
0331 彩の国ダンスフェスティバル
アマ／D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
青木　滿 ｱｵｷ ﾐﾂﾙ 112828350000 宇佐美　里枝 ｳｻﾐ ｻﾄｴ 112829350000
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　進 ｱﾗｲ ｽｽﾑ 004296320101 君島　和子 ｷﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞｺ 004295320101
安藤　俊正 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾏｻ 080980380821 星　悦子 ﾎｼ ｴﾂｺ 080978380821
飯島　憲治 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 006294350060 飯島　良子 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼｺ 006292350060
池田　明 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ 005744350012 真壁　百合子 ﾏｶﾍﾞ ﾕﾘｺ 005738350012
石坂　勝彦 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂﾋｺ 011124370022 安永　得子 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄｸｺ 011125370022
板場　利昭 ｲﾀﾊﾞ ﾄｼｱｷ 077557350044 板場　江美子 ｲﾀﾊﾞ ｴﾐｺ 077558350044
井上　秀雄 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｵ 008703370000 大橋　紀子 ｵｵﾊｼ ﾉﾘｺ 008704370000
大久保　奮彌 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾋﾛ 102742370002 大久保　典子 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｺ 102743370002
大崎　達彦 ｵｵｻｷ ﾀﾂﾋｺ 006152358801 岸　直美 ｷｼ ﾅｵﾐ 112670358801
大野　泉 ｵｵﾉ ｲｽﾞﾐ 059424350000 今成　俊江 ｲﾏﾅﾘ ﾄｼｴ 059425350000
小倉　明弘 ｵｸﾗ ｱｷﾋﾛ 008015350000 河野　幸代 ｶﾜﾉ ｻﾁﾖ 008021350000
片桐　俊夫 ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｼｵ 106183350000 大木　美智子 ｵｵｷ ﾐﾁｺ 106184350000
加藤　清次 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ 034853350000 渡辺　加代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾖｺ 034855350000
香取　久雄 ｶﾄﾘ ﾋｻｵ 053939360000 香取　ひとみ ｶﾄﾘ ﾋﾄﾐ 074892360000
兼松　八朗 ｶﾈﾏﾂ ﾊﾁﾛｳ 104872350082 古賀　芳枝 ｺｶﾞ ﾖｼｴ 104874350082
川島　秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 111584368801 川島　恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 111585368801
川名　孝雄 ｶﾜﾅ ﾀｶｵ 078903360004 川名　怜子 ｶﾜﾅ ﾚｲｺ 078904360004
木下　忠雄 ｷﾉｼﾀ ﾀﾀﾞｵ 084228320101 新倉　紀子 ﾆｲｸﾗ ﾉﾘｺ 083929320101
小田部　章 ｺﾀﾍﾞ ｱｷﾗ 027460370030 三森　茂代 ﾐﾂﾓﾘ ｼｹﾞﾖ 027461370030
小林　清郷 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｺﾞ 111868350000 谷川　敏恵 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄｼｴ 067333350000
五味川　蔀 ｺﾞﾐｶﾜ ｼﾄﾐ 113312350000 千葉　貴世美 ﾁﾊﾞ ｷﾖﾐ 113313350000
小峰　茂満 ｺﾐﾈ ｼｹﾞﾐﾂ 051096360000 長野　はる子 ﾅｶﾞﾉ ﾊﾙｺ 088152360000
斉藤　光夫 ｻｲﾄｳ ﾃﾙｵ 102129350000 高須　京子 ﾀｶｽ ｷｮｳｺ 102130350000
沢木　一也 ｻﾜｷ ｶｽﾞﾔ 115259360000 山城　眞由美 ﾔﾏｼﾛ ﾏﾕﾐ 006733360000
柴崎　愼一 ｼﾊﾞｻｷ ｼﾝｲﾁ 077552350044 松本　文江 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｴ 077553350044
庄野　晴夫 ｼｮｳﾉ ﾊﾙｵ 112538359900 進藤　ちよ子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾖｺ 112539359900
須永　明男 ｽﾅｶﾞ ｱｷｵ 066545350000 植村　のぶ子 ｳｴﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 066546350000
高木　博 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 105241368801 田原　さゆり ﾀﾜﾗ ｻﾕﾘ 105243368801
高澤　清剛 ﾀｶｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 084443360002 高澤　千代子 ﾀｶｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 084442360002
高畑　武夫 ﾀｶﾊﾀ ﾀｹｵ 051302350010 高畑　トク江 ﾀｶﾊﾀ ﾄｸｴ 051303350010
高原　政雄 ﾀｶﾊﾗ ﾏｻｵ 108785350012 遠藤　凱子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ 108786350012
玉井　祐司 ﾀﾏｲ ﾕｳｼﾞ 009294370023 吉村　美佐子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｺ 009293370023
野村　光男 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｵ 002967310512 浅井　恵子 ｱｻｲ ｹｲｺ 002962310512
藤山　春雄 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾊﾙｵ 006021350036 酒井　都子 ｻｶｲ ﾐﾔｺ 096558350036
堀井　正和 ﾎﾘｲ ﾏｻｶｽﾞ 060809350000 駒林　由記子 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 096573320402
松下　一雄 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｵ 067071350055 松下　幸子 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷｺ 067072350055
松本　磐夫 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾜｵ 068092350060 横山　なか子 ﾖｺﾔﾏ ﾅｶｺ 068093350060
眞鍋　清次 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 091748370018 眞鍋　朱実 ﾏﾅﾍﾞ ｱｹﾐ 091737370018
力丸　博和 ﾘｷﾏﾙ ﾋﾛｶｽﾞ 091412350025 力丸　幸子 ﾘｷﾏﾙ ｻﾁｺ 091413350025
渡辺　克英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾃﾞ 003924320101 五味渕　和子 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ｶｽﾞｺ 003926320101


