
0113 すみだダンススポーツ競技会
C級ラテン

リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号
阿曽　正道 ｱｿ ﾏｻﾐﾁ 007904360000 吉田　眞智子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾁｺ 007905360000
荒井　益栄 ｱﾗｲ ﾏｽｴｲ 009445370005 岸川　郁香 ｷｼｶﾜ ﾕｳｺｳ 009444370005
石田　光明 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 027357380000 石田　真佐子 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｺ 027358380000
板垣　正樹 ｲﾀｶﾞｷ ﾏｻｷ 010073370011 板垣　央子 ｲﾀｶﾞｷ ﾅｶｺ 010072370011
一文字　孝一 ｲﾁﾓﾝｼﾞ ｺｳｲﾁ 012246370000 本堂　ふさ ﾎﾝﾄﾞｳ ﾌｻ 009530370000
植竹　正一 ｳｴﾀｹ ｼｮｳｲﾁ 006405360000 辻　栄子 ﾂｼﾞ ｴｲｺ 059251360000
内山　勝司 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 056664380348 内山　篤子 ｳﾁﾔﾏ ｱﾂｺ 056665380348
梅島　禎一 ｳﾒｼﾞﾏ ﾃｲｲﾁ 014319380113 小林　輝子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ 014317380113
大辻　明 ｵｵﾂｼﾞ ｱｷﾗ 015329380470 中本　光子 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂｺ 026938380470
尾形　照史 ｵｶﾞﾀ ﾃﾙｼ 064473370000 滝本　祐子 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｺ 064474370000
金子　忠男 ｶﾈｺ ﾀﾀﾞｵ 107895380000 安齋　美佐枝 ｱﾝｻﾞｲ ﾐｻｴ 107896380000
川名　正明 ｶﾜﾅ ﾏｻｱｷ 100890370014 浜瀬　和子 ﾊﾏｾ ｶｽﾞｺ 100891370014
巖築　恒美 ｶﾞﾝﾁｸ ﾂﾈﾐ 029847360003 山本　秀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ 029846360003
清瀬　猛 ｷﾖｾ ﾀｹｼ 048442320101 清瀬　畔奈 ｷﾖｾ ﾊﾝﾅ 048443320101
蔵方　政治 ｸﾗｶﾀ ﾏｻﾊﾙ 010964370019 岡里　美恵子 ｵｶｻﾞﾄ ﾐｴｺ 010963370019
黒川　利雄 ｸﾛｶﾜ ﾄｼｵ 008880370000 杉山　加代子 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾖｺ 026829370000
斉藤　征吾 ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞ 073025370055 岸　克子 ｷｼ ｶﾂｺ 057075370055
篠塚　義治 ｼﾉﾂﾞｶ ﾖｼﾊﾙ 014592380525 篠塚　千秋 ｼﾉﾂﾞｶ ﾁｱｷ 014593380525
清水　邦夫 ｼﾐｽﾞ ｸﾆｵ 008471370000 小野寺　啓子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲｺ 050495370000
清水　良二 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ 009419370003 清水　久美子 ｼﾐｽﾞ ｸﾐｺ 009420370003
田中　俊三 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｿﾞｳ 010142370011 佐々木　恵美子 ｻｻｷ ｴﾐｺ 080500380474
東方　助夫 ﾄｳﾎｳ ｽｹｵ 015163380462 鈴木　貴美子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 012741380462
中村　正春 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ 005984370041 高橋　史子 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｺ 063060368801
中村　裕建 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｹﾝ 011175370023 日野　紀子 ﾋﾉ ﾉﾘｺ 052610370023
西川　洋二 ﾆｼｶﾜ ﾖｳｼﾞ 013083370070 西川　政子 ﾆｼｶﾜ ﾏｻｺ 013084370070
西村　金一 ﾆｼﾑﾗ ｷﾝｲﾁ 004497360002 笛木　茂美 ﾌｴｷ ｼｹﾞﾐ 004504330808
長谷川　敏夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ 013853380000 長谷川　富智代 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾁﾖ 013878380000
濱野　宗貞 ﾊﾏﾉ ﾑﾈｻﾀﾞ 090336370080 窪田　喜久子 ｸﾎﾞﾀ ｷｸｺ 010664370021
星野　実 ﾎｼﾉ ﾐﾉﾙ 080585380113 福村　千賀子 ﾌｸﾑﾗ ﾁｶｺ 072584380113
松下　良美 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾐ 025304380462 鈴木　敬子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 092873380462
三宅　博輝 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 069625380642 上岡　美智子 ｶﾐｵｶ ﾐﾁｺ 086151380642
村田　豊 ﾑﾗﾀ ﾕﾀｶ 013018370070 多田　フジ子 ﾀﾀﾞ ﾌｼﾞｺ 013009370070
八重樫　昌利 ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻﾄｼ 010395380000 八重樫　千恵 ﾔｴｶﾞｼ ﾁｴ 010399380000
柳　学 ﾔﾅｷﾞ ｶﾞｸ 100275370015 柳　房子 ﾔﾅｷﾞ ﾌｻｺ 100274370015
山田　恭路 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 078639370015 志熊　いずみ ｼｸﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 068662370015
横山　和弘 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 009811370010 福田　てる子 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾙｺ 009812370010
渡辺　秀夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 010175370011 田中　久枝 ﾀﾅｶ ﾋｻｴ 010173370011


