
0317 神奈川ダンスフェスティバル
アマ／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
在原　満男 ｱﾘﾊﾗ ﾐﾂｵ 093778360001 岡田　和枝 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｴ 093779360001
石井　康宏 ｲｼｲ ﾔｽﾋﾛ 108448360000 K.　アイリナ ｹｲ ｱｲﾘﾅ 108449360000
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
石本　孝雄 ｲｼﾓﾄ ﾀｶｵ 015297380000 阿部　弘子 ｱﾍﾞ ﾋﾛｺ 015311380000
猪瀬　幸市 ｲﾉｾ ｺｳｲﾁ 007541360003 猪瀬　裕子 ｲﾉｾ ﾕｳｺ 007540360003
大辻　明 ｵｵﾂｼﾞ ｱｷﾗ 015329380470 中本　光子 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂｺ 026938380470
小沢　隆雄 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｵ 062199370060 西本　睦子 ﾆｼﾓﾄ ﾑﾂｺ 060385370060
片岡　利夫 ｶﾀｵｶ ﾄｼｵ 007277360005 片岡　満洲子 ｶﾀｵｶ ﾏｽｺ 007278360005
桂　直之 ｶﾂﾗ ﾅｵﾕｷ 079257380472 西尾　豊子 ﾆｼｵ ﾄﾖｺ 023273370053
加藤　一雄 ｶﾄｳ ｶｽﾞｵ 112327380525 加藤　紀子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 112328380525
加藤　勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 000664370000 加藤　光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 000665370000
加納　周一 ｶﾉｳ ｼｭｳｲﾁ 015380380463 中野　キヨ子 ﾅｶﾉ ｷﾖｺ 013535380463
木附沢　茂昭 ｷﾂｷｻﾞﾜ ｼｹﾞｱｷ 049950380462 木附沢　久美子 ｷﾂｷｻﾞﾜ ｸﾐｺ 049951380462
木村　義明 ｷﾑﾗ ﾖｼｱｷ 014970380344 小林　静江 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｴ 014973380344
久保寺　恒久 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾂﾈﾋｻ 025806380464 田野尻　郁子 ﾀﾉｼﾞﾘ ｲｸｺ 015228380464
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
倉澤　毅年 ｸﾗｻﾜ ﾀｹﾄｼ 012870370062 倉澤　幸子 ｸﾗｻﾜ ｻﾁｺ 012873370062
越田　健一 ｺｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 025788380000 越田　早苗 ｺｼﾀﾞ ｻﾅｴ 025807380000
小嶋　三千男 ｺｼﾞﾏ ﾐﾁｵ 015280380465 高橋　雪枝 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ 015279380465
越村　東正 ｺｼﾑﾗ ｱｽﾞﾏｻ 015285380462 古明地　直美 ｺﾒｲｼﾞ ﾅｵﾐ 086051380462
小林　喜正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 015245380468 鈴木　由紀子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 063990380468
小宮　弘 ｺﾐﾔ ﾋﾛｼ 013494380000 杉山　喜美代 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾐﾖ 014999380344
斉藤　健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 090099360002 斉藤　紀子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 088651360002
斎藤　博美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 012644370060 斎藤　里美 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ 012643370060
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
篠原　晃 ｼﾉﾊﾗ ｱｷﾗ 013439380463 杉本　百合子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｺ 051747380463
渋谷　敏昭 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼｱｷ 096233360001 渋谷　法子 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｺ 096217360001
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
下山　孝一 ｼﾓﾔﾏ ｺｳｲﾁ 069462370017 下山　敏子 ｼﾓﾔﾏ ﾄｼｺ 069461370017
菅　基 ｽｶﾞ ﾓﾄｲ 070427378801 大久保　万里子 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾘｺ 080584378801
杉本　英和 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｶﾞｽﾞ 053979380000 杉本　直子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｺ 053982380000
高橋　達人 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾄ 010626350000 栃本　真弓 ﾄﾁﾓﾄ ﾏﾕﾐ 010623350000
武江　公治 ﾀｹｴ ｺｳｼﾞ 045372340010 浅川　友子 ｱｻｶﾜ ﾄﾓｺ 096086340010
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
長嶋　宏行 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 075316380000 長嶋　美由紀 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾕｷ 096342380000
長塚　一喜 ﾅｶﾞﾂｶ ｶｽﾞﾖｼ 014899380332 長塚　恵子 ﾅｶﾞﾂｶ ｹｲｺ 025648380332
根岸　眞樹 ﾈｷﾞｼ ﾏｻｷ 079750380000 根岸　知子 ﾈｷﾞｼ ﾄﾓｺ 079751380000
野崎　欽治 ﾉｻﾞｷ ｷﾝｼﾞ 056786370025 野崎　千代子 ﾉｻﾞｷ ﾁﾖｺ 056787370025
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
HALL　ROBERT ﾎｰﾙ ﾛﾊﾞｰﾄ 079673370000 ＨＡＬＬ　貴子 ﾎｰﾙ ﾀｶｺ 079674370000
松下　良美 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾐ 025304380462 鈴木　敬子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 092873380462
松本　英一 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｲﾁ 047224380000 内藤　志保子 ﾅｲﾄｳ ｼﾎｺ 110286380000
松本　謙二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 015213380463 松本　雅子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｺ 015208380463
武藤　志郎 ﾑﾄｳ ｼﾛｳ 047238380000 菊田　玲子 ｷｸﾀ ﾚｲｺ 047404380000
茂木　功全 ﾓｷﾞ ﾉﾘﾏｻ 045902380821 鈴木　正代 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖ 071851380821
森田　昭男 ﾓﾘﾀ ｱｷｵ 025871380376 荒兼　昌子 ｱﾗｶﾈ ﾏｻｺ 065327380376
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
山崎　泰男 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｵ 080023370000 鈴木　喜美江 ｽｽﾞｷ ｷﾐｴ 029018370020
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
山本　豊 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 025701380462 山本　光子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ 025698380462
吉田　晃一郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛ 012572370061 吉田　昌子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ 012560370061


