
0331 彩の国ダンスフェスティバル
アマ／C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
阿部　二三男 ｱﾍﾞ ﾌﾐｵ 048893370021 江口　利子 ｴｸﾞﾁ ﾄｼｺ 048894370021
荒木　寛 ｱﾗｷ ﾋﾛｼ 063225350006 荒木　京子 ｱﾗｷ ｷｮｳｺ 063226350006
池内　剛 ｲｹｳﾁ ﾂﾖｼ 108350350000 黒屋　ゆう子 ｸﾛﾔ ﾕｳｺ 108351350000
石原　三郎 ｲｼﾊﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 106294350031 持田　幸子 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁｺ 059608350031
今成　英実 ｲﾏﾅﾘ ﾋﾃﾞﾐ 077138358803 今成　敬子 ｲﾏﾅﾘ ｹｲｺ 077139358803
植竹　正一 ｳｴﾀｹ ｼｮｳｲﾁ 006405360000 辻　栄子 ﾂｼﾞ ｴｲｺ 059251360000
宇津木　秀夫 ｳﾂｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 070128350030 宇津木　隆子 ｳﾂｷﾞ ﾀｶｺ 072024350030
江森　秀夫 ｴﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ 064141350060 染谷　三枝子 ｿﾒﾔ ﾐｴｺ 064142350060
笈川　稔 ｵｲｶﾜ ﾐﾉﾙ 068221350012 伊藤　昌子 ｲﾄｳ ﾏｻｺ 100471350012
大川　正一 ｵｵｶﾜ ｼｮｳｲﾁ 006450360000 上條　静枝 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｽﾞｴ 006455360000
大沢　徳次郎 ｵｵｻﾜ ﾄｸｼﾞﾛｳ 011938350000 兼松　多嘉子 ｶﾈﾏﾂ ﾀｶｺ 011937350000
岡本　伸一 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 023289370044 新井　睦子 ｱﾗｲ ﾑﾂｺ 023288370044
岡本　芳夫 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｵ 089103350000 中嶋　純子 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 105136370024
小川　好男 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｵ 002775320000 小川　由利子 ｵｶﾞﾜ ﾕﾘｺ 002776320000
荻野　和男 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞｵ 005288350000 根岸　ひろ子 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｺ 005302350000
恩田　一夫 ｵﾝﾀﾞ ｶｽﾞｵ 005406350000 天野　達子 ｱﾏﾉ ﾀﾂｺ 047872360004
亀井　健二 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞ 081194380465 岡　恵子 ｵｶ ｹｲｺ 112608370054
川岸　洋司 ｶﾜｷﾞｼ ﾖｳｼﾞ 010970370020 杉本　栄子 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｺ 010974370020
川口　守 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 009301350000 結城　文惠 ﾕｳｷ ﾌﾐｴ 005453350000
川田　健 ｶﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 006308350010 川田　とよ子 ｶﾜﾀﾞ ﾄﾖｺ 006311350010
菊地　勝治 ｷｸﾁ ｶﾂｼﾞ 010279370013 佐藤　茂子 ｻﾄｳ ｼｹﾞｺ 010283370013
岸　正道 ｷｼ ﾏｻﾐﾁ 053956350000 岸　静子 ｷｼ ｼｽﾞｺ 053957350000
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
栗城　孝至 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 010592370015 北野　征子 ｷﾀﾉ ｾｲｺ 012838370032
黒川　正男 ｸﾛｶﾜ ﾏｻｵ 014227360000 黒川　ミチカ ｸﾛｶﾜ ﾐﾁｶ 074199360000
黒川　幸治 ｸﾛｶﾜ ﾕｷﾊﾙ 076981350041 黒川　富子 ｸﾛｶﾜ ﾄﾐｺ 076982350041
小泉　光行 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾂﾕｷ 005257350000 湯浅　恵理子 ﾕｱｻ ｴﾘｺ 005256350000
小塚　敏雄 ｺﾂﾞｶ ﾄｼｵ 005615350006 茂田井　和子 ﾓﾀｲ ｶｽﾞｺ 005617350006
小林　治 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 005675350000 後藤　牧子 ｺﾞﾄｳ ﾏｷｺ 005674350000
小林　久男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｵ 064139350036 小林　元美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾐ 064140350036
小林　正捷 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶﾂ 005685350000 山崎　弘子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｺ 005696350000
駒井　秀司 ｺﾏｲ ﾋﾃﾞｼﾞ 009435370005 駒井　悦子 ｺﾏｲ ｴﾂｺ 009436370005
小山　豊 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 012062370000 小山　啓子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 012059370000
斎藤　久雄 ｻｲﾄｳ ﾋｻｵ 008457370000 斎藤　きみ江 ｻｲﾄｳ ｷﾐｴ 008452370000
佐野　友司 ｻﾉ ﾕｳｼﾞ 080033350000 江良　貴実子 ｴﾗ ｷﾐｺ 080034350000
新藤　勝 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 005637350001 石坂　明子 ｲｼｻﾞｶ ｱｷｺ 005638350001
周防　俊 ｽｵｳ ｼｭﾝ 007172360000 槌田　富代 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾐﾖ 007171360000
鈴木　実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 005145350000 鈴木　洋子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 005136350000
高橋　道幸 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾕｷ 004749330101 中野　あけみ ﾅｶﾉ ｱｹﾐ 058976330101
武田　克己 ﾀｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 011719370030 山本　智恵子 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴｺ 011722370030
立野　慎一 ﾀﾃﾉ ｼﾝｲﾁ 011497370000 立野　美代子 ﾀﾃﾉ ﾐﾖｺ 011492370000
田中　國夫 ﾀﾅｶ ｸﾆｵ 006259350060 田中　恵子 ﾀﾅｶ ｹｲｺ 006258350060
田辺　憲司 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 100760378801 田辺　清美 ﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾐ 061042378801
谷辺　行成 ﾀﾆﾍﾞ ﾕｷﾅﾘ 005705350012 斉藤　典子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 090332350012
土川　徹 ﾂﾁｶﾜ ﾄｵﾙ 082892370013 菊地　さと子 ｷｸﾁ ｻﾄｺ 087751310566
土屋　文男 ﾂﾁﾔ ﾌﾐｵ 004402330000 土屋　恵子 ﾂﾁﾔ ｹｲｺ 004403330000
鶴島　武雄 ﾂﾙｼﾏ ﾀｹｵ 005178350000 丸山　純子 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 005171350000
冨田　和彦 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ 007061370025 菊池　優子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 007060370025
中沢　孝男 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｵ 005451350000 依田　春恵 ﾖﾀﾞ ﾊﾙｴ 053216350000
中坪　鉄雄 ﾅｶﾂﾎﾞ ﾃﾂｵ 065180370019 田澤　千代 ﾀｻﾞﾜ ﾁﾖ 065181370019
乳井　勝男 ﾆｭｳｲ ｶﾂｵ 002244310000 乳井　光子 ﾆｭｳｲ ﾐﾂｺ 002226310000



蓮見　公三 ﾊｽﾐ ｺｳｿﾞｳ 005737350012 蓮見　ミツ子 ﾊｽﾐ ﾐﾂｺ 005726350012
平尾　富男 ﾋﾗｵ ﾄﾐｵ 005725350012 佐野　富佐 ｻﾉ ﾌｻ 005716350012
広澤　正一 ﾋﾛｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ 085111310512 広澤　良子 ﾋﾛｻﾜ ﾖｼｺ 085115310512
前田　健司 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 046456360004 川原　良子 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｺ 037239360002
前田　実 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 002408310403 前田　つね子 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾈｺ 067887310403
松本　茂義 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾖｼ 034628359900 西垣　秀子 ﾆｼｶﾞｷ ﾋﾃﾞｺ 080955359900
三浦　文夫 ﾐｳﾗ ﾌﾐｵ 091175320402 三浦　幸子 ﾐｳﾗ ｻﾁｺ 091176320402
見川　寛 ﾐｶﾜ ﾋﾛｼ 046818350025 柏瀬　雅子 ｶｼﾜｾ ﾏｻｺ 081731350000
水野　徳美 ﾐｽﾞﾉ ﾄｸﾐ 003652310376 阿部　いち代 ｱﾍﾞ ｲﾁﾖ 003649310376
箕輪　茂 ﾐﾉﾜ ｼｹﾞﾙ 111476370002 加瀬　尚美 ｶｾ ﾅｵﾐ 111477370002
森田　晃好 ﾓﾘﾀ ｱｷﾖｼ 010635370016 後閑　千恵子 ｺﾞｶﾝ ﾁｴｺ 010636370016
安井　忠吉 ﾔｽｲ ﾀﾀﾞﾖｼ 006145350044 高橋　幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 027162350044
山﨑　正敏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 088787350000 大山　光子 ｵｵﾔﾏ ﾐﾂｺ 088788350000
山﨑　良夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ 087349350000 森田　愛子 ﾓﾘﾀ ｱｲｺ 087350350000
横井　富夫 ﾖｺｲ ﾄﾐｵ 023369350060 栗田　靖子 ｸﾘﾀ ﾔｽｺ 023370350060
横田　明 ﾖｺﾀ ｱｷﾗ 064415350044 田中　初枝 ﾀﾅｶ ﾊﾂｴ 064416350044
横間　透 ﾖｺﾏ ﾄｵﾙ 068046370012 落合　真理子 ｵﾁｱｲ ﾏﾘｺ 068045370012
吉田　一雄 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 106421350000 柳田　睿子 ﾔﾅｷﾞﾀ ｴｲｺ 106422350000


