
1013 神奈川ダンスフェスティバル
アマ／C級スタンダード

氏名 フリガナ 登録番号 氏名 フリガナ 登録番号
青木　徹 ｱｵｷ ﾄｵﾙ 015047380348 青木　とし恵 ｱｵｷ ﾄｼｴ 015053380348
安斉　治久 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙﾋｻ 013946380000 小嶋　佑子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 013936380000
宇田川　久 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾋｻｼ 008865370000 河合　美津子 ｶﾜｲ ﾐﾂｺ 060561370000
加納　周一 ｶﾉｳ ｼｭｳｲﾁ 015380380463 中野　キヨ子 ﾅｶﾉ ｷﾖｺ 013535380463
鴨田　知幹 ｶﾓﾀﾞ ﾄﾓﾐｷ 030388380475 鴨田　佳美 ｶﾓﾀﾞ ﾖｼﾐ 030378380475
久慈　矩夫 ｸｼﾞ ﾉﾘｵ 054305380463 脇坂　久美子 ﾜｷｻﾞｶ ｸﾐｺ 060022380463
桑原　吉春 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼﾊﾙ 013023370070 桑原　美枝子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐｴｺ 013024370070
古閑　末治 ｺｶﾞ ｽｴﾊﾙ 108467380000 鶴岡　洋子 ﾂﾙｵｶ ﾖｳｺ 108468380000
古賀　義郎 ｺｶﾞ ﾖｼﾛｳ 014545380000 古市　達子 ｺｲﾁ ﾀﾂｺ 052663380462
小嶋　好吉 ｺｼﾞﾏ ｺｳｷﾁ 010207370000 住井　豊子 ｽﾐｲ ﾄﾖｺ 010577370000
斉藤　文作 ｻｲﾄｳ ﾌﾞﾝｻｸ 014340380000 斉藤　寧子 ｻｲﾄｳ ﾔｽｺ 014339380000
佐々木　治 ｻｻｷ ｵｻﾑ 072126380000 長嶋　優子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｺ 072127380000
澤田　稔 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ 025357370030 澤田　芳香 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｶ 025356370030
白砂　和洋 ｼﾗｻｺﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 099386370054 早坂　直子 ﾊﾔｻｶ ﾅｵｺ 047403380000
鈴木　哲夫 ｽｽﾞｷ ﾃﾂｵ 014535370070 森　恵美子 ﾓﾘ ｴﾐｺ 079281370070
鈴木　政則 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 063819511050 鈴木　るい子 ｽｽﾞｷ ﾙｲｺ 063821511050
高橋　浩二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 051751380469 佐藤　加津子 ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ 051752380469
武田　敏夫 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｵ 075443380463 能登　久美子 ﾉﾄ ｸﾐｺ 075444380463
田代　正一 ﾀｼﾛ ｼｮｳｲﾁ 009316370000 田代　三知子 ﾀｼﾛ ﾐﾁｺ 009317370000
立嶋　雅春 ﾀﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ 058935360000 高橋　喜代美 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐ 101792380344
西山　和男 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞｵ 013374380000 浅川　寿未子 ｱｻｶﾜ ｽﾐｺ 013375380000
根岸　眞樹 ﾈｷﾞｼ ﾏｻｷ 079750380000 根岸　知子 ﾈｷﾞｼ ﾄﾓｺ 079751380000
野口　省吾 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 009275370000 野口　年子 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼｺ 009306370000
橋本　進 ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾑ 013753380000 岡村　政子 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｺ 094851370013
長谷川　敏夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ 013853380000 長谷川　富智代ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾁﾖ 013878380000
塙　和久 ﾊﾅﾜ ｶｽﾞﾋｻ 072870380332 塙　久美子 ﾊﾅﾜ ｸﾐｺ 072871380332
林　茂義 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾖｼ 104198380469 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 104199380469
原　光和 ﾊﾗ ﾐﾂｶｽﾞ 025699380463 佐藤　令子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 107514380463
原田　敏 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｼ 069971370008 小田　紀子 ｵﾀﾞ ﾉﾘｺ 069972370008
広瀬　好文 ﾋﾛｾ ﾖｼﾌﾐ 015289380462 広瀬　永子 ﾋﾛｾ ｴｲｺ 015305380462
福田　忠義 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 012759380474 丸山　真弓 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ 091163380474
福原　芳昭 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｱｷ 013462380000 菊池　恵美子 ｷｸﾁ ｴﾐｺ 013463380000
藤原　誠 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 083471388801 藤原　八重子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｴｺ 083472388801
松本　英一 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｲﾁ 047224380000 内藤　志保子 ﾅｲﾄｳ ｼﾎｺ 110286380000
松山　宏昭 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 010355370013 村手　美枝子 ﾑﾗﾃ ﾐｴｺ 005952370013
三上　厚志 ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 115187380000 内田　美香子 ｳﾁﾀﾞ ﾐｶｺ 084885380000
宮﨑　輝幸 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾙﾕｷ 116801378803 斎藤　洋子 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ 116802378803
武藤　志郎 ﾑﾄｳ ｼﾛｳ 047238380000 菊田　玲子 ｷｸﾀ ﾚｲｺ 047404380000
柳田　晋 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾝ 112183380462 宮崎　洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 111879380462
山田　雅仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 109166511060 大川　わかな ｵｵｶﾜ ﾜｶﾅ 078494511060


