
1201 栃木ダンスフェスティバル／アマ・背番号
アマ／C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
安達　忠史 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 012232360000 渡辺　理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 057682360000
荒川　一郎 ｱﾗｶﾜ ｲﾁﾛｳ 036132320101 安藤　節子 ｱﾝﾄﾞｳ ｾﾂｺ 036133320101
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
石川　征司 ｲｼｶﾜ ｾｲｼﾞ 079678370022 浅野　静江 ｱｻﾉ ｼｽﾞｴ 079679370022
石川　浩 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 048571320101 工藤　喜代美 ｸﾄﾞｳ ｷﾖﾐ 045070320101
石原　三郎 ｲｼﾊﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 106294350031 持田　幸子 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁｺ 059608350031
泉　英雄 ｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｵ 072838370000 広田　潤子 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｺ 072839370000
板倉　幹夫 ｲﾀｸﾗ ﾐｷｵ 033199370013 板倉　玉枝 ｲﾀｸﾗ ﾀﾏｴ 049515370013
今井　孝 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 011331370023 夏山　洋子 ﾅﾂﾔﾏ ﾖｳｺ 011329370023
今成　英実 ｲﾏﾅﾘ ﾋﾃﾞﾐ 077138358803 今成　敬子 ｲﾏﾅﾘ ｹｲｺ 077139358803
岩田　昌幸 ｲﾜﾀ ﾏｻﾕｷ 026810380000 高橋　和子 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｺ 036785370060
岩渕　達夫 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾂｵ 002556310256 大田和　恵子 ｵｵﾀﾜ ｹｲｺ 002535310256
上田　康雄 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｵ 005204350000 上田　直子 ｳｴﾀﾞ ﾅｵｺ 005203350000
内田　光雄 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾂｵ 005221350000 内田　信子 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 005220350000
大澤　国彦 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾋｺ 007198370025 岡村　照子 ｵｶﾑﾗ ﾃﾙｺ 007194370025
大平　勝美 ｵｵﾋﾗ ｶﾂﾐ 074516320101 小田　美由紀 ｵﾀﾞ ﾐﾕｷ 062174320101
加藤　清一 ｶﾄｳ ｾｲｲﾁ 004133320407 杉山　敬子 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｺ 004132320407
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
河内　秀夫 ｶﾜｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 104107320402 時崎　フジ子 ﾄｷｻﾞｷ ﾌｼﾞｺ 104108320402
古性　政明 ｺｼｮｳ ﾏｻｱｷ 011048370000 蔡　文瓊 ｻｲ ｳﾝｷｮｳﾝ 115847380000
斎藤　久雄 ｻｲﾄｳ ﾋｻｵ 008457370000 斎藤　きみ江 ｻｲﾄｳ ｷﾐｴ 008452370000
櫻井　敬士 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 068679380462 森田　綾希子 ﾓﾘﾀ ｱｷｺ 010802370000
柴田　稔 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾙ 005387350000 柴田　恵子 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺ 005385350000
清水　和正 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏｻ 016165420001 花里　安子 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾔｽｺ 016160420001
鈴木　晴好 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾖｼ 003131310475 井坂　真知子 ｲｻｶ ﾏﾁｺ 003495310566
鈴木　実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 096407350000 鈴木　まり栄 ｽｽﾞｷ ﾏﾘｴ 096408350000
高橋　慶二 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 100118360005 波多野　ゆき枝 ﾊﾀﾉ ﾕｷｴ 061723360005
高橋　忠雄 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｵ 006081350041 渋谷　あや子 ｼﾌﾞﾔ ｱﾔｺ 058344350041
田川　貢 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾂｷﾞ 008436370013 吉田　幸代 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾖ 010346370013
竹牟礼　貢 ﾀｹﾑﾚ ﾐﾂﾙ 004579330433 岩崎　純子 ｲﾜｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 004804330433
知脇　利勝 ﾁﾜｷ ﾄｼｶﾂ 007536360005 堀越　和子 ﾎﾘｺｼ ｶｽﾞｺ 081945360005
鶴島　武雄 ﾂﾙｼﾏ ﾀｹｵ 005178350000 丸山　純子 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 005171350000
飛田　信彦 ﾄﾋﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 003363310258 飛田　美津子 ﾄﾋﾞﾀ ﾐﾂｺ 003366310258
伯　道信 ﾊｸ ﾐﾁﾉﾌﾞ 086213310205 中山　祐里 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 096895310205
林　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 069146310511 荒川　紀子 ｱﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 069147310511
原田　一夫 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｵ 堀江　則子 ﾎﾘｴ ﾉﾘｺ 005654350000
樋口　勤 ﾋｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 007072360005 細川　利枝 ﾎｿｶﾜ ﾄｼｴ 007071360005
福田　稔 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾙ 006565360000 福田　照子 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾙｺ 006566360000
冨楽　隆 ﾌﾗｸ ﾀｶｼ 026021310475 荻野　美佐子 ｵｷﾞﾉ ﾐｻｺ 105636360004
前田　健司 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 046456360004 川原　良子 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｺ 037239360002
丸山　建夫 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾃｵ 013033370070 椙本　みち子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ 013036370070
森　泰宏 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 003702310632 石崎　常美 ｲｼｻﾞｷ ﾂﾈﾐ 003693310632
安田　俊朗 ﾔｽﾀﾞ ﾄｼﾛｳ 006214350000 佐藤　洋子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 006213350000
梁次　英雄 ﾔﾅｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 011305370023 山崎　和子 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｺ 011319370023
山﨑　正敏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 088787350000 大山　光子 ｵｵﾔﾏ ﾐﾂｺ 088788350000
山本　富士夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞｵ 003858320101 見目　悦子 ｹﾝﾓｸ ｴﾂｺ 115147320101
横井　富夫 ﾖｺｲ ﾄﾐｵ 023369350060 栗田　靖子 ｸﾘﾀ ﾔｽｺ 023370350060
吉田　晃一郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 012572370061 吉田　昌子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ 012560370061
米山　恒美 ﾖﾈﾔﾏ ﾂﾈﾐ 006286350060 川辺　和枝 ｶﾜﾍﾞ ｶｽﾞｴ 064845350060


