
1123 イーストジャパン選手権大会
アマ／D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
石川　勝利 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 025555380105 石川　美津子 ｲｼｶﾜ ﾐﾂｺ 014155380105
泉　明夫 ｲｽﾞﾐ ﾄｼｵ 050896380465 夏井　美智子 ﾅﾂｲ ﾐﾁｺ 063847380465
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
大橋　哲ニ ｵｵﾊｼ ﾃﾂｼﾞ 014334380113 大橋　憲子 ｵｵﾊｼ ﾉﾘｺ 014288380113
岡田　喜久雄 ｵｶﾀﾞ ｷｸｵ 045912380229 岩本　敬子 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｺ 045909380229
小川　洋助 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 047220380000 長谷川　由美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾐ 047382380000
沖原　弘典 ｵｷﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 012337370053 沖原　寛子 ｵｷﾊﾗ ﾋﾛｺ 012333370053
小倉　正仁 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ 063681360003 板橋　規子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾉﾘｺ 104325360003
笠井　明夫 ｶｻｲ ｱｷｵ 005877350031 中村　繁子 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｺ 023376350031
河崎　幸一 ｶﾜｻｷ ｺｳｲﾁ 014248380113 河崎　好子 ｶﾜｻｷ ﾖｼｺ 064143380113
木村　俊運 ｷﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 114431378801 木村　美和子 ｷﾑﾗ ﾐﾜｺ 114432378801
工藤　哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 115189370000 山本　久美 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐ 115190370000
久保　知史 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 092469370000 佐藤　希帆子 ｻﾄｳ ｷﾎｺ 117054370000
越谷　成一 ｺｼｶﾞﾔ ｾｲｲﾁ 088143370000 橋本　由美子 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐｺ 012744380000
小島　孝行 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 071726350010 斉藤　典子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 090332350010
桜井　駿 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 048898370025 加藤　則子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 048899370025
沢木　一也 ｻﾜｷ ｶｽﾞﾔ 115259360000 田中　百合子 ﾀﾅｶ ﾕﾘｺ 031056370024
嶋津　久 ｼﾏﾂﾞ ﾋｻｼ 084668370013 永森　幸子 ﾅｶﾞﾓﾘ ｻﾁｺ 084669370013
白澤　広美 ｼﾗｻﾜ ﾋﾛﾐ 082259370003 新井　美穂 ｱﾗｲ ﾐﾎ 011078370003
鈴木　崇夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 116021389900 蘭幕　千春 ﾗﾝﾏｸ ﾁﾊﾙ 087025389900
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
竹内　一雄 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｵ 052576370055 石森　由美子 ｲｼﾓﾘ ﾕﾐｺ 035382370055
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
田中　秀男 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ 027321380465 長谷　玲子 ﾊｾ ﾚｲｺ 027327380465
堤　薫 ﾂﾂﾐ ｶｵﾙ 010318370013 五十嵐　洋子 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｺ 062477370013
時岡　謙 ﾄｷｵｶ ｹﾝ 025725380105 大菅　智津子 ｵｵｽｶﾞ ﾁｽﾞｺ 102839380476
中島　麗二 ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 114296370003 中村　一美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 116383370003
中野　英治 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｼﾞ 065732380105 加納　加代 ｶﾉｳ ｶﾖ 065734380105
橋本　進 ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾑ 013753380000 岡村　政子 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｺ 094851370013
秦　秀夫 ﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ 111188368801 野村　恵子 ﾉﾑﾗ ｹｲｺ 111189368801
花田　曠嗣 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｼﾞ 014209380107 菊池　順子 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｺ 013416380469
林　国雄 ﾊﾔｼ ｸﾆｵ 075583380470 岡田　佳世子 ｵｶﾀﾞ ｶﾖｺ 092025380470
松島　範政 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾘﾏｻ 055919370060 梁島　美智子 ﾔﾅｼﾏ ﾐﾁｺ 036098370060
丸山　嘉彦 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾋｺ 025394512010 島村　ミチ子 ｼﾏﾑﾗ ﾐﾁｺ 025395512010
宮田　武治 ﾐﾔﾀ ﾀｹｼﾞ 052818380472 土方　詠子 ﾋｼﾞｶﾀ ｴｲｺ 052817380472
横田　健 ﾖｺﾀ ﾀｹｼ 013612380221 原　純子 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 075615380221
吉沢　純一 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 059232370025 蓑　惠子 ﾐﾉ ｹｲｺ 059231370025
吉田　篤正 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾏｻ 082970378803 吉田　晃子 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｺ 082971378803
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


