
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

明石　博次 ｱｶｼ ﾋﾛﾂｸﾞ 008243370000 西村　和子 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｺ 061090370000

新井　繁 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾙ 005224350000 布施　広見 ﾌｾ ﾋﾛﾐ 089963350000

有川　隆治 ｱﾘｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 078896370000 有川　康代 ｱﾘｶﾜ ﾔｽﾖ 078897370000

伊勢　隆太 ｲｾ ﾘｭｳﾀ 106320370000 是枝　康代 ｺﾚｴﾀﾞ ﾔｽﾖ 101196370053

伊勢田　明彦 ｲｾﾀﾞ ｱｷﾋｺ 066827360000 伊勢田　和子 ｲｾﾀﾞ ｶｽﾞｺ 097890360000

今寺　隆政 ｲﾏﾃﾞﾗ ﾀｶﾏｻ 028393370024 今寺　真知子 ｲﾏﾃﾞﾗ ﾏﾁｺ 104946370024

大江　周平 ｵｵｴ ｼｭｳﾍｲ 100968380000 大江　節子 ｵｵｴ ｾﾂｺ 100969380000

大塚　正雄 ｵｵﾂｶ ﾏｻｵ 083269350006 青山　玲子 ｱｵﾔﾏ ﾚｲｺ 083268350006

小俣　徳夫 ｵﾏﾀ ﾄｸｵ 008680370000 大瀬　美代子 ｵｵｾ ﾐﾖｺ 008681370000

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

黒澤　努 ｸﾛｻﾜ ﾂﾄﾑ 025549380000 三浦　千夏 ﾐｳﾗ ﾁﾅﾂ 074781380000

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

小柳　博 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 059206370012 原　まさ子 ﾊﾗ ﾏｻｺ 059207370012

斎藤　右司 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 010349370011 佐野　玖枝 ｻﾉ ﾀﾏｴ 013970380000

三枝　芳彦 ｻｴｸﾞｻ ﾖｼﾋｺ 009839370025 佐藤　美砂子 ｻﾄｳ ﾐｻｺ 065022370025

佐藤　節夫 ｻﾄｳ ｾﾂｵ 008687370000 渡辺　清子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｺ 008688370000

篠﨑　龍男 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾂｵ 108452320101 篠﨑　信子 ｼﾉｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 108453320101

柴田　雅博 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 008234370000 小林　恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 009152370000

清水　弘隆 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 103593370000 仲　直乃 ﾅｶ ﾅｵﾉ 079541370000

白戸　豊穣 ｼﾗﾄ ﾎｳｼﾞｮｳ 023170370008 松浦　満里子 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｺ 048064370008

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　彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 008484370014 鈴木　久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 008482370014

鈴木　守明 ｽｽﾞｷ ﾓﾘｱｷ 010654370022 小林　照子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ 071770370022

瀬田　裕和 ｾﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 008946370000 南井　悦子 ﾐﾅﾐｲ ｴﾂｺ 007526370000

高橋　智彦 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋｺ 083181350000 宮本　真由美 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕﾐ 068287350000

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

髙栁　正彦 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋｺ 083573370040 安井　美佳 ﾔｽｲ ﾐｶ 089978370040

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

中村　晴弘 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋﾛ 080387350000 小西　晴子 ｺﾆｼ ﾊﾙｺ 080388350000

西村　金一 ﾆｼﾑﾗ ｷﾝｲﾁ 004497360002 笛木　茂美 ﾌｴｷ ｼｹﾞﾐ 004504330808

濵田　宣明 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 072843370000 横山　晴美 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ 082353370000

原　義徳 ﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 094839360005 伊藤　悦子 ｲﾄｳ ｴﾂｺ 062886360005

日暮　正昭 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｱｷ 006471360000 河野　真理子 ｶﾜﾉ ﾏﾘｺ 087752360005

星野　清 ﾎｼﾉ ｷﾖｼ 005417350000 宮本　敬子 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｺ 032573370010

星野　英雄 ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞｵ 025994370000 宇都宮　優理 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾘ 107262370000

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

横田　孝好 ﾖｺﾀ ﾀｶﾖｼ 010616370014 中村　麻理美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾐ 046345370014

吉川　慎一 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 092008330433 吉川　弥栄子 ﾖｼｶﾜ ﾔｴｺ 092009330433

吉田　進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 087621230077 吉田　えみ子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾐｺ 087622230077

渡辺　正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾃﾙ 006511360000 渡辺　久美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ 006543360000

渡辺　稔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 010581370000 滝　敏子 ﾀｷ ﾄｼｺ 054333370000

0804 Tokyoカップダンス選手権大会

アマ／B級スタンダード


