
リーダー フリガナ 登録番号 パートナー フリガナ 登録番号

青木　孝男 ｱｵｷ ﾀｶｵ 307580 青木　陽子 ｱｵｷ ﾖｳｺ 307581

天野　良行 ｱﾏﾉ ﾖｼﾕｷ 306454 吉岡　郷子 ﾖｼｵｶ ｷｮｳｺ 306455

五十嵐　富男 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾐｵ 306935 村田　幸子 ﾑﾗﾀ ｻﾁｺ 306936

市村　慎一 ｲﾁﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 307664 髙田　ちづ子 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ 307665

伊東　雅文 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 307978 飯塚　久恵 ｲｲﾂﾞｶ ﾋｻｴ 307979

今村　一 ｲﾏﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 300817 高野　真由美 ﾀｶﾉ ﾏﾕﾐ 307893

大科　七五三則 ｵｵｼﾅ ｼﾒﾉﾘ 305812 古川　利恵 ﾌﾙｶﾜ ﾘｴ 305813

大渕　一由 ｵｵﾌﾁ ｶｽﾞﾖｼ 307344 川畑　みゆき ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾕｷ 307761

大森　忠美 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞﾖｼ 303609 荒川　陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ 303610

岡田　雅局 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾁｶ 303633 海老原　エク ｴﾋﾞﾊﾗ ｴｸ 307964

尾原　信次 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 303476 野澤　恵子 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｺ 303477

柏木　敏夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼｵ 301541 柏木　孝子 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｺ 301542

金子　兼多朗 ｶﾈｺ ｹﾝﾀﾛｳ 300674 田野　久子 ﾀﾉ ﾋｻｺ 307922

川井　理文 ｶﾜｲ ﾐﾁﾌﾐ 302934 二上　洋子 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾖｳｺ 302935

川口　守 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 301100 瓜生　房子 ｳﾘｭｳ ﾌｻｺ 307905

木下　忠雄 ｷﾉｼﾀ ﾀﾀﾞｵ 305400 新倉　紀子 ﾆｲｸﾗ ﾉﾘｺ 305401

葛生　芳男 ｸｽﾞｳ ﾖｼｵ 307042 垣崎　憲子 ｶｷｻﾞｷ ﾉﾘｺ 307043

倉持　和司 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞｼ 307974 飯森　三喜 ｲｲﾓﾘ ﾐｷ 307975

栗原　正和 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 302248 栗原　早苗 ｸﾘﾊﾗ ｻﾅｴ 302249

三枝　洋三 ｻｴｸﾞｻ ﾖｳｿﾞｳ 306859 窪川　貴美子 ｸﾎﾞｶﾜ ｷﾐｺ 307723

嶋田　茂 ｼﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 305197 嶋田　春江 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｴ 305198

清水　健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 300445 小森　利子 ｺﾓﾘ ﾄｼｺ 300446

杉田　義一 ｽｷﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ 307407 杉田　富士枝 ｽｷﾞﾀ ﾌｼﾞｴ 307408

杉山　喜昭 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 302090 竹田　厚美 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾐ 302091

髙井　剣 ﾀｶｲ ﾂﾙｷﾞ 307829 髙井　朋美 ﾀｶｲ ﾄﾓﾐ 307830

竹内　和幸 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ 307453 御園生　文代 ﾐｿﾉｳ ﾌﾐﾖ 307454

田尻　敏之 ﾀｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ 307387 長谷川　悦子 ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾂｺ 307388

丹上　光之 ﾀﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾕｷ 302988 林　洋子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ 302989

塚原　在也 ﾂｶﾊﾗ ｱﾘﾔ 301389 塚原　みさ子 ﾂｶﾊﾗ ﾐｻｺ 301390

中倉　良久 ﾅｶｸﾗ ﾖｼﾋｻ 300396 中倉　敏子 ﾅｶｸﾗ ﾄｼｺ 300397

長嶋　宏行 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 307401 奥野　花代子 ｵｸﾉ ｶﾖｺ 307402

中西　典夫 ﾅｶﾆｼ ﾂﾈｵ 303322 中西　早苗 ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 303323

長野　充朋 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂﾄﾓ 307980 守屋　文子 ﾓﾘﾔ ﾌﾐｺ 307981

中野　吉徳 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 301292 三枝　絹代 ｻｴｸﾞｻ ｷﾇﾖ 307376

中村　芳文 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 307762 秋吉　みとり ｱｷﾖｼ ﾐﾄﾘ 307763

2017年10月8日（日）　東部日本ニュースターグランプリⅡ　（ファースト・プレイス東京）

アマ／C級ボールルーム



萩　聡 ﾊｷﾞ ｻﾄｼ 307504 石山　マヤ ｲｼﾔﾏ ﾏﾔ 307147

蓮見　了 ﾊｽﾐ ｻﾄﾙ 307903 蓮見　喜与世 ﾊｽﾐ ｷﾖｾ 307904

浜﨑　貢 ﾊﾏｻｷ ﾐﾂｸﾞ 302172 海老原　正子 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｺ 302173

藤木　秀明 ﾌｼﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 304678 吉武　澄江 ﾖｼﾀｹ ｽﾐｴ 305944

冬野　英和 ﾌﾕﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 307836 冬野　朋子 ﾌﾕﾉ ﾄﾓｺ 307837

前島　進 ﾏｴｼﾏ ｽｽﾑ 301577 管野　知子 ｶﾝﾉ ﾄﾓｺ 307661

増田　信夫 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 307838 増田　英子 ﾏｽﾀﾞ ｴｲｺ 307839

宮本　岩生 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾜｵ 303193 太田　節子 ｵｵﾀ ｾﾂｺ 303194

安井　忠吉 ﾔｽｲ ﾁｭｳｷﾁ 305385 髙橋　幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 305386

山川　陽敏 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾄｼ 306878 山川　由美子 ﾔﾏｶﾜ ﾕﾐｺ 306879

横間　透 ﾖｺﾏ ﾄｵﾙ 302996 滝　敏子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼｺ 307894

吉沢　浩 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 307094 諏訪　恵子 ｽﾜ ｹｲｺ 307976

吉田　勇喜 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 307276 梨本　光江 ﾅｼﾓﾄ ﾐﾂｴ 307277


