巻 p27
西村 進（にしむら・すすむ）… 第三巻 p27
西村 秀一（にしむら・ひでかず）… 第三巻 p28
西村 幸夫（にしむら・ゆきお）… 第三巻 p28
西村 ユミ（にしむら・ゆみ）… 第三巻 p29
西村 良二（にしむら・りょうじ）… 第三巻 p29
西本 鶏介（にしもと・けいすけ）［本名］西本敬介（にしもと・けいすけ）… 第三巻 p30
西本 憲弘（にしもと・のりひろ）… 第三巻 p30
西山 昭彦（にしやま・あきひこ）… 第三巻 p31
西山 茂（にしやま・しげる）… 第三巻 p31
西山 雄二（にしやま・ゆうじ）… 第三巻 p32
西山 芳喜（にしやま・よしき）… 第三巻 p32
西脇 剛史（にしわき・つよし）… 第三巻 p33
二宮 克美（にのみや・かつみ）… 第三巻 p33
二宮 周平（にのみや・しゅうへい）… 第三巻 p34
二宮 清純（にのみや・せいじゅん）… 第三巻 p34
仁平 勝（にひら・まさる）… 第三巻 p34
二瓶 弘行（にへい・ひろゆき）… 第三巻 p34
二村 悟（にむら・さとる）… 第三巻 p35
楡井 浩一（にれい・こういち）［本名］東江一紀（あがりえかずき）… 第三巻 p36
丹羽 哲夫（にわ・てつお）… 第三巻 p36
丹羽 徹（にわ・とおる）… 第三巻 p36
丹羽 春喜（にわ・はるき）… 第三巻 p36
丹羽 文生（にわ・ふみお）… 第三巻 p37
丹羽 基二（にわ・もとじ）… 第三巻 p37
庭田 範秋（にわた・のりあき）… 第三巻 p37

【ぬ】
額賀 信（ぬかが・まこと）… 第三巻 p38
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沼野 充義（ぬまの・みつよし）… 第三巻 p38

【ね】
根井 雅弘（ねい・まさひろ）… 第三巻 p39
根岸 哲（ねぎし・あきら）… 第三巻 p39
根来 龍之（ねごろ・たつゆき）… 第三巻 p40
ねじめ 正一（ねじめ・しょういち）… 第三巻 p40
根間 弘海（ねま・ひろみ）… 第三巻 p41
根本 彰（ねもと・あきら）… 第三巻 p41
根本 敬（ねもと・けい）… 第三巻 p42
根本 孝（ねもと・たかし）… 第三巻 p42
根本 忠明（ねもと・ただあき）… 第三巻 p43
根本 直子（ねもと・なおこ）… 第三巻 p43
根本 浩（ねもと・ひろし）… 第三巻 p44

【の】
野井 真吾（のい・しんご）… 第三巻 p44
野内 良三（のうち・りょうぞう）… 第三巻 p45
野家 啓一（のえ・けいいち）… 第三巻 p45
野上 暁（のがみ・あきら）［本名］上野明雄（うえの・あきお）… 第三巻 p46
野口 旭（のぐち・あさひ）… 第三巻 p46
野口 健（のぐち・けん）… 第三巻 p47
野口 卓（のぐち・たかし）… 第三巻 p47
野口 武悟（のぐち・たけのり）… 第三巻 p47
野口 哲典（のぐち・てつのり）… 第三巻 p48
野口 智雄（のぐち・ともお）… 第三巻 p48
野口 悠紀雄（のぐち・ゆきお）… 第三巻 p49
野口 善令（のぐち・よしのり）… 第三巻 p49
野坂 昭如（のさか・あきゆき）… 第三巻 p49
野崎 昭弘（のざき・あきひろ）… 第三巻 p50
野崎 歓（のざき・かん）… 第三巻 p50
野崎 浩成（のざき・ひろなり）… 第三巻 p51
野崎 洋光（のざき・ひろみつ）… 第三巻 p51
野崎 六助（のざき・ろくすけ）… 第三巻 p52
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野沢 尚（のざわ・ひさし）… 第三巻 p52
野澤 正充（のざわ・まさみち）… 第三巻 p53
野嶋 剛（のじま・つよし）… 第三巻 p53
野尻 哲史（のじり・さとし）… 第三巻 p53
野尻 晋一（のじり・しんいち）… 第三巻 p54
能勢 伸之（のせ・のぶゆき）… 第三巻 p55
野添 憲治（のぞえ・けんじ）［本名］山田市右エ門（やまだ・いちえもん）… 第三巻 p55
野田 聖子（のだ・せいこ）… 第三巻 p56
野田 尚昭（のだ・なおあき）… 第三巻 p56
野田 秀樹（のだ・ひでき）… 第三巻 p57
野田 正彰（のだ・まさあき）… 第三巻 p57
野田 昌宏（のだ・まさひろ）［本名］野田宏一郎（のだ・こういちろう）… 第三巻 p57
野出 孝一（ので・こういち）… 第三巻 p57
野中 猛（のなか・たけし）… 第三巻 p57
野中 柊（のなか・ひいらぎ）… 第三巻 p58
野中 誠（のなか・まこと）… 第三巻 p58
野中 陽一（のなか・よういち）… 第三巻 p59
乃南 アサ（のなみ・あさ）… 第三巻 p59
野浪 まこと（のなみ・まこと）… 第三巻 p59
野原 茂（のはら・しげる）… 第三巻 p60
信岡 誠治（のぶおか・せいじ）… 第三巻 p60
信田 さよ子（のぶた・さよこ）… 第三巻 p61
昇 秀樹（のぼる・ひでき）… 第三巻 p61
野間 晴雄（のま・はるお）… 第三巻 p61
野間口 兼政（のまぐち・かねまさ）… 第三巻 p62
野村 克也（のむら・かつや）… 第三巻 p62
野村 喜和夫（のむら・きわお）… 第三巻 p62
野村 健太郎（のむら・けんたろう）… 第三巻 p63
野村 修也（のむら・しゅうや）… 第三巻 p64
野村 進（のむら・すすむ）… 第三巻 p64
野村 豊弘（のむら・とよひろ）… 第三巻 p65
野村 秀敏（のむら・ひでとし）… 第三巻 p65
野村 正樹（のむら・まさき）… 第三巻 p66
野本 寛一（のもと・かんいち）… 第三巻 p66
野本 三吉（のもと・さんきち）［本名］加藤彰彦（かとう・あきひこ）… 第三巻 p67
野山 嘉正（のやま・かしょう）… 第三巻 p67
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法月 綸太郎（のりずき・りんたろう）… 第三巻 p67
則次 俊郎（のりつぐ・としろう）… 第三巻 p67
野呂 芳文（のろ・よしぶみ）… 第三巻 p68

【は】
芳賀 徹（はが・とおる）… 第三巻 p69
萩野 浩（はぎの・ひろし）… 第三巻 p69
萩原 俊哉（はぎはら・としや）… 第三巻 p70
萩谷 由喜子（はぎや・ゆきこ）… 第三巻 p70
萩原 一郎（はぎわら・いちろう）… 第三巻 p71
萩原 伸次郎（はぎわら・しんじろう）… 第三巻 p72
萩原 睦幸（はぎわら・むつゆき）… 第三巻 p72
箱田 裕司（はこだ・ゆうじ）… 第三巻 p73
間 顕次（はざま・けんじ）［本名］末岡浩一（すえおか・こういち）… 第三巻 p73
羽佐間 正雄（はざま・まさお）… 第三巻 p74
橋口 侯之介（はしぐち・こうのすけ）… 第三巻 p74
橋爪 紳也（はしずめ・しんや）… 第三巻 p74
橋爪 誠（はしずめ・まこと）… 第三巻 p75
橋爪 大三郎（はしづめ・だいさぶろう）… 第三巻 p75
橋本 治（はしもと・おさむ）… 第三巻 p76
橋本 和明（はしもと・かずあき）… 第三巻 p76
橋本 公雄（はしもと・きみお）… 第三巻 p77
橋本 佐由理（はしもと・さゆり）… 第三巻 p78
橋本 淳司（はしもと・じゅんじ）… 第三巻 p78
橋本 真一（はしもと・しんいち）… 第三巻 p78
橋本 隆（はしもと・たかし）… 第三巻 p79
橋本 努（はしもと・つとむ）… 第三巻 p79
橋本 直己（はしもと・なおき）… 第三巻 p80
橋本 直樹（はしもと・なおき）… 第三巻 p80
橋本 紀子（はしもと・のりこ）… 第三巻 p81
橋本 久義（はしもと・ひさよし）… 第三巻 p81
橋本 博之（はしもと・ひろゆき）… 第三巻 p82
橋本 正明（はしもと・まさあき）… 第三巻 p82
橋本 学（はしもと・まなぶ）… 第三巻 p83
橋本 雄一（はしもと・ゆういち）… 第三巻 p84
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橋元 良明（はしもと・よしあき）… 第三巻 p84
蓮池 薫（はすいけ・かおる）… 第三巻 p85
はづき 虹映（はずき・こうえい）… 第三巻 p85
蓮実 香佑（はすみ・こうすけ）⇒稲垣栄洋（いながき・ひでひろ）を見よ
馳 星周（はせ・せいしゅう）… 第三巻 p85
長谷 正人（はせ・まさと）… 第三巻 p85
長谷川 晃（はせがわ・あきら）… 第三巻 p86
長谷川 郁夫（はせがわ・いくお）… 第三巻 p87
長谷川 修（はせがわ・おさむ）… 第三巻 p87
長谷川 櫂（はせがわ・かい）… 第三巻 p88
長谷川 和夫（はせがわ・かずお）… 第三巻 p88
長谷川 慶太郎（はせがわ・けいたろう）… 第三巻 p88
長谷川 聡（はせがわ・さとし）… 第三巻 p89
長谷川 茂男（はせがわ・しげお）… 第三巻 p89
長谷川 伸（はせがわ・しん）… 第三巻 p90
長谷川 摂子（はせがわ・せつこ）… 第三巻 p91
長谷川 孝明（はせがわ・たかあき）… 第三巻 p91
長谷川 卓（はせがわ・たく）… 第三巻 p92
長谷川 健（はせがわ・たけし）… 第三巻 p92
長谷川 正（はせがわ・ただし）… 第三巻 p92
長谷川 俊明（はせがわ・としあき）… 第三巻 p93
長谷川 智子（はせがわ・ともこ）… 第三巻 p93
長谷川 博一（はせがわ・ひろかず）… 第三巻 p94
長谷川 宏（はせがわ・ひろし）… 第三巻 p94
長谷川 煕（はせがわ・ひろし）… 第三巻 p94
長谷川 三千子（はせがわ・みちこ）… 第三巻 p95
長谷川 洋三（はせがわ・ようぞう）… 第三巻 p95
長谷川 洋三（はせがわ・ようぞう）… 第三巻 p95
長谷部 浩（はせべ・ひろし）… 第三巻 p96
秦 郁彦（はた・いくひこ）… 第三巻 p96
秦 剛平（はた・ごうへい）… 第三巻 p97
羽田 詩津子（はた・しずこ）… 第三巻 p97
秦 建日子（はた・たけひこ）… 第三巻 p98
畑 正憲（はた・まさのり）… 第三巻 p98
畠山 重篤（はたけやま・しげあつ）… 第三巻 p98
畑島 喜久生（はたじま・きくお）… 第三巻 p99
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畑中 重光（はたなか・しげみつ）… 第三巻 p99
畑中 鐵丸（はたなか・てつまる）… 第三巻 p100
畠中 宗一（はたなか・むねかず）… 第三巻 p100
畑中 義雄（はたなか・よしお）… 第三巻 p101
畑中 美樹（はたなか・よしき）… 第三巻 p101
畑中 良輔（はたなか・りょうすけ）… 第三巻 p102
秦野 純一（はたの・じゅんいち）⇒三土修平（みつち・しゅうへい）を見よ
畑村 洋太郎（はたむら・ようたろう）… 第三巻 p102
蜂飼 耳（はちかい・みみ）… 第三巻 p103
蜂谷 涼（はちや・りょう）… 第三巻 p103
八田 進二（はった・しんじ）… 第三巻 p103
八田 達夫（はった・たつお）… 第三巻 p104
八田 靖史（はった・やすし）… 第三巻 p105
八藤 眞（はっとう・まこと）… 第三巻 p105
服部 育生（はっとり・いくお）… 第三巻 p106
服部 英治（はっとり・えいじ）… 第三巻 p107
服部 健一（はっとり・けんいち）… 第三巻 p107
服部 信司（はっとり・しんじ）… 第三巻 p108
服部 英雄（はっとり・ひでお）… 第三巻 p108
服部 万里子（はっとり・まりこ）… 第三巻 p108
服部 美佐子（はっとり・みさこ）… 第三巻 p109
服部 倫卓（はっとり・みちたか）… 第三巻 p110
服部 元史（はっとり・もとし）… 第三巻 p110
初見 健一（はつみ・けんいち）… 第三巻 p111
波頭 亮（はとう・りょう）… 第三巻 p111
鳩山 友紀夫（はとやま・ゆきお）［本名］鳩山由紀夫（はとやま・ゆきお）… 第三巻 p112
羽鳥 徳太郎（はとり・とくたろう）… 第三巻 p112
花岡 一雄（はなおか・かずお）… 第三巻 p113
花岡 信昭（はなおか・のぶあき）… 第三巻 p113
花部 英雄（はなべ・ひでお）… 第三巻 p114
花家 圭太郎（はなや・けいたろう）［本名］村岡末男（むらおか・すえお）… 第三巻 p114
花山 多佳子（はなやま・たかこ）… 第三巻 p114
花輪 敏男（はなわ・としお）… 第三巻 p115
羽生 春夫（はにゅう・はるお）… 第三巻 p115
羽根田 治（はねだ・おさむ）… 第三巻 p116
馬場 あき子（ばば・あきこ）… 第三巻 p116
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馬場 敬之（ばば・けいし）… 第三巻 p116
馬場 直子（ばば・なおこ）… 第三巻 p117
馬場 宏二（ばば・ひろじ）… 第三巻 p117
馬場 雄二（ばば・ゆうじ）… 第三巻 p118
馬場 錬成（ばば・れんせい）… 第三巻 p118
帚木 蓬生（ははきぎ・ほうせい）… 第三巻 p119
羽生 善治（はぶ・よしはる）… 第三巻 p119
浜 矩子（はま・のりこ）… 第三巻 p119
濱口 桂一郎（はまぐち・けいいちろう）… 第三巻 p119
浜口 直太（はまぐち・なおた）… 第三巻 p119
濱口 佳和（はまぐち・よしかず）… 第三巻 p120
浜田 和幸（はまだ・かずゆき）… 第三巻 p121
濱田 滋郎（はまだ・じろう）… 第三巻 p121
浜田 寿美男（はまだ・すみお）… 第三巻 p121
浜田 武士（はまだ・たけし）［本名］濱田武士（はまだ・たけし）… 第三巻 p121
浜田 博文（はまだ・ひろふみ）… 第三巻 p122
浜田 文人（はまだ・ふみひと）… 第三巻 p122
濱田 美里（はまだ・みさと）… 第三巻 p122
浜野 保樹（はまの・やすき）… 第三巻 p123
浜辺 陽一郎（はまべ・よういちろう）… 第三巻 p123
浜村 彰（はまむら・あきら）… 第三巻 p124
早川 勇（はやかわ・いさむ）… 第三巻 p124
早川 忠孝（はやかわ・ただたか）… 第三巻 p125
早坂 暁（はやさか・あきら）［本名］富田祥資（とみた・よしすけ）… 第三巻 p125
早坂 隆（はやさか・たかし）… 第三巻 p126
林 総（はやし・あつむ）［本名］林總（はやし・あつむ）… 第三巻 p126
林 えり子（はやし・えりこ）… 第三巻 p127
林 健太郎（はやし・けんたろう）… 第三巻 p127
林 聡（はやし・さとし）… 第三巻 p128
林 茂雄（はやし・しげお）… 第三巻 p128
林 純（はやし・じゅん）［別名］二木一白（ふたぎ・いっぱく）… 第三巻 p128
林 順治（はやし・じゅんじ）… 第三巻 p129
林 徳治（はやし・とくじ）… 第三巻 p129
林 俊夫（はやし・としお）… 第三巻 p130
林 直樹（はやし・なおき）… 第三巻 p130
林 仲宣（はやし・なかのぶ）… 第三巻 p131
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林 望（はやし・のぞむ）［別名］澤嶋優（さわしま・ゆう）… 第三巻 p132
林 上（はやし・のぼる）… 第三巻 p132
林 晴比古（はやし・はるひこ）… 第三巻 p133
林 宏昭（はやし・ひろあき）… 第三巻 p133
林 弘子（はやし・ひろこ）… 第三巻 p133
林 文子（はやし・ふみこ）… 第三巻 p134
林 正人（はやし・まさひと）… 第三巻 p135
林 真理子（はやし・まりこ）… 第三巻 p136
林 康史（はやし・やすし）… 第三巻 p136
林 恭弘（はやし・やすひろ）… 第三巻 p136
林 𣳾史（はやし・やすふみ）… 第三巻 p137
林 優子（はやし・ゆうこ）… 第三巻 p138
林 裕子（はやし・ゆうこ）… 第三巻 p138
林 雄介（はやし・ゆうすけ）… 第三巻 p139
林 幸子（はやし・ゆきこ）… 第三巻 p139
林 豊（はやし・ゆたか）… 第三巻 p139
林 洋子（はやし・ようこ）… 第三巻 p140
林 芳正（はやし・よしまさ）… 第三巻 p140
林家 正蔵（9代目）
（はやしや・しょうぞう）… 第三巻 p140
早瀬 利之（はやせ・としゆき）… 第三巻 p140
早野 誠治（はやの・せいじ）… 第三巻 p141
速水 融（はやみ・あきら）… 第三巻 p141
速水 健朗（はやみず・けんろう）… 第三巻 p141
葉養 正明（はよう・まさあき）… 第三巻 p142
原 佳奈子（はら・かなこ）… 第三巻 p142
原 健二（はら・けんじ）… 第三巻 p143
原 宏一（はら・こういち）… 第三巻 p143
原 さとる（はら・さとる）⇒井原哲夫（いはら・てつお）を見よ
原 武史（はら・たけし）… 第三巻 p143
原 寿雄（はら・としお）［別名］小和田次郎（こわだ・じろー）… 第三巻 p144
原 久子（はら・ひさこ）… 第三巻 p144
原 仁（はら・ひとし）… 第三巻 p144
原 誠（はら・まこと）… 第三巻 p145
原 正紀（はら・まさのり）… 第三巻 p146
原 康夫（はら・やすお）… 第三巻 p146
原 由美子（はら・ゆみこ）… 第三巻 p147
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原 洋之介（はら・ようのすけ）… 第三巻 p147
原口 泉（はらぐち・いずみ）… 第三巻 p147
原口 一博（はらぐち・かずひろ）… 第三巻 p148
原口 尚彰（はらぐち・たかあき）… 第三巻 p148
原田 悦子（はらだ・えつこ）… 第三巻 p148
原田 敬一（はらだ・けいいち）… 第三巻 p149
原田 武夫（はらだ・たけお）… 第三巻 p149
原田 保（はらだ・たもつ）… 第三巻 p150
原田 智仁（はらだ・ともひと）… 第三巻 p150
原田 信男（はらだ・のぶお）… 第三巻 p151
原田 信之（はらだ・のぶゆき）… 第三巻 p152
原田 正純（はらだ・まさずみ）… 第三巻 p152
原田 実（はらだ・みのる）… 第三巻 p152
原田 宗彦（はらだ・むねひこ）… 第三巻 p153
原田 泰（はらだ・ゆたか）… 第三巻 p153
原山 建郎（はらやま・たつろう）… 第三巻 p154
針木 康雄（はりき・やすお）… 第三巻 p155
針間 克己（はりま・かつき）… 第三巻 p155
晴香 葉子（はるか・ようこ）… 第三巻 p156
春名 幹男（はるな・みきお）… 第三巻 p156
春山 真一郎（はるやま・しんいちろう）… 第三巻 p156
晴山 一穂（はれやま・かずほ）… 第三巻 p157
半田 正夫（はんだ・まさお）… 第三巻 p158
半藤 一利（はんどう・かずとし）… 第三巻 p158
板東 浩（ばんどう・ひろし）… 第三巻 p158
坂東 眞砂子（ばんどう・まさこ）… 第三巻 p159

【ひ】
樋泉 克夫（ひいずみ・かつお）… 第三巻 p159
日沖 健（ひおき・たけし）… 第三巻 p159
檜垣 實男（ひがき・じつお）… 第三巻 p160
日垣 隆（ひがき・たかし）… 第三巻 p161
檜垣 立哉（ひがき・たつや）… 第三巻 p161
東 直子（ひがし・なおこ）… 第三巻 p161
東国原 英夫（ひがしこくばる・ひでお）… 第三巻 p162
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疋田 智（ひきた・さとし）… 第三巻 p162
疋田 文明（ひきた・ふみあき）… 第三巻 p162
樋口 恵子（ひぐち・けいこ）… 第三巻 p162
樋口 覚（ひぐち・さとる）… 第三巻 p163
樋口 壯太郎（ひぐち・そうたろう）… 第三巻 p163
樋口 隆康（ひぐち・たかやす）… 第三巻 p164
樋口 直人（ひぐち・なおと）… 第三巻 p164
樋口 尚文（ひぐち・なおふみ）… 第三巻 p164
樋口 晴彦（ひぐち・はるひこ）… 第三巻 p165
樋口 裕一（ひぐち・ゆういち）… 第三巻 p165
樋口 有介（ひぐち・ゆうすけ）… 第三巻 p166
樋口 美雄（ひぐち・よしお）… 第三巻 p166
日暮 雅通（ひぐらし・まさみち）… 第三巻 p166
ピーコ … 第三巻 p167
火坂 雅志（ひさか・まさし）［本名］中川雅志（なかがわ・まさし）… 第三巻 p167
久田 恵（ひさだ・めぐみ）… 第三巻 p168
久恒 啓一（ひさつね・けいいち）… 第三巻 p168
久間 十義（ひさま・じゅうぎ）… 第三巻 p169
久松 健一（ひさまつ・けんいち）… 第三巻 p169
菱田 雅生（ひしだ・まさお）［別名］FPヒッシー … 第三巻 p169
菱沼 一夫（ひしぬま・かずお）… 第三巻 p170
菱沼 典子（ひしぬま・みちこ）… 第三巻 p171
日隅 一雄（ひずみ・かずお）… 第三巻 p171
日高 恒太朗（ひだか・こうたろう）［本名］日高盛久（ひだか・もりひさ）… 第三巻 p172
日高 哲郎（ひだか・てつろう）… 第三巻 p172
日高 敏隆（ひだか・としたか）… 第三巻 p172
秀 道広（ひで・みちひろ）… 第三巻 p173
一杉 正仁（ひとすぎ・まさひと）… 第三巻 p174
ビートたけし … 第三巻 p174
一松 信（ひとつまつ・しん）… 第三巻 p174
人見 剛（ひとみ・たけし）… 第三巻 p175
日野 秀逸（ひの・しゅういつ）… 第三巻 p176
日野 実（ひの・まこと）… 第三巻 p176
日野原 重明（ひのはら・しげあき）… 第三巻 p177
百束 比古（ひゃくそく・ひこ）… 第三巻 p177
日向 咲嗣（ひゅうが・さくじ）… 第三巻 p177
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平井 工（ひらい・たくみ）… 第三巻 p178
平出 隆（ひらいで・たかし）… 第三巻 p178
平岩 弓枝（ひらいわ・ゆみえ）… 第三巻 p178
平岡 敦（ひらおか・あつし）… 第三巻 p179
平岡 豊（ひらおか・しげる）… 第三巻 p179
平岡 敏夫（ひらおか・としお）… 第三巻 p180
平岡 正明（ひらおか・まさあき）… 第三巻 p180
平川 克美（ひらかわ・かつみ）… 第三巻 p181
平川 祐弘（ひらかわ・すけひろ）… 第三巻 p181
平川 南（ひらかわ・みなみ）… 第三巻 p182
平木 典子（ひらき・のりこ）… 第三巻 p182
平沢 勝栄（ひらさわ・かつえい）… 第三巻 p183
平嶋 宗（ひらしま・つかさ）… 第三巻 p183
平田 オリザ（ひらた・おりざ）… 第三巻 p183
平田 勝弘（ひらた・かつひろ）… 第三巻 p184
平田 幸一（ひらた・こういち）… 第三巻 p185
平田 剛士（ひらた・つよし）… 第三巻 p185
平田 俊子（ひらた・としこ）… 第三巻 p186
平田 直（ひらた・なおし）… 第三巻 p186
平田 昌弘（ひらた・まさひろ）… 第三巻 p186
平沼 赳夫（ひらぬま・たけお）… 第三巻 p187
平野 克己（ひらの・かつみ）… 第三巻 p187
平野 克己（ひらの・かつみ）… 第三巻 p188
平野 久美子（ひらの・くみこ）… 第三巻 p188
平野 啓一郎（ひらの・けいいちろう）… 第三巻 p189
平野 友朗（ひらの・ともあき）… 第三巻 p189
平野 真（ひらの・まこと）… 第三巻 p189
平野 裕子（ひらの・ゆうこ）… 第三巻 p190
平林 良人（ひらばやし・よしと）… 第三巻 p190
平原 史樹（ひらはら・ふみき）… 第三巻 p191
平間 洋一（ひらま・よういち）… 第三巻 p192
平松 茂雄（ひらまつ・しげお）… 第三巻 p192
平松 陽一（ひらまつ・よういち）… 第三巻 p193
平松 洋子（ひらまつ・ようこ）… 第三巻 p193
平山 郁夫（ひらやま・いくお）… 第三巻 p194
平山 瑞穂（ひらやま・みずほ）… 第三巻 p194
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平山 讓（ひらやま・ゆずる）… 第三巻 p194
ひろ さちや … 第三巻 p195
広井 良典（ひろい・よしのり）… 第三巻 p195
広岡 友紀（ひろおか・ゆき）… 第三巻 p195
弘兼 憲史（ひろかね・けんし）… 第三巻 p196
廣瀬 克哉（ひろせ・かつや）… 第三巻 p196
廣瀬 健二（ひろせ・けんじ）… 第三巻 p196
広瀬 滋之（ひろせ・しげゆき）… 第三巻 p197
廣瀬 淳子（ひろせ・じゅんこ）… 第三巻 p197
広瀬 隆（ひろせ・たかし）… 第三巻 p198
弘世 貴久（ひろせ・たかひさ）… 第三巻 p198
広瀬 立成（ひろせ・たちしげ）… 第三巻 p199
廣瀬 輝夫（ひろせ・てるお）… 第三巻 p200
広瀬 義州（ひろせ・よしくに）… 第三巻 p200
広田 照幸（ひろた・てるゆき）… 第三巻 p201
広渡 清吾（ひろわたり・せいご）… 第三巻 p201

【ふ】
深井 智朗（ふかい・ともあき）… 第三巻 p202
深井 雅海（ふかい・まさうみ）… 第三巻 p202
深澤 真紀（ふかさわ・まき）… 第三巻 p202
深田 静夫（ふかだ・しずお）… 第三巻 p203
深田 祐介（ふかだ・ゆうすけ）［本名］深田雄輔（ふかだ・ゆうすけ）… 第三巻 p204
深野 有（ふかの・ゆう）⇒松坂健（まつざか・けん）を見よ
深堀 真由美（ふかぼり・まゆみ）… 第三巻 p205
深見 東州（ふかみ・とうしゅう）［本名］半田晴久（はんだ・はるひさ）［別名］戸渡阿見（と
と・あみ）… 第三巻 p205
深光 富士男（ふかみつ・ふじお）… 第三巻 p205
深谷 忠記（ふかや・ただき）［本名］深谷忠記（ふかや・ただのり）… 第三巻 p206
福井 栄一（ふくい・えいいち）… 第三巻 p206
福井 一成（ふくい・かずしげ）… 第三巻 p207
福井 正明（ふくい・まさあき）… 第三巻 p207
福岡 秀興（ふくおか・ひでおき）… 第三巻 p207
福澤 徹三（ふくざわ・てつぞう）… 第三巻 p208
福島 英（ふくしま・えい）… 第三巻 p208
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福島 正人（ふくしま・まさと）… 第三巻 p208
福島 瑞穂（ふくしま・みずほ）… 第三巻 p209
福島 泰樹（ふくしま・やすき）… 第三巻 p209
福嶋 義光（ふくしま・よしみつ）… 第三巻 p209
福嶋 亮大（ふくしま・りょうた）… 第三巻 p210
福田 晃（ふくだ・あきら）… 第三巻 p210
福田 晃（ふくだ・あきら）… 第三巻 p211
福田 郁雄（ふくた・いくお）… 第三巻 p211
福田 和也（ふくだ・かずや）… 第三巻 p212
福田 恵一（ふくだ・けいいち）… 第三巻 p212
福田 淳（ふくだ・じゅん）… 第三巻 p212
福田 遵（ふくだ・じゅん）… 第三巻 p213
福田 淳子（ふくだ・じゅんこ）… 第三巻 p213
福田 純子（ふくだ・じゅんこ）… 第三巻 p213
福田 毅（ふくだ・たけし）… 第三巻 p214
福田 健（ふくだ・たけし）… 第三巻 p214
福田 千鶴（ふくだ・ちづる）… 第三巻 p215
福田 徹（ふくだ・とおる）… 第三巻 p215
福田 稔（ふくだ・みのる）… 第三巻 p215
福田 豊（ふくだ・ゆたか）… 第三巻 p216
福田 佳之（ふくだ・よしゆき）… 第三巻 p216
福田 善之（ふくだ・よしゆき）［本名］鴻巣泰三（こうのす・たいぞう）… 第三巻 p217
福田 里香（ふくだ・りか）… 第三巻 p217
福土 審（ふくど・しん）… 第三巻 p217
服藤 早苗（ふくとう・さなえ）［本名］江村早苗（えむら・さなえ）… 第三巻 p218
福留 強（ふくとめ・つよし）… 第三巻 p218
福永 哲夫（ふくなが・てつお）… 第三巻 p219
福永 肇（ふくなが・はじめ）… 第三巻 p220
福永 正明（ふくなが・まさあき）… 第三巻 p220
福野 礼一郎（ふくの・れいいちろう）… 第三巻 p221
福原 俊一（ふくはら・しゅんいち）… 第三巻 p221
福原 義春（ふくはら・よしはる）… 第三巻 p222
復本 一郎（ふくもと・いちろう）［別名］復本鬼ケ城（ふくもと・おにがじょう）
・俳号 … 第三
巻 p222
復本 鬼ケ城（ふくもと・おにがじょう）⇒復本一郎（ふくもと・いちろう）を見よ
藤 慶之（ふじ・よしゆき）… 第三巻 p223
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藤井 孝一（ふじい・こういち）… 第三巻 p223
藤井 貞和（ふじい・さだかず）… 第三巻 p223
藤井 聡（ふじい・さとし）… 第三巻 p224
藤井 省三（ふじい・しょうぞう）… 第三巻 p224
藤井 誠二（ふじい・せいじ）… 第三巻 p225
藤井 建夫（ふじい・たてお）… 第三巻 p225
藤井 千春（ふじい・ちはる）… 第三巻 p226
藤井 英彦（ふじい・ひでひこ）… 第三巻 p226
藤井 康生（ふじい・やすなり）… 第三巻 p227
藤井 良広（ふじい・よしひろ）… 第三巻 p227
藤江 俊彦（ふじえ・としひこ）… 第三巻 p228
藤枝 憲二（ふじえだ・けんじ）… 第三巻 p228
藤生 明（ふじお・あきら）［本名］藤生明（ふじう・あきら）… 第三巻 p229
藤岡 淳子（ふじおか・じゅんこ）… 第三巻 p229
藤垣 元治（ふじがき・もとはる）… 第三巻 p230
藤掛 英夫（ふじかけ・ひでお）… 第三巻 p231
藤川 鉄馬（ふじかわ・てつま）… 第三巻 p231
藤川 太（ふじかわ・ふとし）… 第三巻 p231
藤川 洋子（ふじかわ・ようこ）… 第三巻 p232
伏木 亨（ふしき・とおる）… 第三巻 p233
藤木 稟（ふじき・りん）… 第三巻 p233
Ａ（ふじこ・ふじおえい）
藤子 不二雄°
［本名］安孫子素雄（あびこ・もとお）… 第三巻 p233

藤沢 周（ふじさわ・しゅう）… 第三巻 p233
藤沢 秀行（ふじさわ・ひでゆき）［本名］藤沢保（ふじさわ・たもつ）… 第三巻 p234
藤沢 優月（ふじさわ・ゆづき）… 第三巻 p234
藤嶋 昭（ふじしま・あきら）… 第三巻 p235
藤島 一郎（ふじしま・いちろう）… 第三巻 p235
藤末 健三（ふじすえ・けんぞう）… 第三巻 p236
藤田 英一（ふじた・えいいち）… 第三巻 p236
藤田 英時（ふじた・えいじ）… 第三巻 p236
藤田 桂一（ふじた・けいいち）… 第三巻 p237
藤田 紘一郎（ふじた・こういちろう）… 第三巻 p238
藤田 吾郎（ふじた・ごろう）… 第三巻 p238
藤田 覚（ふじた・さとる）… 第三巻 p239
藤田 晋（ふじた・すすむ）… 第三巻 p240
藤田 大介（ふじた・だいすけ）… 第三巻 p240
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藤田 千枝（ふじた・ちえ）… 第三巻 p240
藤田 晃之（ふじた・てるゆき）… 第三巻 p240
藤田 宙靖（ふじた・ときやす）… 第三巻 p241
藤田 友敬（ふじた・ともたか）… 第三巻 p241
藤田 徳人（ふじた・なるひと）… 第三巻 p242
藤田 浩子（ふじた・ひろこ）… 第三巻 p242
藤田 博司（ふじた・ひろし）… 第三巻 p242
藤田 昌久（ふじた・まさひさ）… 第三巻 p243
藤田 実（ふじた・みのる）… 第三巻 p243
藤田 稔（ふじた・みのる）… 第三巻 p244
藤田 稔（ふじた・みのる）… 第三巻 p245
藤田 宜永（ふじた・よしなが）… 第三巻 p245
藤田 烈（ふじた・れつ）… 第三巻 p245
藤谷 順子（ふじたに・じゅんこ）… 第三巻 p246
藤永 伸一（ふじなが・しんいち）… 第三巻 p246
藤波 重満（ふじなみ・しげみつ）… 第三巻 p247
藤野 千夜（ふじの・ちや）… 第三巻 p247
藤野 豊（ふじの・ゆたか）… 第三巻 p247
藤原 俊雄（ふじはら・としお）… 第三巻 p248
藤巻 幸夫（ふじまき・ゆきお）… 第三巻 p248
伏見 清秀（ふしみ・きよひで）… 第三巻 p249
藤村 邦（ふじむら・くに）⇒渡辺俊之（わたなべ・としゆき）を見よ
藤本 晃（ふじもと・あきら）［別名］藤本慈照（ふじもと・じしょう）… 第三巻 p250
藤本 義一（ふじもと・ぎいち）［本名］藤本義一（ふじもと・よしかず）… 第三巻 p250
藤本 健（ふじもと・けん）… 第三巻 p251
藤本 慈照（ふじもと・じしょう）⇒藤本晃（ふじもと・あきら）を見よ
藤本 哲也（ふじもと・てつや）［本名］藤本哲哉（ふじもと・てつや）… 第三巻 p251
藤本 ひとみ（ふじもと・ひとみ）… 第三巻 p252
藤森 克彦（ふじもり・かつひこ）… 第三巻 p252
藤森 敬也（ふじもり・けいや）… 第三巻 p252
藤森 隆郎（ふじもり・たかお）… 第三巻 p253
藤森 照信（ふじもり・てるのぶ）… 第三巻 p253
藤吉 秀昭（ふじよし・ひであき）… 第三巻 p253
藤原 伊織（ふじわら・いおり）［本名］藤原利一（ふじわら・としかず）… 第三巻 p254
藤原 帰一（ふじわら・きいち）… 第三巻 p254
藤原 作弥（ふじわら・さくや）… 第三巻 p254
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藤原 新也（ふじわら・しんや）… 第三巻 p255
藤原 智美（ふじわら・ともみ）… 第三巻 p255
藤原 緋沙子（ふじわら・ひさこ）… 第三巻 p256
藤原 正彦（ふじわら・まさひこ）… 第三巻 p256
藤原 正弘（ふじわら・まさひろ）… 第三巻 p256
藤原 美智子（ふじわら・みちこ）… 第三巻 p257
藤原 龍一郎（ふじわら・りゅういちろう）… 第三巻 p257
布施 知子（ふせ・ともこ）… 第三巻 p257
布施 直春（ふせ・なおはる）… 第三巻 p258
二木 一白（ふたぎ・いっぱく）⇒林純（はやし・じゅん）を見よ
双葉 十三郎（ふたば・じゅうざぶろう）［本名］小川一彦（おがわ・かずひこ）… 第三巻 p258
淵田 康之（ふちた・やすゆき）… 第三巻 p259
淵邊 善彦（ふちべ・よしひこ）… 第三巻 p259
船井 幸雄（ふない・ゆきお）… 第三巻 p260
船戸 与一（ふなど・よいち）［本名］原田建司（はらだ・けんじ）… 第三巻 p260
舩橋 晴俊（ふなばし・はるとし）… 第三巻 p261
船橋 洋一（ふなばし・よういち）… 第三巻 p261
船山 泰範（ふなやま・やすのり）… 第三巻 p262
布野 修司（ふの・しゅうじ）… 第三巻 p263
古井 貞煕（ふるい・さだおき）… 第三巻 p263
古井 由吉（ふるい・よしきち）… 第三巻 p264
古市 徹（ふるいち・とおる）… 第三巻 p265
古江 晋也（ふるえ・しんや）… 第三巻 p265
古川 治（ふるかわ・おさむ）… 第三巻 p266
古川 薫（ふるかわ・かおる）… 第三巻 p267
古川 隆久（ふるかわ・たかひさ）… 第三巻 p267
古川 俊治（ふるかわ・としはる）… 第三巻 p267
古川 日出男（ふるかわ・ひでお）… 第三巻 p268
古川 裕倫（ふるかわ・ひろのり）… 第三巻 p268
古川 福実（ふるかわ・ふくみ）… 第三巻 p269
古阪 秀三（ふるさか・しゅうぞう）… 第三巻 p269
古沢 広祐（ふるさわ・こうゆう）… 第三巻 p270
古庄 修（ふるしょう・おさむ）… 第三巻 p270
古荘 純一（ふるしょう・じゅんいち）… 第三巻 p271
古田 陽久（ふるた・はるひさ）… 第三巻 p271
古田 博司（ふるた・ひろし）［別名］喬木（きょうぼく）… 第三巻 p272

115

ふるた

人名総目次

古田 真美（ふるた・まみ）… 第三巻 p272
古田 亮（ふるた・りょう）… 第三巻 p273
古屋 真一郎（ふるや・しんいちろう）… 第三巻 p273
古谷 治子（ふるや・はるこ）［本名］倉持治子（くらもち・はるこ）… 第三巻 p274
不破 哲三（ふわ・てつぞう）［本名］上田建二郎（うえだ・けんじろう）… 第三巻 p274

【へ】
別府 哲（べっぷ・さとし）… 第三巻 p275
別宮 暖朗（べつみや・だんろう）… 第三巻 p275
別役 実（べつやく・みのる）… 第三巻 p276
辨野 義己（べんの・よしみ）… 第三巻 p276
辺見 じゅん（へんみ・じゅん）［本名］清水真弓（しみず・まゆみ）… 第三巻 p276
辺見 庸（へんみ・よう）… 第三巻 p276

【ほ】
保田 隆明（ほうだ・たかあき）… 第三巻 p277
法林 岳之（ほうりん・たかゆき）… 第三巻 p277
外 須美夫（ほか・すみお）… 第三巻 p277
保坂 和志（ほさか・かずし）… 第三巻 p278
保坂 修司（ほさか・しゅうじ）… 第三巻 p278
保坂 隆（ほさか・たかし）… 第三巻 p278
保坂 亨（ほさか・とおる）… 第三巻 p279
保坂 展人（ほさか・のぶと）… 第三巻 p280
保阪 正康（ほさか・まさやす）… 第三巻 p280
星 旦二（ほし・たんじ）… 第三巻 p281
星 浩（ほし・ひろし）… 第三巻 p281
星 亮一（ほし・りょういち）… 第三巻 p282
保科 英人（ほしな・ひでと）［別名］文化人 … 第三巻 p282
星野 富弘（ほしの・とみひろ）… 第三巻 p282
星野 紘（ほしの・ひろし）… 第三巻 p283
星野 豊（ほしの・ゆたか）… 第三巻 p283
星野 仁彦（ほしの・よしひこ）… 第三巻 p284
細川 道久（ほそかわ・みちひさ）… 第三巻 p284
細川 護煕（ほそかわ・もりひろ）… 第三巻 p285
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細川 隆一郎（ほそかわ・りゅういちろう）… 第三巻 p285
細野 助博（ほその・すけひろ）… 第三巻 p285
細野 真宏（ほその・まさひろ）… 第三巻 p286
細見 和之（ほそみ・かずゆき）… 第三巻 p287
細谷 功（ほそや・いさお）… 第三巻 p287
細谷 英二（ほそや・えいじ）… 第三巻 p287
細谷 龍男（ほそや・たつお）… 第三巻 p288
細谷 亮太（ほそや・りょうた）… 第三巻 p289
堀田 力（ほった・つとむ）… 第三巻 p289
堀田 知光（ほった・ともみつ）… 第三巻 p289
堀田 穣（ほった・ゆたか）… 第三巻 p290
穂村 弘（ほむら・ひろし）… 第三巻 p290
堀 勝洋（ほり・かつひろ）… 第三巻 p291
堀 公俊（ほり・きみとし）… 第三巻 p291
堀 紘一（ほり・こういち）… 第三巻 p292
堀 里子（ほり・さとこ）… 第三巻 p292
堀 真奈美（ほり・まなみ）… 第三巻 p293
堀 宗朗（ほり・むねお）… 第三巻 p294
堀井 秀之（ほりい・ひでゆき）… 第三巻 p294
堀井 啓幸（ほりい・ひろゆき）… 第三巻 p294
堀内 修（ほりうち・おさむ）… 第三巻 p295
堀江 貴文（ほりえ・たかふみ）… 第三巻 p296
堀江 珠喜（ほりえ・たまき）… 第三巻 p296
堀江 敏幸（ほりえ・としゆき）… 第三巻 p297
堀江 康煕（ほりえ・やすひろ）… 第三巻 p297
堀川 洋（ほりかわ・よう）… 第三巻 p298
堀切 実（ほりきり・みのる）… 第三巻 p298
堀口 逸子（ほりぐち・いつこ）… 第三巻 p298
堀越 哲美（ほりこし・てつみ）… 第三巻 p299
堀部 政男（ほりべ・まさお）… 第三巻 p299
本宮 佳典（ほんぐう・よしのり）… 第三巻 p300
本郷 尚（ほんごう・たかし）… 第三巻 p301
本郷 道夫（ほんごう・みちお）… 第三巻 p301
本郷 美則（ほんごう・よしのり）… 第三巻 p302
本庄 慧一郎（ほんじょう・けいいちろう）［本名］望田市郎（もちだ・いちろう）… 第三巻 p302
本田 有明（ほんだ・ありあけ）… 第三巻 p302
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本田 宏（ほんだ・ひろし）… 第三巻 p303
本多 弘之（ほんだ・ひろゆき）… 第三巻 p304
本田 雅一（ほんだ・まさかず）… 第三巻 p304
本田 靖春（ほんだ・やすはる）… 第三巻 p304
本間 昭（ほんま・あきら）… 第三巻 p304
本間 琢也（ほんま・たくや）… 第三巻 p305
本間 正人（ほんま・まさと）… 第三巻 p305
本間 正義（ほんま・まさよし）… 第三巻 p306

【ま】
前坂 俊之（まえさか・としゆき）… 第三巻 p306
前島 伸一郎（まえしま・しんいちろう）… 第三巻 p307
前田 昭雄（まえだ・あきお）… 第三巻 p308
前田 和男（まえだ・かずお）… 第三巻 p308
前田 謙二（まえだ・けんじ）… 第三巻 p309
前田 耕太郎（まえだ・こうたろう）… 第三巻 p309
前田 勉（まえだ・つとむ）… 第三巻 p309
前田 典子（まえだ・のりこ）… 第三巻 p310
前田 速夫（まえだ・はやお）… 第三巻 p310
まえだ ひさこ … 第三巻 p311
前田 浩（まえだ・ひろし）… 第三巻 p311
前田 雅之（まえだ・まさゆき）… 第三巻 p312
前野 隆司（まえの・たかし）… 第三巻 p312
前橋 明（まえはし・あきら）… 第三巻 p312
前原 誠司（まえはら・せいじ）… 第三巻 p313
牧 薩次（まき・さつじ）⇒辻真先（つじ・まさき）を見よ
牧 秀樹（まき・ひでき）… 第三巻 p313
牧 政治（まき・まさはる）… 第三巻 p313
真木 悠介（まき・ゆうすけ）⇒見田宗介（みた・むねすけ）を見よ
真木 芳助（まき・よしすけ）… 第三巻 p314
牧瀬 稔（まきせ・みのる）… 第三巻 p314
牧野 英二（まきの・えいじ）… 第三巻 p314
幕内 秀夫（まくうち・ひでお）… 第三巻 p315
幕田 魁心（まくた・かいしん）［本名］幕田隆（まくた・たかし）… 第三巻 p316
孫崎 享（まごさき・うける）… 第三巻 p316
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まさの あつこ［別名］政野淳子（まさの・あつこ）… 第三巻 p316
真島 伸一郎（まじま・しんいちろう）… 第三巻 p317
増山 均（ましやま・ひとし）… 第三巻 p317
増井 良啓（ますい・よしひろ）… 第三巻 p318
増尾 清（ますお・きよし）… 第三巻 p318
益川 敏英（ますかわ・としひで）… 第三巻 p319
益崎 裕章（ますざき・ひろあき）… 第三巻 p319
舛添 要一（ますぞえ・よういち）… 第三巻 p319
増田 明美（ますだ・あけみ）… 第三巻 p320
増田 悦佐（ますだ・えつすけ）… 第三巻 p320
増田 貴司（ますだ・たかし）… 第三巻 p321
増田 辰弘（ますだ・たつひろ）… 第三巻 p321
増田 寛也（ますだ・ひろや）… 第三巻 p322
増田 晶文（ますだ・まさふみ）… 第三巻 p322
増田 まゆみ（ますだ・まゆみ）… 第三巻 p323
益田 安良（ますだ・やすよし）… 第三巻 p323
増田 良介（ますだ・りょうすけ）… 第三巻 p323
枡野 浩一（ますの・こういち）… 第三巻 p324
枡野 俊明（ますの・しゅんみょう）… 第三巻 p324
増村 茂樹（ますむら・しげき）… 第三巻 p324
又吉 直樹（またよし・なおき）… 第三巻 p325
町沢 静夫（まちざわ・しずお）… 第三巻 p325
町田 康（まちだ・こう）… 第三巻 p325
町田 忍（まちだ・しのぶ）… 第三巻 p325
松井 晃（まつい・あきら）… 第三巻 p326
松井 三郎（まつい・さぶろう）［別名］松井三郎浄道（まつい・さぶろうじょうどう）… 第三巻 p327
松井 大助（まつい・だいすけ）… 第三巻 p327
松井 孝典（まつい・たかふみ）… 第三巻 p328
松井 隆幸（まつい・たかゆき）… 第三巻 p329
松井 孝嘉（まつい・たかよし）… 第三巻 p329
松井 秀喜（まつい・ひでき）… 第三巻 p329
松井 幹夫（まつい・みきお）… 第三巻 p329
松井 道夫（まつい・みちお）… 第三巻 p330
松井 豊（まつい・ゆたか）… 第三巻 p330
松井 亮輔（まつい・りょうすけ）… 第三巻 p330
松浦 常夫（まつうら・つねお）… 第三巻 p331
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松浦 寿輝（まつうら・ひさき）… 第三巻 p331
松浦 雅人（まつうら・まさと）… 第三巻 p331
松浦 將行（まつうら・まさゆき）… 第三巻 p332
松尾 昭仁（まつお・あきひと）… 第三巻 p333
松尾 健治（まつお・けんじ）… 第三巻 p333
松尾 剛次（まつお・けんじ）… 第三巻 p333
松尾 スズキ（まつお・すずき）… 第三巻 p334
松尾 弘（まつお・ひろし）… 第三巻 p334
松尾 瑞穂（まつお・みずほ）［本名］澤田瑞穂（さわだ・みずほ）… 第三巻 p335
松岡 享子（まつおか・きょうこ）… 第三巻 p335
松岡 圭祐（まつおか・けいすけ）… 第三巻 p336
松岡 修造（まつおか・しゅうぞう）… 第三巻 p336
松岡 正剛（まつおか・せいごう）… 第三巻 p337
松岡 昌幸（まつおか・まさゆき）… 第三巻 p337
松岡 隆（まつおか・りゅう）… 第三巻 p337
松川 実（まつかわ・みのる）… 第三巻 p338
松木 邦裕（まつき・くにひろ）… 第三巻 p338
松木 武彦（まつぎ・たけひこ）… 第三巻 p339
松隈 洋（まつくま・ひろし）… 第三巻 p340
松倉 耕作（まつくら・こうさく）… 第三巻 p340
松坂 健（まつざか・けん）［別名］深野有（ふかの・ゆう）… 第三巻 p340
松崎 隆司（まつざき・たかし）… 第三巻 p341
松崎 益徳（まつざき・ますのり）… 第三巻 p342
松沢 成文（まつざわ・しげふみ）… 第三巻 p342
松澤 信之（まつざわ・のぶゆき）… 第三巻 p342
松下 和夫（まつした・かずお）… 第三巻 p343
松下 圭一（まつした・けいいち）… 第三巻 p343
松下 年子（まつした・としこ）… 第三巻 p344
松下 博通（まつした・ひろみち）… 第三巻 p345
松下 満雄（まつした・みつお）… 第三巻 p345
松嶋 隆弘（まつしま・たかひろ）… 第三巻 p346
松島 泰勝（まつしま・やすかつ）… 第三巻 p346
松瀬 学（まつせ・まなぶ）… 第三巻 p346
松田 憲二（まつだ・けんじ）… 第三巻 p347
松田 聡（まつだ・さとし）… 第三巻 p348
松田 哲（まつだ・さとし）… 第三巻 p348
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松田 喬和（まつだ・たかかず）… 第三巻 p348
松田 崇弘（まつだ・たかひろ）… 第三巻 p349
松田 岳士（まつだ・たけし）… 第三巻 p350
松田 忠徳（まつだ・ただのり）… 第三巻 p350
松田 哲也（まつだ・てつや）… 第三巻 p350
松田 稔樹（まつだ・としき）… 第三巻 p351
松田 浩（まつだ・ひろし）… 第三巻 p351
松田 佳久（まつだ・よしひさ）… 第三巻 p352
松平 定知（まつだいら・さだとも）… 第三巻 p353
松平 盟子（まつだいら・めいこ）… 第三巻 p353
松竹 伸幸（まつたけ・のぶゆき）… 第三巻 p353
松永 佳世子（まつなが・かよこ）… 第三巻 p353
松永 修岳（まつなが・しゅうがく）… 第三巻 p354
松永 信雄（まつなが・のぶお）… 第三巻 p354
松永 暢史（まつなが・のぶふみ）… 第三巻 p354
松永 和紀（まつなが・わき）… 第三巻 p355
松野 守峰（まつの・しゅほう）… 第三巻 p355
松野 良一（まつの・りょういち）… 第三巻 p355
松葉 祥一（まつば・しょういち）… 第三巻 p356
松原 聡（まつばら・さとる）… 第三巻 p357
松原 茂樹（まつばら・しげき）… 第三巻 p357
松原 泰道（まつばら・たいどう）… 第三巻 p358
松原 斎樹（まつばら・なおき）… 第三巻 p358
松原 仁（まつばら・ひとし）… 第三巻 p359
松原 誠（まつばら・まこと）… 第三巻 p359
松原 正毅（まつばら・まさたけ）… 第三巻 p360
松原 洋平（まつばら・ようへい）［本名］島地純（しまじ・じゅん）… 第三巻 p360
松原 隆一郎（まつばら・りゅういちろう）… 第三巻 p360
松藤 保孝（まつふじ・やすたか）… 第三巻 p360
松宮 孝明（まつみや・たかあき）… 第三巻 p361
松村 清（まつむら・きよし）… 第三巻 p361
松村 秀一（まつむら・しゅういち）… 第三巻 p362
松村 劭（まつむら・つとむ）… 第三巻 p363
枩村 秀樹（まつむら・ひでき）… 第三巻 p363
松村 昌廣（まつむら・まさひろ）… 第三巻 p363
松村 幸彦（まつむら・ゆきひこ）… 第三巻 p364
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松本 章男（まつもと・あきお）… 第三巻 p365
松本 一男（まつもと・かずお）… 第三巻 p365
松本 和也（まつもと・かつや）… 第三巻 p365
松本 健一（まつもと・けんいち）… 第三巻 p366
松本 賢吾（まつもと・けんご）… 第三巻 p366
松本 聡（まつもと・さとし）… 第三巻 p366
松本 淳（まつもと・じゅん）… 第三巻 p367
松本 潤一郎（まつもと・じゅんいちろう）… 第三巻 p367
松本 すみ子（まつもと・すみこ）… 第三巻 p368
松本 誠一（まつもと・せいいち）… 第三巻 p368
松本 恒雄（まつもと・つねお）… 第三巻 p369
松本 剛史（まつもと・つよし）… 第三巻 p369
松本 哲朗（まつもと・てつろう）… 第三巻 p370
松本 亨（まつもと・とおる）… 第三巻 p370
松本 徹（まつもと・とおる）… 第三巻 p371
松本 直子（まつもと・なおこ）… 第三巻 p371
松本 人志（まつもと・ひとし）… 第三巻 p372
松本 昌泰（まつもと・まさやす）… 第三巻 p372
松本 道介（まつもと・みちすけ）… 第三巻 p372
松本 光春（まつもと・みつはる）… 第三巻 p373
松本 侑子（まつもと・ゆうこ）… 第三巻 p373
松本 克夫（まつもと・よしお）… 第三巻 p374
松本 祥尚（まつもと・よしなお）… 第三巻 p374
松本 隆太郎（まつもと・りゅうたろう）… 第三巻 p375
松本 良（まつもと・りょう）… 第三巻 p375
松山 郁夫（まつやま・いくお）… 第三巻 p375
松山 洋（まつやま・ひろし）… 第三巻 p376
的川 泰宣（まとがわ・やすのり）… 第三巻 p377
的場 昭弘（まとば・あきひろ）… 第三巻 p377
的場 光昭（まとば・みつあき）… 第三巻 p377
學 草太郎（まなぶ・そうたろう）⇒大林宣彦（おおばやし・のぶひこ）を見よ
真鍋 健一（まなべ・けんいち）… 第三巻 p378
真野 俊樹（まの・としき）… 第三巻 p378
真山 仁（まやま・じん）… 第三巻 p379
黛 まどか（まゆずみ・まどか）［本名］黛円（まゆずみ・まどか）… 第三巻 p379
眉村 卓（まゆむら・たく）［本名］村上卓児（むらかみ・たくじ）… 第三巻 p380
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丸井 英二（まるい・えいじ）… 第三巻 p380
円尾 敏郎（まるお・としろう）… 第三巻 p380
丸川 哲史（まるかわ・てつし）… 第三巻 p381
丸川 知雄（まるかわ・ともお）… 第三巻 p381
丸谷 才一（まるや・さいいち）［本名］根村才一（ねむら・さいいち）… 第三巻 p382
丸谷 浩明（まるや・ひろあき）… 第三巻 p382
丸山 一平（まるやま・いっぺい）… 第三巻 p383
丸山 雅夫（まるやま・まさお）… 第三巻 p383

【み】
三浦 於菟（みうら・おと）… 第三巻 p384
三浦 和夫（みうら・かずお）… 第三巻 p384
三浦 一紀（みうら・かずき）… 第三巻 p385
三浦 小太郎（みうら・こたろう）… 第三巻 p385
三浦 朱門（みうら・しゅもん）… 第三巻 p385
三浦 雅士（みうら・まさし）… 第三巻 p386
三浦 雄一郎（みうら・ゆういちろう）… 第三巻 p386
三浦 有史（みうら・ゆうじ）… 第三巻 p386
三上 岳彦（みかみ・たけひこ）… 第三巻 p387
三川 基好（みかわ・きよし）… 第三巻 p387
三木 明子（みき・あきこ）… 第三巻 p388
三木 卓（みき・たく）… 第三巻 p388
三木 理史（みき・まさふみ）… 第三巻 p388
三木 光範（みき・みつのり）… 第三巻 p389
三木 佳光（みき・よしみつ）… 第三巻 p389
三木谷 浩史（みきたに・ひろし）… 第三巻 p390
御厨 貴（みくりや・たかし）… 第三巻 p390
美崎 栄一郎（みさき・えいいちろう）… 第三巻 p391
三柴 丈典（みしば・たけのり）… 第三巻 p392
美縞 ゆみ子（みしま・ゆみこ）⇒唯野司（ただの・つかさ）を見よ
水尾 順一（みずお・じゅんいち）… 第三巻 p392
水上 勉（みずかみ・つとむ）… 第三巻 p393
水木 しげる（みずき・しげる）… 第三巻 p393
水木 楊（みずき・よう）… 第三巻 p394
水島 朝穂（みずしま・あさほ）… 第三巻 p394
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水島 総（みずしま・さとる）… 第三巻 p394
水島 広子（みずしま・ひろこ）… 第三巻 p394
水田 宗子（みずた・のりこ）… 第三巻 p395
水田 洋（みずた・ひろし）… 第三巻 p395
水谷 彰良（みずたに・あきら）… 第三巻 p396
水谷 研治（みずたに・けんじ）… 第三巻 p396
水谷 直樹（みずたに・なおき）… 第三巻 p397
水谷 仁（みずたに・ひとし）… 第三巻 p398
水野 和夫（みずの・かずお）… 第三巻 p398
水野 克比古（みずの・かつひこ）… 第三巻 p399
水野 樹（みずの・じゅ）… 第三巻 p399
水野 仁輔（みずの・じんすけ）… 第三巻 p400
水野 信太郎（みずの・しんたろう）… 第三巻 p400
水野 俊哉（みずの・としや）… 第三巻 p400
水野 智美（みずの・ともみ）… 第三巻 p401
水野 肇（みずの・はじめ）… 第三巻 p401
水野 操（みずの・みさお）… 第三巻 p401
水野 芳嗣（みずの・よしつぐ）… 第三巻 p402
水原 紫苑（みずはら・しおん）… 第三巻 p402
水巻 中正（みずまき・ちゅうせい）… 第三巻 p403
水町 渉（みずまち・わたる）… 第三巻 p403
水村 美苗（みずむら・みなえ）… 第三巻 p404
水山 高久（みずやま・たかひさ）… 第三巻 p404
溝尾 良隆（みぞお・よしたか）… 第三巻 p404
溝上 慎一（みぞかみ・しんいち）… 第三巻 p405
溝口 敦（みぞぐち・あつし）［本名］島田敬三（しまだ・けいぞう）… 第三巻 p405
溝口 徹（みぞぐち・とおる）… 第三巻 p406
三田 完（みた・かん）［本名］長谷川敦（はせがわ・あつし）… 第三巻 p407
三田 誠広（みた・まさひろ）… 第三巻 p407
見田 宗介（みた・むねすけ）［別名］真木悠介（まき・ゆうすけ）… 第三巻 p407
三谷 幸喜（みたに・こうき）… 第三巻 p407
三谷 宏治（みたに・こうじ）… 第三巻 p408
三田村 京（みたむら・きょう）… 第三巻 p408
道浦 母都子（みちうら・もとこ）… 第三巻 p409
道場 親信（みちば・ちかのぶ）… 第三巻 p409
道又 元裕（みちまた・ゆきひろ）… 第三巻 p409
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三石 誠司（みついし・せいじ）… 第三巻 p410
満川 一彦（みつかわ・かずひこ）… 第三巻 p411
ミッキー安川（みっきーやすかわ）［本名］安川実（やすかわ・みのる）… 第三巻 p411
三土 修平（みつち・しゅうへい）［別名］秦野純一（はたの・じゅんいち）… 第三巻 p411
三橋 貴明（みつはし・たかあき）［本名］中村貴司（なかむら・たかし）… 第三巻 p412
三橋 健（みつはし・たけし）… 第三巻 p412
三橋 規宏（みつはし・ただひろ）… 第三巻 p413
光原 百合（みつはら・ゆり）… 第三巻 p413
三中 信宏（みなか・のぶひろ）… 第三巻 p413
水上 尚典（みなかみ・ひさのり）… 第三巻 p414
皆川 博子（みながわ・ひろこ）… 第三巻 p414
水口 博也（みなくち・ひろや）… 第三巻 p414
港 千尋（みなと・ちひろ）… 第三巻 p414
南 伸坊（みなみ・しんぼう）… 第三巻 p415
南 武志（みなみ・たけし）… 第三巻 p415
南 雅子（みなみ・まさこ）… 第三巻 p415
峰岸 純夫（みねぎし・すみお）… 第三巻 p415
三野 正洋（みの・まさひろ）… 第三巻 p416
美濃 良夫（みの・よしお）… 第三巻 p417
蓑輪 顕量（みのわ・けんりょう）… 第三巻 p418
三原 淳雄（みはら・あつお）… 第三巻 p418
三舩 康道（みふね・やすみち）… 第三巻 p419
御堀 直嗣（みほり・なおつぐ）… 第三巻 p419
耳塚 寛明（みみづか・ひろあき）… 第三巻 p420
三村 優美子（みむら・ゆみこ）… 第三巻 p420
宮入 裕夫（みやいり・ひろお）… 第三巻 p420
宮尾 登美子（みやお・とみこ）… 第三巻 p421
宮岡 等（みやおか・ひとし）… 第三巻 p421
宮川 公男（みやかわ・ただお）… 第三巻 p422
宮川 俊彦（みやがわ・としひこ）… 第三巻 p422
宮城 賢秀（みやぎ・けんしゅう）… 第三巻 p423
宮城 準子（みやぎ・じゅんこ）… 第三巻 p423
宮城谷 昌光（みやぎたに・まさみつ）［本名］宮城谷誠一（みやぎたに・せいいち）… 第三巻 p423
三宅 晶子（みやけ・あきこ）… 第三巻 p424
三宅 俊彦（みやけ・としひこ）… 第三巻 p424
三宅 久之（みやけ・ひさゆき）… 第三巻 p425
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宮子 あずさ（みやこ・あずさ）［本名］藤江あずさ（ふじえ・あずさ）［別名］宮子あずさ（みや
こ・あずさ）… 第三巻 p425
宮坂 静生（みやさか・しずお）［本名］宮坂敏夫（みやさか・としお）… 第三巻 p426
宮坂 力（みやさか・つとむ）… 第三巻 p426
宮坂 宥勝（みやさか・ゆうしょう）… 第三巻 p427
宮崎 達也（みやざき・たつや）… 第三巻 p427
宮崎 駿（みやざき・はやお）… 第三巻 p428
宮崎 正弘（みやざき・まさひろ）… 第三巻 p428
宮里 邦雄（みやざと・くにお）… 第三巻 p428
宮沢 章夫（みやざわ・あきお）… 第三巻 p429
宮澤 清治（みやざわ・せいじ）… 第三巻 p429
宮地 功（みやじ・いさお）… 第三巻 p429
宮下 規久朗（みやした・きくろう）… 第三巻 p431
宮下 志朗（みやした・しろう）… 第三巻 p431
宮下 充正（みやした・みつまさ）… 第三巻 p432
宮島 喬（みやじま・たかし）… 第三巻 p432
宮嶋 康彦（みやじま・やすひこ）… 第三巻 p433
宮田 光雄（みやた・みつお）… 第三巻 p433
宮台 真司（みやだい・しんじ）… 第三巻 p433
宮地 元彦（みやち・もとひこ）… 第三巻 p433
宮地 良樹（みやち・よしき）… 第三巻 p434
宮永 喜一（みやなが・よしかず）… 第三巻 p435
宮部 みゆき（みやべ・みゆき）… 第三巻 p435
深山 卓也（みやま・たくや）… 第三巻 p435
三山 冽（みやま・れつ）⇒北山悦史（きたやま・えつし）を見よ
宮本 惇夫（みやもと・あつお）… 第三巻 p435
宮元 啓一（みやもと・けいいち）… 第三巻 p436
宮本 憲一（みやもと・けんいち）… 第三巻 p436
宮本 信二（みやもと・しんじ）… 第三巻 p437
宮本 輝（みやもと・てる）… 第三巻 p437
宮本 昌孝（みやもと・まさたか）… 第三巻 p437
宮本 雅史（みやもと・まさふみ）… 第三巻 p438
宮本 光晴（みやもと・みつはる）… 第三巻 p438
宮脇 淳（みやわき・あつし）… 第三巻 p438
宮脇 敦史（みやわき・あつし）… 第三巻 p439
宮脇 淳子（みやわき・じゅんこ）［本名］岡田淳子（おかだ・じゅんこ）… 第三巻 p440
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三好 隆宏（みよし・たかひろ）… 第三巻 p440
三好 徹（みよし・とおる）… 第三巻 p441
三好 康彦（みよし・やすひこ）… 第三巻 p441
美輪 明宏（みわ・あきひろ）… 第三巻 p441

【む】
向井 信彦（むかい・のぶひこ）… 第三巻 p441
向谷 匡史（むかいだに・ただし）… 第三巻 p442
向殿 政男（むかいどの・まさお）… 第三巻 p442
向笠 千恵子（むかさ・ちえこ）… 第三巻 p443
武川 直樹（むかわ・なおき）… 第三巻 p443
椋木 修三（むくのき・おさみ）… 第三巻 p444
向山 英彦（むこうやま・ひでひこ）… 第三巻 p444
向山 行雄（むこうやま・ゆきお）… 第三巻 p445
向山 洋一（むこうやま・よういち）… 第三巻 p445
武蔵 裕子（むさし・ゆうこ）… 第三巻 p446
武者 陵司（むしゃ・りょうじ）… 第三巻 p446
睦好 宏史（むつよし・ひろし）… 第三巻 p447
武藤 一羊（むとう・いちよう）… 第三巻 p447
武藤 清栄（むとう・せいえい）… 第三巻 p448
武藤 誠（むとう・まこと）… 第三巻 p449
武藤 正樹（むとう・まさき）… 第三巻 p449
武藤 芳照（むとう・よしてる）… 第三巻 p450
宗像 恒次（むなかた・つねつぐ）… 第三巻 p450
宗像 伸子（むなかた・のぶこ）… 第三巻 p451
棟安 実治（むねやす・みつじ）… 第三巻 p452
村井 信行（むらい・のぶゆき）… 第三巻 p452
村岡 到（むらおか・いたる）［本名］入村康治（いりむら・やすはる）… 第三巻 p453
村上 一博（むらかみ・かずひろ）… 第三巻 p454
村上 紀美子（むらかみ・きみこ）… 第三巻 p454
村上 元三（むらかみ・げんぞう）… 第三巻 p455
村上 隆（むらかみ・たかし）… 第三巻 p455
村上 直久（むらかみ・なおひさ）… 第三巻 p456
村上 春樹（むらかみ・はるき）… 第三巻 p456
村上 裕章（むらかみ・ひろあき）… 第三巻 p456

127

むらかみ

人名総目次

村上 弘（むらかみ・ひろし）… 第三巻 p457
村上 博（むらかみ・ひろし）… 第三巻 p457
村上 雅人（むらかみ・まさと）… 第三巻 p458
村上 正人（むらかみ・まさと）… 第三巻 p458
村上 雅彦（むらかみ・まさひこ）… 第三巻 p459
村上 政彦（むらかみ・まさひこ）… 第三巻 p459
村上 政博（むらかみ・まさひろ）… 第三巻 p460
村上 護（むらかみ・まもる）… 第三巻 p460
村上 陽一郎（むらかみ・よういちろう）… 第三巻 p460
村上 龍（むらかみ・りゅう）… 第三巻 p461
村越 英裕（むらこし・えいゆう）… 第三巻 p461
村越 真（むらこし・しん）… 第三巻 p462
村越 毅（むらこし・たけし）… 第三巻 p462
村崎 れいと（むらさき・れいと）⇒大谷羊太郎（おおたに・ようたろう）を見よ
村嶋 英治（むらしま・えいじ）… 第三巻 p463
村瀬 嘉代子（むらせ・かよこ）… 第三巻 p463
村田 喜代子（むらた・きよこ）… 第三巻 p464
村田 晃嗣（むらた・こうじ）［別名］村田宗嗣（むらた・そうし）
（茶名）… 第三巻 p464
村田 伸（むらた・しん）… 第三巻 p465
村田 宗嗣（むらた・そうし）⇒村田晃嗣（むらた・こうじ）を見よ
村田 武（むらた・たけし）… 第三巻 p466
村田 徳治（むらた・とくじ）… 第三巻 p466
村田 裕子（むらた・ゆうこ）… 第三巻 p467
村中 李衣（むらなか・りえ）［本名］高橋久子（たかはし・ひさこ）… 第三巻 p467
村野 多可子（むらの・たかこ）… 第三巻 p468
村松 友視（むらまつ・ともみ）… 第三巻 p468
村松 真貴子（むらまつ・まきこ）… 第三巻 p469
村松 岐夫（むらまつ・みちお）… 第三巻 p469
村本 孜（むらもと・つとむ）… 第三巻 p470
村元 正剛（むらもと・まさかた）… 第三巻 p470
村山 研一（むらやま・けんいち）… 第三巻 p470
村山 貢司（むらやま・こうじ）… 第三巻 p471
村山 秀幸（むらやま・ひでゆき）… 第三巻 p471
村山 祐司（むらやま・ゆうじ）… 第三巻 p472
村山 吉廣（むらやま・よしひろ）［別名］芦城（ろじょう）… 第三巻 p473
群 ようこ（むれ・ようこ）… 第三巻 p473
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室井 滋（むろい・しげる）… 第三巻 p473
室井 光広（むろい・みつひろ）… 第三巻 p474
室井 佑月（むろい・ゆずき）… 第三巻 p474
室崎 益輝（むろさき・よしてる）… 第三巻 p475

【め】
目黒 謙一（めぐろ・けんいち）… 第三巻 p475
面澤 淳市（めんざわ・じゅんいち）… 第三巻 p476

【も】
莫 邦富（もー・ばんふ）… 第三巻 p476
毛利 透（もうり・とおる）… 第三巻 p477
茂木 俊彦（もぎ・としひこ）… 第三巻 p477
目代 邦康（もくだい・くにやす）… 第三巻 p478
望月 文夫（もちづき・ふみお）… 第三巻 p478
持丸 幸一（もちまる・こういち）… 第三巻 p478
持丸 正明（もちまる・まさあき）… 第三巻 p479
茂木 弘道（もてき・ひろみち）… 第三巻 p479
茂木 葉子（もてぎ・ようこ）… 第三巻 p480
元木 悟（もとき・さとる）… 第三巻 p480
元木 昌彦（もとき・まさひこ）… 第三巻 p481
本橋 哲也（もとはし・てつや）… 第三巻 p481
本橋 信宏（もとはし・のぶひろ）… 第三巻 p482
本橋 豊（もとはし・ゆたか）… 第三巻 p483
本谷 有希子（もとや・ゆきこ）… 第三巻 p483
本山 敦（もとやま・あつし）… 第三巻 p484
本山 美彦（もとやま・よしひこ）… 第三巻 p484
桃谷 好英（ももたに・よしひで）… 第三巻 p485
百地 章（ももち・あきら）… 第三巻 p485
森 一郎（もり・いちろう）… 第三巻 p486
森 詠（もり・えい）… 第三巻 p486
森 公章（もり・きみゆき）… 第三巻 p486
森 啓（もり・けい）… 第三巻 p486
森 健（もり・けん）［本名］森健（もり・たけし）… 第三巻 p487
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森 謙一郎（もり・けんいちろう）… 第三巻 p488
森 孝一（もり・こういち）… 第三巻 p488
森 浩一（もり・こういち）… 第三巻 p489
森 晃爾（もり・こうじ）… 第三巻 p489
森 茂暁（もり・しげあき）… 第三巻 p490
森 俊介（もり・しゅんすけ）… 第三巻 p491
森 傑（もり・すぐる）… 第三巻 p491
森 隆夫（もり・たかお）… 第三巻 p492
森 達也（もり・たつや）… 第三巻 p493
森 毅（もり・つよし）… 第三巻 p493
森 伸生（もり・のぶお）… 第三巻 p493
森 信雄（もり・のぶお）… 第三巻 p494
森 信人（もり・のぶひと）… 第三巻 p494
森 英樹（もり・ひでき）… 第三巻 p494
森 炎（もり・ほのお）… 第三巻 p495
森 雅亮（もり・まさあき）… 第三巻 p495
森 真沙子（もり・まさこ）… 第三巻 p496
森 正人（もり・まさと）… 第三巻 p496
森 まゆみ（もり・まゆみ）… 第三巻 p496
森 洋子（もり・ようこ）… 第三巻 p497
森 暢平（もり・ようへい）… 第三巻 p497
森 喜朗（もり・よしろう）… 第三巻 p497
森井 博子（もりい・ひろこ）… 第三巻 p497
森井 ユカ（もりい・ゆか）… 第三巻 p498
森上 史朗（もりうえ・しろう）… 第三巻 p498
森岡 浩（もりおか・ひろし）… 第三巻 p498
森岡 正博（もりおか・まさひろ）… 第三巻 p499
森岡 正芳（もりおか・まさよし）… 第三巻 p499
森兼 啓太（もりかね・けいた）… 第三巻 p500
森川 高行（もりかわ・たかゆき）… 第三巻 p500
森川 洋（もりかわ・ひろし）… 第三巻 p501
森木 亮（もりき・あきら）… 第三巻 p501
盛口 満（もりぐち・みつる）… 第三巻 p502
森沢 明夫（もりさわ・あきお）… 第三巻 p502
森下 竜一（もりした・りゅういち）… 第三巻 p502
森嶋 通夫（もりしま・みちお）… 第三巻 p503
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森田 章（もりた・あきら）… 第三巻 p503
森田 鉄也（もりた・てつや）… 第三巻 p503
森田 実（もりた・みのる）… 第三巻 p503
森田 康夫（もりた・やすお）… 第三巻 p504
森田 ゆり（もりた・ゆり）［本名］森田さゆり … 第三巻 p504
盛田 隆二（もりた・りゅうじ）… 第三巻 p504
森谷 正規（もりたに・まさのり）… 第三巻 p505
森地 茂（もりち・しげる）… 第三巻 p505
森永 和彦（もりなが・かずひこ）… 第三巻 p506
森永 卓郎（もりなが・たくろう）… 第三巻 p506
森野 繁夫（もりの・しげお）… 第三巻 p506
森信 茂樹（もりのぶ・しげき）… 第三巻 p507
森福 都（もりふく・みやこ）… 第三巻 p507
森部 英生（もりべ・ひでお）… 第三巻 p508
森村 誠一（もりむら・せいいち）… 第三巻 p508
森本 和夫（もりもと・かずお）… 第三巻 p509
森本 敏（もりもと・さとし）… 第三巻 p509
森本 信也（もりもと・しんや）… 第三巻 p509
森本 哲郎（もりもと・てつろう）… 第三巻 p510
森本 幸裕（もりもと・ゆきひろ）… 第三巻 p510
守屋 淳（もりや・あつし）… 第三巻 p511
森谷 浩治（もりや・こうじ）… 第三巻 p511
守屋 洋（もりや・ひろし）… 第三巻 p512
守谷 雄司（もりや・ゆうじ）… 第三巻 p512
森山 大道（もりやま・だいどう）［本名］森山大道（もりやま・ひろみち）… 第三巻 p513
森山 卓郎（もりやま・たくろう）… 第三巻 p514
諸石 幸生（もろいし・さちお）… 第三巻 p514
諸田 玲子（もろた・れいこ）… 第三巻 p514
諸富 徹（もろとみ・とおる）… 第三巻 p515
諸富 祥彦（もろとみ・よしひこ）… 第三巻 p515
門出 政則（もんで・まさのり）… 第三巻 p516
門田 守人（もんでん・もりと）… 第三巻 p516
門間 敏幸（もんま・としゆき）… 第三巻 p517
門馬 朝久（もんま・ともひさ）… 第三巻 p518
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【や】
八尾坂 修（やおさか・おさむ）… 第三巻 p518
八木 意知男（やぎ・いちお）… 第三巻 p518
八木 重和（やぎ・しげかず）… 第三巻 p519
八木 福次郎（やぎ・ふくじろう）… 第三巻 p519
八雲 出（やくも・いずる）⇒山本貴光（やまもと・たかみつ）を見よ
八坂 裕子（やさか・ゆうこ）… 第三巻 p519
安岡 章太郎（やすおか・しょうたろう）… 第三巻 p520
安田 順（やすだ・じゅん）… 第三巻 p520
安田 純子（やすだ・じゅんこ）… 第三巻 p520
安田 武夫（やすだ・たけお）… 第三巻 p521
安田 武彦（やすだ・たけひこ）… 第三巻 p522
安田 喜憲（やすだ・よしのり）… 第三巻 p522
安冨 潔（やすとみ・きよし）… 第三巻 p523
安間 文彦（やすま・ふみひこ）… 第三巻 p523
安丸 良夫（やすまる・よしお）… 第三巻 p524
安本 美典（やすもと・びてん）［本名］安本美典（やすもと・よしのり）… 第三巻 p524
谷田貝 光克（やたがい・みつよし）… 第三巻 p525
谷田部 光一（やたべ・こういち）… 第三巻 p526
谷津 裕子（やつ・ひろこ）… 第三巻 p526
八ツ尾 順一（やつお・じゅんいち）… 第三巻 p527
八並 光俊（やつなみ・みつとし）… 第三巻 p527
谷所 健一郎（やどころ・けんいちろう）… 第三巻 p528
弥永 真生（やなが・まさお）… 第三巻 p528
柳川 洋一（やながわ・よういち）… 第三巻 p529
柳 宇（やなぎ・う）… 第三巻 p529
柳 憲一郎（やなぎ・けんいちろう）… 第三巻 p530
柳 哲雄（やなぎ・てつお）… 第三巻 p531
柳沢 小実（やなぎさわ・このみ）… 第三巻 p531
柳澤 美由紀（やなぎさわ・みゆき）… 第三巻 p531
柳澤 良一（やなぎさわ・りょういち）… 第三巻 p532
柳田 邦男（やなぎだ・くにお）… 第三巻 p532
柳原 和子（やなぎはら・かずこ）… 第三巻 p533
柳原 三佳（やなぎはら・みか）… 第三巻 p534
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柳下 毅一郎（やなした・きいちろう）… 第三巻 p534
やなせ たかし［本名］柳瀬嵩（やなせ・たかし）… 第三巻 p535
矢野 邦夫（やの・くにお）… 第三巻 p535
矢野 耕也（やの・こうや）… 第三巻 p536
矢野 新一（やの・しんいち）… 第三巻 p536
矢野 誠一（やの・せいいち）… 第三巻 p536
矢野 正（やの・ただし）… 第三巻 p537
矢野 輝雄（やの・てるお）… 第三巻 p538
矢野 博明（やの・ひろあき）… 第三巻 p538
矢野 宏（やの・ひろし）… 第三巻 p538
矢野 眞和（やの・まさかず）… 第三巻 p539
矢矧 晴一郎（やはぎ・せいいちろう）… 第三巻 p539
矢橋 昇（やはし・のぼる）… 第三巻 p540
矢吹 晋（やぶき・すすむ）… 第三巻 p540
矢吹 信喜（やぶき・のぶよし）… 第三巻 p541
矢部 武（やべ・たけし）… 第三巻 p542
山内 桂子（やまうち・けいこ）… 第三巻 p542
山内 利宏（やまうち・としひろ）… 第三巻 p543
山内 昌之（やまうち・まさゆき）… 第三巻 p543
山岡 俊介（やまおか・しゅんすけ）… 第三巻 p543
山岡 洋一（やまおか・よういち）… 第三巻 p544
山折 哲雄（やまおり・てつお）… 第三巻 p544
山家 公雄（やまか・きみお）… 第三巻 p544
山形 孝夫（やまがた・たかお）… 第三巻 p545
山県 文治（やまがた・ふみはる）… 第三巻 p546
山縣 裕一郎（やまがた・ゆういちろう）… 第三巻 p546
山上 俊彦（やまがみ・としひこ）… 第三巻 p547
山川 健一（やまかわ・けんいち）… 第三巻 p547
山川 紘矢（やまかわ・こうや）［本名］山川俊宏（やまかわ・としひろ）… 第三巻 p547
山川 静夫（やまかわ・しずお）… 第三巻 p548
山川 宏（やまかわ・ひろし）… 第三巻 p548
山川 隆一（やまかわ・りゅういち）… 第三巻 p548
山岸 昌一（やまぎし・しょういち）… 第三巻 p549
山極 隆（やまぎわ・たかし）… 第三巻 p549
山口 晃（やまぐち・あきら）… 第三巻 p550
山口 敦雄（やまぐち・あつお）… 第三巻 p551
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山口 健太郎（やまぐち・けんたろう）… 第三巻 p551
山口 浩一郎（やまぐち・こういちろう）… 第三巻 p552
山口 智（やまぐち・さとる）… 第三巻 p552
山口 二郎（やまぐち・じろう）… 第三巻 p553
山口 真也（やまぐち・しんや）… 第三巻 p553
山口 剛史（やまぐち・たけし）… 第三巻 p554
山口 俊晴（やまぐち・としはる）… 第三巻 p555
山口 智子（やまぐち・ともこ）… 第三巻 p555
山口 直彦（やまぐち・なおひこ）… 第三巻 p555
山口 創（やまぐち・はじめ）… 第三巻 p556
山口 博（やまぐち・ひろし）… 第三巻 p556
山口 敏太郎（やまぐち・びんたろう）［本名］間敏幸（はざま・としゆき）… 第三巻 p557
山口 文憲（やまぐち・ふみのり）… 第三巻 p557
山口 真（やまぐち・まこと）… 第三巻 p557
山口 昌男（やまぐち・まさお）… 第三巻 p557
山口 昌伴（やまぐち・まさとも）… 第三巻 p558
山口 真美（やまぐち・まさみ）… 第三巻 p558
山口 雅也（やまぐち・まさや）… 第三巻 p559
山口 道昭（やまぐち・みちあき）… 第三巻 p559
山口 幸男（やまぐち・ゆきお）… 第三巻 p560
山口 由美（やまぐち・ゆみ）… 第三巻 p560
山口 義夫（やまぐち・よしお）… 第三巻 p561
山口 義行（やまぐち・よしゆき）… 第三巻 p561
山崎 紅（やまざき・あかし）… 第三巻 p561
山崎 朗（やまさき・あきら）… 第三巻 p562
山崎 修（やまさき・おさむ）… 第三巻 p562
山崎 浩太郎（やまざき・こうたろう）… 第三巻 p563
山崎 行太郎（やまざき・こうたろう）… 第三巻 p563
山崎 成人（やまざき・しげと）… 第三巻 p563
山崎 隆志（やまざき・たかし）… 第三巻 p563
山﨑 拓巳（やまざき・たくみ）［本名］山﨑拓巳（やまざき・たくみ）［別名］山﨑拓巳（やまざ
き・たくみ）… 第三巻 p564
山崎 健（やまざき・たけし）… 第三巻 p564
山﨑 武也（やまさき・たけや）… 第三巻 p565
山﨑 達也（やまざき・たつや）… 第三巻 p565
山崎 徹（やまざき・とおる）… 第三巻 p566
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山崎 豊子（やまさき・とよこ）［本名］杉本豊子（すぎもと・とよこ）… 第三巻 p566
山崎 ナオコーラ（やまざき・なおこーら）… 第三巻 p566
山崎 元（やまざき・はじめ）… 第三巻 p567
山崎 秀夫（やまざき・ひでお）… 第三巻 p567
山崎 章郎（やまざき・ふみお）… 第三巻 p568
山崎 正和（やまざき・まさかず）… 第三巻 p568
山崎 将志（やまざき・まさし）… 第三巻 p568
山崎 正人（やまざき・まさと）… 第三巻 p569
山崎 摩耶（やまざき・まや）… 第三巻 p569
山崎 光夫（やまざき・みつお）… 第三巻 p570
山﨑 保寿（やまざき・やすとし）… 第三巻 p570
山崎 泰彦（やまさき・やすひこ）… 第三巻 p571
山崎 養世（やまざき・やすよ）［本名］山﨑養世（やまざき・やすよ）… 第三巻 p572
山崎 洋子（やまざき・ようこ）… 第三巻 p572
山崎 亮（やまざき・りょう）… 第三巻 p572
山里 敬也（やまざと・たかや）… 第三巻 p573
山下 一仁（やました・かずひと）… 第三巻 p573
山下 一海（やました・かずみ）… 第三巻 p574
山下 和之（やました・かずゆき）… 第三巻 p574
山下 聖美（やました・きよみ）… 第三巻 p574
山下 景子（やました・けいこ）［本名］辻啓子（つじ・けいこ）… 第三巻 p575
山下 茂（やました・しげる）… 第三巻 p575
山下 静也（やました・しずや）… 第三巻 p576
山下 静雨（やました・せいう）［本名］山下雄右（やました・ゆうすけ）… 第三巻 p576
やました ひでこ … 第三巻 p577
山下 裕二（やました・ゆうじ）… 第三巻 p577
山下 祐介（やました・ゆうすけ）… 第三巻 p577
山下 龍二（やました・りゅうじ）… 第三巻 p578
山城 むつみ（やましろ・むつみ）… 第三巻 p578
山田 朗（やまだ・あきら）… 第三巻 p578
山田 あすか（やまだ・あすか）… 第三巻 p579
山田 修（やまだ・おさむ）… 第三巻 p580
山田 和（やまだ・かず）… 第三巻 p580
山田 和男（やまだ・かずお）… 第三巻 p581
山田 和夫（やまだ・かずお）［本名］久米健之（くめ・たけし）… 第三巻 p581
山田 賢一（やまだ・けんいち）… 第三巻 p581
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山田 兼士（やまだ・けんじ）… 第三巻 p582
山田 健太（やまだ・けんた）… 第三巻 p583
山田 宏一（やまだ・こういち）… 第三巻 p583
山田 耕司（やまだ・こうじ）… 第三巻 p584
山田 茂（やまだ・しげる）… 第三巻 p584
ヤマダ ジュンヤ … 第三巻 p586
山田 省三（やまだ・しょうぞう）… 第三巻 p586
山田 真一（やまだ・しんいち）… 第三巻 p587
山田 太一（やまだ・たいち）… 第三巻 p587
山田 正（やまだ・ただし）… 第三巻 p587
山田 剛史（やまだ・つよし）… 第三巻 p588
山田 剛志（やまだ・つよし）… 第三巻 p588
山田 敏弘（やまだ・としひろ）… 第三巻 p589
山田 治生（やまだ・はるお）… 第三巻 p589
山田 久（やまだ・ひさし）… 第三巻 p590
山田 英夫（やまだ・ひでお）… 第三巻 p590
山田 秀和（やまだ・ひでかず）… 第三巻 p591
山田 均（やまだ・ひとし）… 第三巻 p591
山田 日登志（やまだ・ひとし）… 第三巻 p592
山田 宏之（やまだ・ひろゆき）… 第三巻 p592
山田 浩之（やまだ・ひろゆき）… 第三巻 p593
山田 真（やまだ・まこと）… 第三巻 p593
山田 誠（やまだ・まこと）… 第三巻 p594
山田 雅夫（やまだ・まさお）… 第三巻 p595
山田 正行（やまだ・まさゆき）［別名］劉帮（りゅう・ばん）… 第三巻 p595
山田 光敏（やまだ・みつとし）… 第三巻 p596
山田 実（やまだ・みのる）… 第三巻 p596
山田 実（やまだ・みのる）… 第三巻 p596
山田 稔（やまだ・みのる）… 第三巻 p597
山田 祐一郎（やまだ・ゆういちろう）… 第三巻 p597
山田 ゆかり（やまだ・ゆかり）… 第三巻 p598
山田 洋一（やまだ・よういち）… 第三巻 p598
山田 洋次（やまだ・ようじ）… 第三巻 p599
山田 吉彦（やまだ・よしひこ）… 第三巻 p599
山田 祥寛（やまだ・よしひろ）… 第三巻 p599
山田 吉郎（やまだ・よしろう）… 第三巻 p600
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山田 吉郎（やまだ・よしろう）… 第三巻 p600
山田 隆司（やまだ・りゅうじ）… 第三巻 p601
山登 敬之（やまと・ひろゆき）… 第三巻 p601
山名 早人（やまな・はやと）… 第三巻 p602
山中 伊知郎（やまなか・いちろう）… 第三巻 p603
山中 伸弥（やまなか・しんや）… 第三巻 p603
山中 龍宏（やまなか・たつひろ）… 第三巻 p603
山中 恆（やまなか・ひさし）… 第三巻 p604
山永 裕明（やまなが・ひろあき）… 第三巻 p604
山中 康裕（やまなか・やすひろ）［別名］伊蘭子（いらんし）… 第三巻 p604
山西 雅子（やまにし・まさこ）… 第三巻 p605
山根 一真（やまね・かずま）… 第三巻 p605
山根 智（やまね・さとし）… 第三巻 p605
山根 基世（やまね・もとよ）… 第三巻 p606
山内 一也（やまのうち・かずや）… 第三巻 p606
山野目 章夫（やまのめ・あきお）… 第三巻 p606
山本 晃（やまもと・あきら）… 第三巻 p607
山本 一力（やまもと・いちりき）… 第三巻 p607
山本 一郎（やまもと・いちろう）… 第三巻 p608
山本 和義（やまもと・かずよし）… 第三巻 p608
山本 佳世子（やまもと・かよこ）… 第三巻 p609
山本 紀久雄（やまもと・きくお）… 第三巻 p609
山本 公喜（やまもと・きみき）… 第三巻 p609
山本 清（やまもと・きよし）… 第三巻 p610
山本 健一（やまもと・けんいち）… 第三巻 p610
山本 兼一（やまもと・けんいち）… 第三巻 p610
山本 謙治（やまもと・けんじ）… 第三巻 p611
山本 高至（やまもと・こうじ）… 第三巻 p611
山本 聡（やまもと・さとし）… 第三巻 p612
山本 茂（やまもと・しげる）… 第三巻 p612
山本 修一郎（やまもと・しゅういちろう）… 第三巻 p613
山本 順一（やまもと・じゅんいち）… 第三巻 p613
山本 淳子（やまもと・じゅんこ）… 第三巻 p614
山本 史郎（やまもと・しろう）… 第三巻 p614
山本 進（やまもと・すすむ）… 第三巻 p615
山本 卓（やまもと・たかし）… 第三巻 p615
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山本 隆（やまもと・たかし）… 第三巻 p616
山本 貴光（やまもと・たかみつ）［別名］八雲出（やくも・いずる）… 第三巻 p616
山本 樹生（やまもと・たつお）… 第三巻 p617
山本 達也（やまもと・たつや）… 第三巻 p618
山本 勉（やまもと・つとむ）… 第三巻 p618
山本 哲也（やまもと・てつや）… 第三巻 p619
山本 利一（やまもと・としかず）… 第三巻 p619
山本 利春（やまもと・としはる）… 第三巻 p620
山本 俊哉（やまもと・としや）… 第三巻 p621
山本 信之（やまもと・のぶゆき）… 第三巻 p621
山本 晴彦（やまもと・はるひこ）… 第三巻 p622
山本 晴義（やまもと・はるよし）… 第三巻 p622
山本 浩子（やまもと・ひろこ）… 第三巻 p623
山本 宏司（やまもと・ひろし）… 第三巻 p623
山本 博（やまもと・ひろし）… 第三巻 p624
山本 富美子（やまもと・ふみこ）［別名］山本ふみこ … 第三巻 p625
山本 誠（やまもと・まこと）… 第三巻 p625
山本 昌弘（やまもと・まさひろ）… 第三巻 p625
山本 雅之（やまもと・まさゆき）… 第三巻 p626
山本 守之（やまもと・もりゆき）… 第三巻 p626
山本 保博（やまもと・やすひろ）… 第三巻 p627
山本 幸憲（やまもと・ゆきのり）… 第三巻 p628
山本 幸久（やまもと・ゆきひさ）… 第三巻 p628
山本 陽子（やまもと・ようこ）… 第三巻 p628
山谷 修作（やまや・しゅうさく）… 第三巻 p629
山脇 直司（やまわき・なおし）… 第三巻 p629
家森 信善（やもり・のぶよし）… 第三巻 p630
家森 幸男（やもり・ゆきお）… 第三巻 p631
屋山 太郎（ややま・たろう）… 第三巻 p632
楊 逸（やん・いー）… 第三巻 p632
楊 海英（やん・はいいん）［本名］大野旭（おおの・あきら）… 第三巻 p633

【ゆ】
湯浅 和夫（ゆあさ・かずお）… 第三巻 p634
湯浅 邦弘（ゆあさ・くにひろ）… 第三巻 p634
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湯淺 墾道（ゆあさ・はるみち）… 第三巻 p634
湯浅 誠（ゆあさ・まこと）… 第三巻 p635
唯川 恵（ゆいかわ・けい）… 第三巻 p635
結城 圭介（ゆうき・けいすけ）［本名］宮島道之（みやじま・みちゆき）… 第三巻 p635
結城 登美雄（ゆうき・とみお）… 第三巻 p636
結城 信孝（ゆうき・のぶたか）… 第三巻 p636
結城 浩（ゆうき・ひろし）… 第三巻 p636
湯川 豊（ゆかわ・ゆたか）… 第三巻 p637
弓場 紀知（ゆば・ただのり）… 第三巻 p637
ゆみこ ⇒つぶつぶグランマゆみこを見よ
弓田 亨（ゆみた・とおる）… 第三巻 p638
夢枕 獏（ゆめまくら・ばく）… 第三巻 p638
柚山 義人（ゆやま・よしと）… 第三巻 p638

【よ】
楊 鴻生（よう・こうせい）… 第三巻 p639
葉 祥明（よう・しょうめい）［本名］葉山祥明 … 第三巻 p639
養老 孟司（ようろう・たけし）… 第三巻 p639
横尾 忠則（よこお・ただのり）… 第三巻 p640
横尾 真（よこお・まこと）… 第三巻 p640
横越 英彦（よこごし・ひでひこ）… 第三巻 p641
横須賀 輝尚（よこすか・てるひさ）［別名］横須賀てるひさ … 第三巻 p641
横田 順彌（よこた・じゅんや）… 第三巻 p642
横田 弘（よこた・ひろし）… 第三巻 p642
横田 増生（よこた・ますお）… 第三巻 p643
横田 睦（よこた・むつみ）… 第三巻 p643
横地 清（よこち・きよし）… 第三巻 p643
横手 幸太郎（よこて・こうたろう）… 第三巻 p643
横溝 功（よこみぞ・いさお）… 第三巻 p644
横道 萬里雄（よこみち・まりお）… 第三巻 p645
横森 理香（よこもり・りか）… 第三巻 p645
横山 隆（よこやま・たかし）… 第三巻 p645
横山 浩之（よこやま・ひろゆき）… 第三巻 p646
横山 光輝（よこやま・みつてる）［本名］横山光照（よこやま・みつてる）… 第三巻 p647
吉井 妙子（よしい・たえこ）… 第三巻 p647
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吉井 英勝（よしい・ひでかつ）… 第三巻 p647
義家 弘介（よしいえ・ひろゆき）… 第三巻 p648
吉岡 忍（よしおか・しのぶ）… 第三巻 p648
吉岡 友治（よしおか・ゆうじ）… 第三巻 p648
吉川 潮（よしかわ・うしお）… 第三巻 p648
吉川 勝秀（よしかわ・かつひで）… 第三巻 p648
吉川 徹（よしかわ・とおる）… 第三巻 p649
吉川 敏一（よしかわ・としかず）… 第三巻 p650
佳川 奈未（よしかわ・なみ）… 第三巻 p650
吉川 宏志（よしかわ・ひろし）… 第三巻 p650
吉川 浩（よしかわ・ひろし）… 第三巻 p651
吉川 ひろみ（よしかわ・ひろみ）… 第三巻 p651
吉川 雅之（よしかわ・まさゆき）… 第三巻 p652
芳川 泰久（よしかわ・やすひさ）… 第三巻 p652
吉木 伸子（よしき・のぶこ）… 第三巻 p653
吉崎 達彦（よしざき・たつひこ）… 第三巻 p653
芳澤 勝弘（よしざわ・かつひろ）… 第三巻 p654
吉沢 正（よしざわ・ただし）… 第三巻 p654
吉沢 久子（よしざわ・ひさこ）… 第三巻 p655
美添 泰人（よしぞえ・やすと）… 第三巻 p655
吉田 敦彦（よしだ・あつひこ）… 第三巻 p655
吉田 文（よしだ・あや）… 第三巻 p656
吉田 修（よしだ・おさむ）… 第三巻 p656
吉田 和夫（よしだ・かずお）… 第三巻 p657
吉田 克己（よしだ・かつみ）… 第三巻 p657
吉田 克己（よしだ・かつみ）… 第三巻 p658
吉田 金彦（よしだ・かねひこ）… 第三巻 p658
吉田 菊次郎（よしだ・きくじろう）［別名］俳号＝吉田南舟子（よしだ・なんしゅうし）… 第三
巻 p659
吉田 健一（よしだ・けんいち）… 第三巻 p660
吉田 幸司（よしだ・こうじ）… 第三巻 p660
吉田 公平（よしだ・こうへい）… 第三巻 p660
吉田 進（よしだ・すすむ）… 第三巻 p661
吉田 高志（よしだ・たかし）… 第三巻 p662
吉田 太郎（よしだ・たろう）… 第三巻 p662
吉田 哲也（よしだ・てつや）… 第三巻 p663
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吉田 典生（よしだ・てんせい）… 第三巻 p663
吉田 徹（よしだ・とおる）… 第三巻 p664
吉田 俊秀（よしだ・としひで）… 第三巻 p665
吉田 敏浩（よしだ・としひろ）… 第三巻 p665
吉田 利宏（よしだ・としひろ）… 第三巻 p665
吉田 友和（よしだ・ともかず）… 第三巻 p666
吉田 春樹（よしだ・はるき）… 第三巻 p666
吉田 寿（よしだ・ひさし）… 第三巻 p667
吉田 秀和（よしだ・ひでかず）… 第三巻 p667
葭田 英人（よしだ・ひでと）… 第三巻 p668
吉田 寛（よしだ・ひろし）… 第三巻 p668
吉田 寛（よしだ・ひろし）… 第三巻 p669
吉田 博（よしだ・ひろし）… 第三巻 p669
吉田 裕（よしだ・ひろし）… 第三巻 p670
吉田 文和（よしだ・ふみかず）… 第三巻 p671
吉田 正樹（よしだ・まさき）… 第三巻 p671
吉田 正人（よしだ・まさひと）… 第三巻 p672
吉田 光宏（よしだ・みつひろ）… 第三巻 p672
吉田 宗弘（よしだ・むねひろ）… 第三巻 p673
吉田 裕（よしだ・ゆたか）… 第三巻 p673
吉武 輝子（よしたけ・てるこ）［本名］宮子輝子（みやこ・てるこ）… 第三巻 p674
吉武 博通（よしたけ・ひろみち）… 第三巻 p674
良永 和隆（よしなが・かずたか）… 第三巻 p675
吉永 みち子（よしなが・みちこ）… 第三巻 p675
吉成 雄一郎（よしなり・ゆういちろう）… 第三巻 p675
吉野 敬介（よしの・けいすけ）… 第三巻 p676
吉野 信（よしの・しん）… 第三巻 p676
吉野 秀（よしの・すぐる）… 第三巻 p677
吉野 裕子（よしの・ひろこ）… 第三巻 p677
吉野 文雄（よしの・ふみお）… 第三巻 p677
吉原 重美（よしはら・しげみ）… 第三巻 p678
吉原 恒雄（よしはら・つねお）… 第三巻 p678
吉原 直樹（よしはら・なおき）… 第三巻 p679
吉原 ひろこ（よしはら・ひろこ）… 第三巻 p679
吉増 剛造（よします・ごうぞう）… 第三巻 p680
吉松 博信（よしまつ・ひろのぶ）… 第三巻 p680
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吉見 俊哉（よしみ・しゅんや）… 第三巻 p681
吉村 昭（よしむら・あきら）… 第三巻 p681
吉村 和敏（よしむら・かずとし）… 第三巻 p682
吉村 和就（よしむら・かずなり）… 第三巻 p682
吉村 作治（よしむら・さくじ）… 第三巻 p683
吉村 忠与志（よしむら・ただよし）… 第三巻 p684
吉村 達也（よしむら・たつや）… 第三巻 p684
吉村 萬壱（よしむら・まんいち）［本名］吉村浩一（よしむら・こういち）… 第三巻 p684
吉村 道博（よしむら・みちひろ）… 第三巻 p685
吉村 泰典（よしむら・やすのり）… 第三巻 p685
吉村 葉子（よしむら・ようこ）［本名］宇田川葉子（うだがわ・ようこ）… 第三巻 p686
吉村 良一（よしむら・りょういち）… 第三巻 p686
吉本 笑子（よしもと・しょうこ）… 第三巻 p687
吉本 隆明（よしもと・たかあき）… 第三巻 p687
吉元 由美（よしもと・ゆみ）… 第三巻 p688
吉本 隆一（よしもと・りゅういち）… 第三巻 p688
吉山 勇樹（よしやま・ゆうき）… 第三巻 p688
吉行 和子（よしゆき・かずこ）… 第三巻 p688
依田 紀基（よだ・のりもと）… 第三巻 p688
米井 嘉一（よねい・よしかず）… 第三巻 p689
米川 千嘉子（よねかわ・ちかこ）［本名］坂井千嘉子（さかい・ちかこ）… 第三巻 p689
米倉 茂（よねくら・しげる）… 第三巻 p690
米倉 守（よねくら・まもる）… 第三巻 p690
米倉 亮三（よねくら・りょうぞう）… 第三巻 p691
米澤 朋子（よねざわ・ともこ）… 第三巻 p691
米津 篤八（よねず・とくや）… 第三巻 p692
米田 雅子（よねだ・まさこ）… 第三巻 p692
米長 邦雄（よねなが・くにお）… 第三巻 p693
米原 万里（よねはら・まり）… 第三巻 p693
米山 公啓（よねやま・きみひろ）… 第三巻 p694
米山 徹幸（よねやま・てつゆき）… 第三巻 p694
米山 秀隆（よねやま・ひでたか）… 第三巻 p695
四方田 犬彦（よもた・いぬひこ）… 第三巻 p695
頼富 本宏（よりとみ・もとひろ）… 第三巻 p695
寄本 勝美（よりもと・かつみ）… 第三巻 p696
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【り】
李 恢成（り・かいせい）［本名］李恢成（い・ふぇそん）… 第三巻 p696
李 志東（り・しとう）… 第三巻 p697
リズ・山崎（りずやまざき）［本名］木曽いづみ（きそ・いづみ）… 第三巻 p697
リービ 英雄（りーび・ひでお）… 第三巻 p698
劉 帮（りゅう・ばん）⇒山田正行（やまだ・まさゆき）を見よ
リリー・フランキー … 第三巻 p698
林 海峰（りん・かいほう）… 第三巻 p698
林 秀靜（りん・しゅうせい）… 第三巻 p698
林正 健二（りんしょう・けんじ）… 第三巻 p698
林野 宏（りんの・ひろし）… 第三巻 p699

【れ】
蓮花 一己（れんげ・かずみ）… 第三巻 p700
連城 三紀彦（れんじょう・みきひこ）［本名］加藤甚吾（かとう・じんご）… 第三巻 p700

【ろ】
婁 小波（ろう・しょうは）… 第三巻 p700
六角 弘（ろっかく・ひろし）［本名］佐々木弘（ささき・ひろし）… 第三巻 p701

【わ】
若井 彌一（わかい・やいち）… 第三巻 p701
若倉 雅登（わかくら・まさと）… 第三巻 p702
若桑 みどり（わかくわ・みどり）… 第三巻 p703
若島 正（わかしま・ただし）… 第三巻 p704
若槻 明彦（わかつき・あきひこ）… 第三巻 p704
若林 秀隆（わかばやし・ひでたか）… 第三巻 p704
若原 俊彦（わかはら・としひこ）… 第三巻 p705
若山 三郎（わかやま・さぶろう）… 第三巻 p706
脇 明子（わき・あきこ）［本名］歌崎明子（うたさき・あきこ）… 第三巻 p706
わき こうじ（わき・こうじ）⇒門脇厚司（かどわき・あつし）を見よ
脇坂 明（わきさか・あきら）… 第三巻 p706
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涌井 貞美（わくい・さだみ）… 第三巻 p707
涌井 伸二（わくい・しんじ）… 第三巻 p707
涌井 美和子（わくい・みわこ）… 第三巻 p708
和合 治久（わごう・はるひさ）… 第三巻 p708
鷲尾 紀吉（わしお・きよし）… 第三巻 p709
鷲尾 昌一（わしお・まさかず）… 第三巻 p710
鷲田 小弥太（わしだ・こやた）… 第三巻 p710
和田 悟朗（わだ・ごろう）… 第三巻 p710
和田 純夫（わだ・すみお）… 第三巻 p711
和田 武（わだ・たけし）… 第三巻 p711
和田 努（わだ・つとむ）… 第三巻 p712
和田 勉（わだ・つとむ）… 第三巻 p712
和田 はつ子（わだ・はつこ）… 第三巻 p713
和田 春樹（わだ・はるき）… 第三巻 p713
和田 秀樹（わだ・ひでき）… 第三巻 p714
和田 浩（わだ・ひろし）… 第三巻 p714
和田 裕美（わだ・ひろみ）… 第三巻 p714
綿井 健陽（わたい・たけはる）… 第三巻 p715
渡瀬 謙（わたせ・けん）… 第三巻 p716
綿田 裕孝（わただ・ひろたか）… 第三巻 p716
渡邊 明義（わたなべ・あきよし）… 第三巻 p716
渡辺 彰（わたなべ・あきら）… 第三巻 p717
渡辺 明（わたなべ・あきら）… 第三巻 p717
渡辺 泉（わたなべ・いずみ）［本名］渡邉泉（わたなべ・いずみ）… 第三巻 p718
渡辺 修（わたなべ・おさむ）［別名］渡辺顗修（わたなべ・ぎしゅう）… 第三巻 p718
渡辺 一雄（わたなべ・かずお）［本名］小川一雄（おがわ・かずお）… 第三巻 p719
渡辺 和夫（わたなべ・かずお）… 第三巻 p719
渡辺 和子（わたなべ・かずこ）… 第三巻 p719
渡邊 一弘（わたなべ・かずひろ）… 第三巻 p720
渡辺 克義（わたなべ・かつよし）［本名］渡邊克義（わたなべ・かつよし）… 第三巻 p721
渡辺 顗修（わたなべ・ぎしゅう）⇒渡辺修（わたなべ・おさむ）を見よ
渡辺 京二（わたなべ・きょうじ）… 第三巻 p721
渡辺 健（わたなべ・けん）… 第三巻 p722
渡辺 賢治（わたなべ・けんじ）… 第三巻 p723
渡辺 賢治（わたなべ・けんじ）… 第三巻 p723
渡辺 咲子（わたなべ・さきこ）… 第三巻 p724
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渡部 サト（わたなべ・さと）… 第三巻 p724
渡辺 淳（わたなべ・じゅん）… 第三巻 p724
渡部 潤一（わたなべ・じゅんいち）… 第三巻 p725
渡辺 淳一（わたなべ・じゅんいち）… 第三巻 p726
渡部 昇一（わたなべ・しょういち）… 第三巻 p726
渡邊 二郎（わたなべ・じろう）… 第三巻 p727
渡辺 澄夫（わたなべ・すみお）… 第三巻 p727
渡邉 大輔（わたなべ・だいすけ）… 第三巻 p727
渡辺 尚志（わたなべ・たかし）… 第三巻 p728
渡辺 武信（わたなべ・たけのぶ）… 第三巻 p729
渡辺 正（わたなべ・ただし）… 第三巻 p729
渡辺 達朗（わたなべ・たつろう）… 第三巻 p730
渡辺 保（わたなべ・たもつ）… 第三巻 p730
渡部 恒雄（わたなべ・つねお）… 第三巻 p731
渡辺 聡明（わたなべ・としあき）… 第三巻 p731
渡辺 利夫（わたなべ・としお）… 第三巻 p732
渡辺 俊之（わたなべ・としゆき）［別名］藤村邦（ふじむら・くに）… 第三巻 p733
渡部 直己（わたなべ・なおみ）… 第三巻 p733
渡辺 久義（わたなべ・ひさよし）… 第三巻 p734
渡辺 宏（わたなべ・ひろし）… 第三巻 p734
渡辺 政隆（わたなべ・まさたか）… 第三巻 p734
渡辺 雅之（わたなべ・まさゆき）… 第三巻 p735
渡辺 学（わたなべ・まなぶ）… 第三巻 p735
渡辺 三枝子（わたなべ・みえこ）… 第三巻 p736
渡辺 美樹（わたなべ・みき）［本名］渡邉美樹（わたなべ・みき）… 第三巻 p736
渡辺 充（わたなべ・みつる）… 第三巻 p737
渡邉 みどり（わたなべ・みどり）… 第三巻 p738
渡辺 実（わたなべ・みのる）… 第三巻 p738
渡辺 康麿（わたなべ・やすまろ）… 第三巻 p739
渡辺 和（わたなべ・やわら）… 第三巻 p739
渡辺 雄二（わたなべ・ゆうじ）… 第三巻 p740
渡邉 義浩（わたなべ・よしひろ）… 第三巻 p741
綿抜 豊昭（わたぬき・とよあき）… 第三巻 p741
渡部 広一（わたべ・ひろかず）… 第三巻 p741
渡部 真（わたべ・まこと）… 第三巻 p742
綿本 彰（わたもと・あきら）… 第三巻 p742
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渡會 公治（わたらい・こうじ）… 第三巻 p743
亘理 格（わたり・ただす）… 第三巻 p743
ワーデン, ポール … 第三巻 p744
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