
0908 神奈川ダンスフェスティバル
アマ／B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
秋元　久 ｱｷﾓﾄ ﾋｻｼ 013475380000 市川　茂子 ｲﾁｶﾜ ｼｹﾞｺ 013460380000
秋山　新一 ｱｷﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 030386380475 郷戸　悦子 ｺﾞｳﾄﾞ ｴﾂｺ 114769380475
井口　克彦 ｲｸﾞﾁ ｶﾂﾋｺ 014466380821 井口　美智子 ｲｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 014459380821
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
岩間　貞夫 ｲﾜﾏ ｻﾀﾞｵ 026221360000 小澤　明子 ｵｻﾞﾜ ｱｷｺ 026222360000
植村　空飛 ｳｴﾑﾗ ｱｷﾄ 091234360000 植村　まさよ ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾖ 091235360000
宇野　晃司 ｳﾉ ｺｳｼﾞ 009522359900 中西　純子 ﾅｶﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ 009516359900
大坪　竜也 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀﾂﾔ 112808380000 山岡　瞳 ﾔﾏｵｶ ﾋﾄﾐ 100254380000
笠原　幹雄 ｶｻﾊﾗ ﾐｷｵ 004915340000 笠原　ひろ子 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｺ 004916340000
上総　満雄 ｶｽﾞｻ ﾐﾂｵ 016569510000 伊奈　和子 ｲﾅ ｶｽﾞｺ 016580510000
加藤　実 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 084118350000 髙野　公子 ﾀｶﾉ ｷﾐｺ 111815350000
北川　靖城 ｷﾀｶﾞﾜ ﾔｽｷ 025175360002 北川　陽子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳｺ 025176360002
北村　浩介 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ 014015380000 春名　由香里 ﾊﾙﾅ ﾕｶﾘ 107423380821
児玉　嘉明 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼｱｷ 014708380468 下川　多美江 ｼﾓｶﾜ ﾀﾐｴ 014695380468
小宮　弘 ｺﾐﾔ ﾋﾛｼ 013494380000 杉山　喜美代 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾐﾖ 014999380344
小柳　博 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 059206370012 原　まさ子 ﾊﾗ ﾏｻｺ 059207370012
斉藤　毅 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 001676380000 斉藤　千鶴 ｻｲﾄｳ ﾁﾂﾞﾙ 001678380000
斎藤　右司 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 010349370011 佐野　玖枝 ｻﾉ ﾀﾏｴ 013970380000
酒寄　峰男 ｻｶﾖﾘ ﾐﾈｵ 013887380000 小山　貞子 ｺﾔﾏ ﾃｲｺ 013888380000
佐藤　滋 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 013563380000 井上　敬子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 013575380000
佐藤　節夫 ｻﾄｳ ｾﾂｵ 008687370000 渡辺　清子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｺ 008688370000
佐藤　裕一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 116666370000 平阪　尚子 ﾋﾗｻｶ ﾅｵｺ 116667370000
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
杉戸　一雅 ｽｷﾞﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 112449370000 池田　純子 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 112450370000
高橋　光滋 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 087289370055 板屋　美江 ｲﾀﾔ ﾐｴ 025600370055
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
津久井　一尊 ﾂｸｲ ｶｽﾞﾀｶ 047820350044 津久井　洋子 ﾂｸｲ ﾖｳｺ 047821350044
内藤　誠 ﾅｲﾄｳ ﾏｺﾄ 014709380468 内藤　俊枝 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｴ 014707380468
中井　哲 ﾅｶｲ ｻﾄｼ 007158360002 曽根　富子 ｿﾈ ﾄﾐｺ 007288360005
難波　芳幸 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 022917370000 難波　みづほ ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾂﾞﾎ 022916370000
西峯　弘明 ﾆｼﾐﾈ ﾋﾛｱｷ 089789380525 野村　萌菜美 ﾉﾑﾗ ﾓﾅﾐ 115729370032
西村　拓一 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸｲﾁ 095701380111 佐野　八重子 ｻﾉ ﾔｴｺ 008916370000
根本　浩由 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 072640380000 木村　洋美 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 089741380469
長谷川　健斗 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 112802773000 差波　雪乃 ｻｼﾅﾐ ﾕｷﾉ 112805773000
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
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
矢内　伸和 ﾔﾅｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 013818380000 国本　知子 ｸﾆﾓﾄ ﾄﾓｺ 092080380000
山内　成弘 ﾔﾏｳﾁ ｼｹﾞﾋﾛ 073269380642 中村　美すず ﾅｶﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 073270380642
山口　昌宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 012198370000 有田　良子 ｱﾘﾀ ﾘｮｳｺ 064590370000
山下　智之 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾕｷ 013487380000 山下　利子 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｺ 013488380000
山ノ井　健樹 ﾔﾏﾉｲ ｹﾝｼﾞｭ 087030370024 山ノ井　重子 ﾔﾏﾉｲ ｼｹﾞｺ 087029370024
吉村　和彦 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 082982370000 嶋　圭子 ｼﾏ ｹｲｺ 083467370000
和田　佳祐 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 096733380000 島崎　まち子 ｼﾏｻﾞｷ ﾏﾁｺ 115728380000
渡辺　央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｶﾊﾞ 088871380000 渡辺　寿子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｺ 097775380000
渡辺　稔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 010581370000 滝　敏子 ﾀｷ ﾄｼｺ 054333370000


