
４種目

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

荒井　久雄 ｱﾗｲ ﾋｻｵ 307059 白石　玉枝 ｼﾗｲｼ ﾀﾏｴ 307060

安斉　治久 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙﾋｻ 300398 小嶋　佑子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 300399

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

大嶋　良明 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 301190 大嶋　三惠子 ｵｵｼﾏ ﾐｴｺ 301191

大野　剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 307185 井出　真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 307186

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

岡崎　明 ｵｶｻﾞｷ ｱｷﾗ 308270 岡崎　昌子 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｺ 308271

恩田　一夫 ｵﾝﾀﾞ ｶｽﾞｵ 302691 橘　志保 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾎ 307684

川島　秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 305412 川島　恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 305413

木竜　重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 307499 安居院　徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 307500

熊谷　武久 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾋｻ 308227 細井　裕美 ﾎｿｲ ﾋﾛﾐ 308228

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

小林　源次 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾂｸﾞ 303139 千葉　成子 ﾁﾊﾞ ﾅﾙｺ 303140

佐藤　順一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 303340 山本　秀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ 303341

佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 302687 中達　成子 ﾅｶﾀﾞﾁ ｼｹﾞｺ 302688

嶋貫　孝彦 ｼﾏﾇｷ ﾀｶﾋｺ 306392 阪　容代 ｻｶ ﾋﾛﾖ 306393

田坂　康樹 ﾀｻｶ ﾔｽｷ 308161 加藤　ちひろ ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ 308162

田中　英明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 305059 山下　容子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ 307352

中島　篤 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 屋敷　磨左子 ﾔｼｷ ﾏｻｺ

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

前原　初雄 ﾏｴﾊﾗ ﾊﾂｵ 308218 桑原　英都子 ｸﾜﾊﾞﾗ ｴﾂｺ 308219

宮澤　正幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 300429 宮澤　妙子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｴｺ 300430

森本　立身 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾐ 307004 宮川　節子 ﾐﾔｶﾜ ｾﾂｺ 307005

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

吉留　宏和 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾋﾛｶｽﾞ 306321 吉留　尚子 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾅｵｺ 306322

2種目

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

荒井　久雄 ｱﾗｲ ﾋｻｵ 307059 白石　玉枝 ｼﾗｲｼ ﾀﾏｴ 307060

伊藤　久 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 307266 藤森　満津枝 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾂｴ 308071

大嶋　良明 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 301190 大嶋　三惠子 ｵｵｼﾏ ﾐｴｺ 301191

大野　剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 307185 井出　真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 307186

岡崎　明 ｵｶｻﾞｷ ｱｷﾗ 308270 岡崎　昌子 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｺ 308271

川島　秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 305412 川島　恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 305413

木竜　重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 307499 安居院　徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 307500

髙橋　博光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 306698 髙橋　郁子 ﾀｶﾊｼ ｲｸｺ 306699

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

藤田　幹郎 ﾌｼﾞﾀ ﾐｷｵ 307901 藤田　久子 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｺ 307902

宮下　健司 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝｼﾞ 308125 宮下　高子 ﾐﾔｼﾀ ﾀｶｺ 308126

和田　実 ﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ 301651 和田　静江 ﾜﾀﾞ ｼｽﾞｴ 301652

2019年1月14日（月・祝）　すみだダンスフェスティバル　（すみだ産業会館）
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