
0825 関東ダンス選手権大会
アマ／関東ダンス 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
安澤　武彦 ｱﾝｻﾞﾜ ﾀｹﾋｺ 115537370000 益村　泉 ﾏｽﾑﾗ ｲﾂﾞﾐ 107276370000
依田　泰則 ｲﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 006346360000 邨田　ひろ子 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｺ 006518360000
市川　栄 ｲﾁｶﾜ ｻｶｴ 011168370000 白浜　睦子 ｼﾗﾊﾏ ﾑﾂｺ 011167370000
今枝　義昌 ｲﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 008266370000 今枝　安芸子 ｲﾏｴﾀﾞ ｱｷｺ 008297370000
浦　忠昭 ｳﾗ ﾀﾀﾞｱｷ 062514610000 伊藤　澄江 ｲﾄｳ ｽﾐｴ 047294610000
太田　重人 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾄ 094485350000 土屋　礼子 ﾂﾁﾔ ﾚｲｺ 092001350012
太田　孝 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 007846360004 杉村　登美子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾐｺ 051278360004
太田　雄三 ｵｵﾀ ﾕｳｿﾞｳ 005346350000 田沢　千鶴子 ﾀｻﾞﾜ ﾁﾂﾞｺ 103025370022
大溝　春樹 ｵｵﾐｿﾞ ﾊﾙｷ 090086350000 大溝　真理子 ｵｵﾐｿﾞ ﾏﾘｺ 090087350000
小幡　宜範 ｵﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 008576370000 小幡　まさ枝 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻｴ 008573370000
片山　嗣規 ｶﾀﾔﾏ ﾂｸﾞﾉﾘ 108225370000 片山　栄子 ｶﾀﾔﾏ ｴｲｺ 108226370000
鎌田　洋 ｶﾏﾀ ﾋﾛｼ 005112350000 鎌田　久美子 ｶﾏﾀ ｸﾐｺ 005105350000
河北　真一 ｶﾜｷﾀ ｼﾝｲﾁ 025379370041 河北　裕実 ｶﾜｷﾀ ﾋﾛﾐ 025380370041
川島　俊明 ｶﾜｼﾏ ﾄｼｱｷ 026399370000 川島　道子 ｶﾜｼﾏ ﾐﾁｺ 026400370000
河原　隆之 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 110595350000 若林　こころ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 110596350000
小林　克実 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾐ 009387370002 小林　朱美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｹﾐ 009386370002
佐々木　孝一郎 ｻｻｷ ｺｳｲﾁﾛ 013652380000 佐々木　弘美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 013661380000
佐藤　順一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 096628358801 山本　秀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ 101468358801
繁田　徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 102879360000 岩渕　由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ 008556359900
鈴木　浩吉 ｽｽﾞｷ ｺｳｷﾁ 003173310522 大曽根　園栄 ｵｵｿﾈ ｿﾉｴ 003180310522
鈴木　良夫 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 012297370052 深山　由喜子 ﾐﾔﾏ ﾕｷｺ 008335370000
高橋　和則 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 054666370000 高橋　京子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ 054667370000
田口　治男 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｵ 005400350000 田口　道子 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 005424350000
武花　幸悦 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｴﾂ 013699380000 藤原　徳子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 013700380000
田玉　仁 ﾀﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ 023182370010 田玉　公子 ﾀﾀﾞﾏ ｷﾐｺ 023181370010
橘　慎吾 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｺﾞ 088785370000 西本　恵里菜 ﾆｼﾓﾄ ｴﾘﾅ 088786370000
鳥越　雅人 ﾄﾘｺｼ ﾏｻﾄ 028794360000 山本　真理 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘ 074644360000
長嶋　善哉 ﾅｶﾞｼﾏ ｾﾞﾝﾔ 095801380000 目時　玲奈 ﾒﾄｷ ﾚｲﾅ 095802380000
中村　大地 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 068191370000 田中　百合惠 ﾀﾅｶ ﾕﾘｴ 109782370000
那須　与志人 ﾅｽ ﾖｼﾄ 005392350000 那須　洋子 ﾅｽ ﾖｳｺ 005393350000
根岸　洋夫 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｵ 005181350000 根岸　恵理子 ﾈｷﾞｼ ｴﾘｺ 005172350000
八谷　和樹 ﾊﾁﾔ ｶｽﾞｷ 100566360000 三橋　櫻 ﾐﾂﾊｼ ｻｸﾗ 080919368801
平山　利政 ﾋﾗﾔﾏ ﾄｼﾏｻ 083327370000 小原　優紀 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 110079370000
廣瀬　享平 ﾋﾛｾ ｷｮｳﾍｲ 107893370000 輪島　京 ﾜｼﾞﾏ ﾐﾔｺ 112277370000
藤本　興 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳ 104878370022 町田　和美 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 075500370022
細沼　博孝 ﾎｿﾇﾏ ﾋﾛﾀｶ 026833350000 奈良　美保子 ﾅﾗ ﾐﾎｺ 090534350000
増田　和美 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 006569360000 古宮　淑子 ｺﾐﾔ ﾄｼｺ 006642360000
増山　和彦 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 002161910003 大東　祐子 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾕｳｺ 082017910003
村山　隆英 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶﾌｻ 089279370000 吉川　恵美 ﾖｼｶﾜ ｴﾐ 089280370000
山口　光信 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾉﾌﾞ 089745320000 吉田　美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ 089746320000
吉田　稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 044938320703 荒井　和枝 ｱﾗｲ ｶｽﾞｴ 054086320703
米川　俊彦 ﾖﾈｶﾜ ﾄｼﾋｺ 013631380000 本多　由佳 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｶ 053945380000
米倉　純 ﾖﾈｸﾗ ｼﾞｭﾝ 068594360000 米倉　ナナ ﾖﾈｸﾗ ﾅﾅ 068595360000
渡邉　豊章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 108428310000 猪瀬　亜紀子 ｲﾉｾ ｱｷｺ 097384310000


