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アマ／C級ラテン

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
青木　徹 ｱｵｷ ﾄｵﾙ 015047380348 青木　とし恵 ｱｵｷ ﾄｼｴ 015053380348
阿曽　正道 ｱｿ ﾏｻﾐﾁ 007904360000 吉田　眞智子 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾁｺ 007905360000
在原　満男 ｱﾘﾊﾗ ﾐﾂｵ 093778360001 岡田　和枝 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｴ 093779360001
安徳　儀人 ｱﾝﾄｸ ﾖｼﾄ 051822370022 小林　輝子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｺ 074695370022
石井　秀夫 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｵ 026340370011 有賀　淑子 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｺ 083119370011
上田　徹宏 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ 089877380000 藤嶋　奈美子 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅﾐｺ 089878380000
内田　大輔 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 088626370060 関口　順子 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 089432370070
江口　正 ｴｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 013476380000 藤原　恵美子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ 013479380000
片山　英雄 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 022277360002 及川　和恵 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｴ 022278360002
加藤　勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 000664370000 加藤　光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 000665370000
巖築　恒美 ｶﾞﾝﾁｸ ﾂﾈﾐ 029847360003 山本　秀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ 029846360003
久保　知史 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 092469370000 佐藤　希帆子 ｻﾄｳ ｷﾎｺ 117054370000
久保寺　恒久 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾂﾈﾋｻ 025806380464 田野尻　郁子 ﾀﾉｼﾞﾘ ｲｸｺ 015228380464
小林　敏夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ 015741380000 岡田　津賀子 ｵｶﾀﾞ ﾂｶﾞｺ 011365370000
佐藤　健次 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 015130380470 佐藤　克子 ｻﾄｳ ｶﾂｺ 015120380470
佐藤　重人 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄ 008552370000 斉木　友美 ｻｲｷ ﾄﾓﾐ 008551370000
佐藤　正文 ｻﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 069715370016 佐藤　綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 069716370016
澤田　康秀 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 031057360005 野山　英子 ﾉﾔﾏ ﾋﾃﾞｺ 100117360005
篠原　晃 ｼﾉﾊﾗ ｱｷﾗ 013439380463 杉本　百合子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｺ 051747380463
下山　孝一 ｼﾓﾔﾏ ｺｳｲﾁ 069462370017 下山　敏子 ｼﾓﾔﾏ ﾄｼｺ 069461370017
杉本　英和 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｶﾞｽﾞ 053979380000 杉本　直子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｺ 053982380000
鈴木　恒行 ｽｽﾞｷ ﾂﾈﾕｷ 013880380000 鈴木　由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 013893380000
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
高橋　達人 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾄ 010626350000 栃本　真弓 ﾄﾁﾓﾄ ﾏﾕﾐ 010623350000
玉井　祐司 ﾀﾏｲ ﾕｳｼﾞ 009294370023 吉村　美佐子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｺ 009293370023
東方　助夫 ﾄｳﾎｳ ｽｹｵ 015163380462 鈴木　貴美子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 012741380462
徳丸　安通夫 ﾄｸﾏﾙ ｱﾂｵ 009297370000 関　信子 ｾｷ ﾉﾌﾞｺ 008932370000
中村　裕建 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｹﾝ 011175370023 日野　紀子 ﾋﾉ ﾉﾘｺ 052610370023
福田　雅紀 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 115980370000 塩見　一子 ｼｵﾐ ｶｽﾞｺ 116903370000
藤島　正 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 108516388803 佐藤　文子 ｻﾄｳ ﾌﾐｺ 101264380468
古川　好生 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｵ 007739360003 平野　隆子 ﾋﾗﾉ ﾀｶｺ 071182360003
松原　真 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 011059370021 松原　智子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄｺ 011060370021
眞鍋　清次 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 091748370018 眞鍋　朱実 ﾏﾅﾍﾞ ｱｹﾐ 091737370018
三宅　泰介 ﾐﾔｹ ﾀｲｽｹ 025473370050 下村　京子 ｼﾓﾑﾗ ｷｮｳｺ 115627370050
宮崎　明彦 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾋｺ 010376370013 高橋　薫 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 090418370013
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
室井　正行 ﾑﾛｲ ﾏｻﾕｷ 093650370000 和田　奈美 ﾜﾀﾞ ﾅﾐ 047407370000
森　良司 ﾓﾘ ﾘｮｳｼﾞ 038259370022 新居　良子 ﾆｲ ﾖｼｺ 038260370022
山崎　清 ﾔﾏｻｷ ｷﾖｼ 011376370023 石鍋　イク子 ｲｼﾅﾍﾞ ｲｸｺ 011296370023
柚木崎　嘉輝 ﾕｷｻﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 089511380746 武政　恵里子 ﾀｹﾏｻ ｴﾘｺ 099476370060
幸重　憲治 ﾕｷｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 010384370013 川口　陽子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳｺ 050483370013
吉野　重男 ﾖｼﾉ ｼｹﾞｵ 093534350003 吉野　恵子 ﾖｼﾉ ｹｲｺ 093533350003
吉村　和彦 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 082982370000 嶋　圭子 ｼﾏ ｹｲｺ 083467370000
米田　健治 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 002696310205 相京　喜代子 ｱｲｷｮｳ ｷﾖｺ 009742370011
渡邊　正勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ 100717378803 柳生　康江 ﾔｷﾞｭｳ ﾔｽｴ 100716378803


