
0414 群馬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
藍原　昭信 ｱｲﾊﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 004704330505 岩田　邦子 ｲﾜﾀ ｸﾆｺ 004696330859
荒木　寛 ｱﾗｷ ﾋﾛｼ 063225350006 荒木　京子 ｱﾗｷ ｷｮｳｺ 063226350006
石川　征司 ｲｼｶﾜ ｾｲｼﾞ 079678370022 浅野　静江 ｱｻﾉ ｼｽﾞｴ 079679370022
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
植田　松太郎 ｳｴﾀ ﾏﾂﾀﾛｳ 058080420001 渡辺　裕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 058086420001
上田　康雄 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｵ 005204350000 上田　直子 ｳｴﾀﾞ ﾅｵｺ 005203350000
大川　功 ｵｵｶﾜ ｲｻｵ 050870350000 大川　好子 ｵｵｶﾜ ﾖｼｺ 050871350000
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
小瀬　一廣 ｵｾ ｶｽﾞﾋﾛ 008532370000 小瀬　安子 ｵｾ ﾔｽｺ 008529370000
梶原　昌人 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 062457330433 梶原　てい子 ｶｼﾞﾜﾗ ﾃｲｺ 062458330433
加瀬　照明 ｶｾ ﾃﾙｱｷ 006584360000 服部　明美 ﾊｯﾄﾘ ｱｹﾐ 006585360000
金子　幸雄 ｶﾈｺ ﾕｷｵ 027371320402 富田　京子 ﾄﾐﾀ ｷｮｳｺ 005211320402
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
黒澤　昇平 ｸﾛｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 104350420002 乙部　恵子 ｵﾄﾍﾞ ｼｹﾞｺ 104351420002
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　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
斉藤　悟 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 002216310000 篠崎　文江 ｼﾉｻﾞｷ ﾌﾐｴ 002201310000
坂口　健一 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 016463420001 坂井　容子 ｻｶｲ ﾖｳｺ 016464420001
坂本　一行 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 080150330433 丸山　尚子 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｦｺ 053604330433
佐藤　角二 ｻﾄｳ ｶｸｼﾞ 056571420002 今地　ゆきみ ｲﾏﾁ ﾕｷﾐ 102067420002
佐藤　裕典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 100807320402 佐藤　京子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 071518320402
嶋内　繁行 ｼﾏｳﾁ ｼｹﾞﾕｷ 099894370022 嶋内　友季子 ｼﾏｳﾁ ﾕｷｺ 099895370022
菅野　勲 ｽｶﾞﾉ ｲｻｵ 006396360000 菅野　洋子 ｽｶﾞﾉ ﾖｳｺ 006401360000
鈴木　弥彦 ｽｽﾞｷ ﾔﾋｺ 015616380469 鈴木　栄子 ｽｽﾞｷ ｴｲｺ 015610380469
高橋　正夫 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ 004488330808 狩野　幸子 ｶﾉｳ ｻﾁｺ 004489330808
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
竹牟礼　貢 ﾀｹﾑﾚ ﾐﾂﾙ 004579330433 岩崎　純子 ｲﾜｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 004804330433
千明　眞雄 ﾁｷﾞﾗ ﾏｻｵ 047803350031 南川　美恵子 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾐｴｺ 005981350031
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
鴇田　啓二 ﾄｷﾀ ｹｲｼﾞ 060863420002 掛川　初子 ｶｹｶﾞﾜ ﾊﾂｺ 107016420002
中村　勘市 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝｲﾁ 004420330000 後藤　明子 ｺﾞﾄｳ ｱｷｺ 004418330000
中村　信之 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 006299350060 常田　恵子 ﾄｷﾀ ｹｲｺ 006300350060
並木　高世志 ﾅﾐｷ ﾀｶﾖｼ 006274350060 倉持　せつ子 ｸﾗﾓﾁ ｾﾂｺ 006266350060
野口　新一 ﾉｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 052634330433 野口　京子 ﾉｸﾞﾁ ｷｮｳｺ 052635330433
原　栄一 ﾊﾗ ｴｲｲﾁ 004549330433 原　美知子 ﾊﾗ ﾐﾁｺ 004547330433
福田　進 ﾌｸﾀﾞ ｽｽﾑ 104243330202 本山　久美子 ﾓﾄﾔﾏ ｸﾐｺ 104244330202
福原　鉄男 ﾌｸﾊﾗ ﾃﾂｵ 006004350036 福原　信子 ﾌｸﾊﾗ ﾉﾌﾞｺ 005996350036
三浦　文夫 ﾐｳﾗ ﾌﾐｵ 091175320402 三浦　幸子 ﾐｳﾗ ｻﾁｺ 091176320402
三上　昇一 ﾐｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 006190350000 磯　孝枝 ｲｿ ﾀｶｴ 060155320402
宮島　千広 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 025223420001 小野澤　美代子 ｵﾉｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 064438420001
村上　光信 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾉﾌﾞ 006798360001 西尾　知子 ﾆｼｵ ﾄﾓｺ 006782360001
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
山本　富士夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞｵ 003858320101 見目　悦子 ｹﾝﾓｸ ｴﾂｺ 115147320101
横田　明 ﾖｺﾀ ｱｷﾗ 064415350044 田中　初枝 ﾀﾅｶ ﾊﾂｴ 064416350044


