
0317 神奈川ダンスフェスティバル
アマ／B級スタンダード

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
秋山　新一 ｱｷﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 030386380475 郷戸　悦子 ｺﾞｳﾄﾞ ｴﾂｺ 114769380475
江島　聡 ｴｼﾞﾏ ｻﾄｼ 008256370000 江島　敬子 ｴｼﾞﾏ ｹｲｺ 008245370000
岡崎　順夫 ｵｶｻﾞｷ ﾖﾘｵ 013938380000 武田　紀子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 058013380000
尾嶋　俊明 ｵｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 013050370070 中村　京子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 012968370070
小野　俊一 ｵﾉ ﾄｼｶｽﾞ 013586380000 今井　三重子 ｲﾏｲ ﾐｴｺ 013547380000
小俣　徳夫 ｵﾏﾀ ﾄｸｵ 008680370000 大瀬　美代子 ｵｵｾ ﾐﾖｺ 008681370000
上総　満雄 ｶｽﾞｻ ﾐﾂｵ 016569510000 伊奈　和子 ｲﾅ ｶｽﾞｺ 016580510000
加瀬　照明 ｶｾ ﾃﾙｱｷ 006584360000 服部　明美 ﾊｯﾄﾘ ｱｹﾐ 006585360000
加藤　勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 000664370000 加藤　光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 000665370000
加藤　実 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 084118350000 髙野　公子 ﾀｶﾉ ｷﾐｺ 111815350000
金子　一秋 ｶﾈｺ ｶｽﾞｱｷ 006992360000 久保　正美 ｸﾎﾞ ﾏｻﾐ 006999360000
川崎　修 ｶﾜｻｷ ｵｻﾑ 006475360000 長瀬　郁子 ﾅｶﾞｾ ｲｸｺ 006476360000
久保田　幸治 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ 014091380105 島田　弘子 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ 100608380105
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
駒村　雅仁 ｺﾏﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 009205370000 駒村　栄子 ｺﾏﾑﾗ ｴｲｺ 009227370000
小宮　弘 ｺﾐﾔ ﾋﾛｼ 013494380000 杉山　喜美代 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾐﾖ 014999380344
小柳　博 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 059206370012 原　まさ子 ﾊﾗ ﾏｻｺ 059207370012
近藤　義弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 014437380000 堂城　美賀子 ﾀｶｷ ﾐｶｺ 025808380000
佐藤　弘美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 078946380469 佐藤　睦美 ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ 078945380469
清水　繁幸 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾕｷ 008272370074 浅野　順子 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝｺ 013099370070
杉谷　俊臣 ｽｷﾞﾀﾆ ﾄｼｵﾐ 097545380525 鈴木　きよ子 ｽｽﾞｷ ｷﾖｺ 012576380525
鈴木　孝 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 010722370017 野口　つゆ子 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾕｺ 010721370017
鈴木　恒行 ｽｽﾞｷ ﾂﾈﾕｷ 013880380000 鈴木　由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 013893380000
澄川　利雄 ｽﾐｶﾜ ﾄｼｵ 013483380000 山本　桂子 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ 088001380000
高橋　光滋 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 087289370055 板屋　美江 ｲﾀﾔ ﾐｴ 025600370055
高橋　利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 008786370000 山口　さち子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｺ 008570370000
高橋　博光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 006663360000 高橋　郁子 ﾀｶﾊｼ ｲｸｺ 006664360000
武江　公治 ﾀｹｴ ｺｳｼﾞ 045372340010 浅川　友子 ｱｻｶﾜ ﾄﾓｺ 096086340010
玉利　清久 ﾀﾏﾘ ｷﾖﾋｻ 008666370000 吉村　美喜子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｷｺ 008663370000
中川　利雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｵ 014885380343 七海　洋子 ﾅﾅｳﾐ ﾖｳｺ 014891380343
中西　清 ﾅｶﾆｼ ｷﾖｼ 005312350000 岸　美幸 ｷｼ ﾐﾕｷ 090708350000
中村　晴弘 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋﾛ 080387350000 小西　晴子 ｺﾆｼ ﾊﾙｺ 080388350000
難波　芳幸 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 022917370000 難波　みづほ ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾂﾞﾎ 022916370000
西脇　保 ﾆｼﾜｷ ﾀﾓﾂ 003342310301 西脇　啓子 ﾆｼﾜｷ ｹｲｺ 003340310301
長谷川　嘉彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 014721380229 長谷川　和代 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖ 014730380229
服部　信和 ﾊｯﾄﾘ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 068389380344 永井　澄枝 ﾅｶﾞｲ ｽﾐｴ 038387380344
濱田　聡 ﾊﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 013830380000 竹本　弘美 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛﾐ 047326380000
日比野　秀彦 ﾋﾋﾞﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ 013364380000 日比野　久美子 ﾋﾋﾞﾉ ｸﾐｺ 013357380000
樋山　亘 ﾋﾔﾏ ﾜﾀﾙ 013505380000 樋山　純子 ﾋﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 013427380000
藤岡　直邦 ﾌｼﾞｵｶ ﾅｵｸﾆ 026043380746 藤岡　千江 ﾌｼﾞｵｶ ﾁｴ 026042380746
布施　孝弘 ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ 073696370074 布施　洋子 ﾌｾ ﾖｳｺ 073697370074
宮川　芳郎 ﾐﾔｶﾜ ﾖｼﾛｳ 054477310566 後藤　タイ ｺﾞﾄｳ ﾀｲ 010007370006
森屋　利保 ﾓﾘﾔ ﾄｼﾔｽ 008270370000 小林　千秋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 008269370000
矢島　敬一 ﾔｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ 088635380477 三谷　ときわ ﾐﾀﾆ ﾄｷﾜ 013664380477
矢内　伸和 ﾔﾅｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 013818380000 国本　知子 ｸﾆﾓﾄ ﾄﾓｺ 092080380000
山内　成弘 ﾔﾏｳﾁ ｼｹﾞﾋﾛ 073269380642 中村　美すず ﾅｶﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 073270380642
山下　智之 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾕｷ 013487380000 山下　利子 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｺ 013488380000
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
山ノ井　健樹 ﾔﾏﾉｲ ｹﾝｼﾞｭ 087030370024 山ノ井　重子 ﾔﾏﾉｲ ｼｹﾞｺ 087029370024
山本　豊 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 025701380462 山本　光子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ 025698380462
渡辺　一男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 000803230011 加藤　麻里衣 ｶﾄｳ ﾏﾘｲ 112577230011


